
活動日時 ２００９年10月5日（月）　　１０ 時００分　～１２ 時００分　　天気：曇り

活動内容

*北側バス道路沿いのフェンス際の除草・ごみ収集・清掃（前回の続き。）
*北西部、隣家境界に向かってアズマネザサの除草と竹伐採（8本）
*北西隣家との境界付近の竹伐採（5本）
*伐採竹の稈は除草区域に積み、枝葉は前々回設置した堆積場に運搬

活動の結果
*バス道路沿いの除草部分は、幅１ｍ余りきれいになり、ポイ捨てしにくくなった。
*北西部の竹を伐採し、ケヤキによく陽があたるようになった。

自然観察の記録 *広場のサンショ付近にヒガンバナの葉が出てきた

協議・合意事項 *入口鍵は、野口・深野・高木・早川・松田が保管することにした。（午後の連絡会で確認）

報告・連絡事項

*前々回集積ごみは、9月29日に回収された。
*北西部境界付近の竹が伐採されていた。最近の様子。隣家が？
*北西部境界付近は、隣家の東側にも、太い丸太や枝が放置されていた。
*地主さんから井戸汲み用のバケツとロープが届いていた。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１０月２１日（水）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　北西側隣家境界付近の竹の伐採・除草・廃木の整理
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
*10/11（日）ステップアップ講座「剪定勉強会」
*10/11（日）緑ネット自然観察学習会　9:30北小金駅集合
*10/25（日）森の音楽会（１３：３０囲いやまの森）

その他 *井戸は、水面から4mほどバケツを沈めたが、なお底に達しなかった。

記録者のコメント
（記録・野口功）

雨模様だったこともあり、参加は少なかったが、地主さんが要望していた隣家境界の整備に
着手。
刈払機による下刈り（アズマネザサ）1名、バス道路沿いの除草1名、竹伐採4名、枝葉の運
搬1名と手分けして作業が進んだ。
モウソウチクはかなり太く、枝葉の処理がたいへんで、2人組２班で１３本しか伐採できな
かった。大量の枝葉を一人で堆積場まで運んだ野坂さんの奮闘に脱帽。
バス道路沿いはアズマネザサが密生し、除草は大変。小野さんの奮闘で、半分弱まで進ん
だ。

　参加者　７名

(1期）小野、高木、深野
(2期）野口
(3期）
(4期）野坂
(5期）
（6期）　松田、横山
（その他）

秋山の森　活動記録　第8回



活動日時 ２００９年10月21日（水）　　１０ 時００分　～１２ 時００分　　天気：晴れ

活動内容

*台風の後を見回り、落枝を整理した。
*北側バス道路沿いのフェンス際の除草・ごみ収集・清掃（ほぼ完了）
*北西隣家との境界付近の竹伐採（5本）
*北西隣家との境界付近に放置されていた伐採竹の整理（約20本）
*北西隣家との境界（東側）に杭を打ち、伐採竹・放置竹を積んで柵とする。
*竹の枝葉の整理、前回刈ったササの残り株を鋏で根本から刈り取り

活動の結果

*バス道路沿いのフェンス内側は、見違えるようになった。
*柵を作って、ようやく北西隣家との境界（東側）がはっきりした。
*北西隣家の庭の南に放置されていた伐採竹が整理され、きれいになった。
*北西隣家（東側）に枝葉が越境していた竹は、およそ半分処理した。

その他気づいたこと

*北西隣家との境界付近（バス道路寄り）には、伐採木・枝が乱雑に積まれている。
*西側畑地との境界沿いに、通路を切り開く必要がある
*刈払機で刈ったササは高残りがあり、危険。鋏で地際から切る作業がたいへん。
*「竹は相当に重い」

自然観察の記録

協議・合意事項

報告・連絡事項等

*11月28日13時30分より、千葉大学環境コミュニケーション講座が秋山の森で行われる。
　高橋盛男さんの講義、里やま応援団の報告、作業体験。
　講座の登録学生は80人。当日参加者数は不明だが、作業指導体制を組む必要あり。
　各会から、応援をお願いしたい。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１１月２日（月）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　北西側隣家境界付近の竹の伐採・除草・廃木の整理
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

*10/25（日）囲いやまの森音楽会（１３：３０）
*10/27（日）刈払機安全講習・しんやまの森（10:00）
*10/31（土）第2回選定勉強会・小金原9丁目松本邸（9;00）
*11/1（日）戸定祭工作教室・千葉大学園芸学部（正午）
*11/5（木）～　松戸里やまボランティア入門講座２００９
*11/6（金）根木内歴史公園ヨシ刈り（9:30）
*11/14（土）根木内歴史公園音楽会（10:00）

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

バス道路側フェンス沿いの除草・清掃、北西隣家沿いの柵設置、放置竹の整理など、作
業の成果が目に見えて現れはじめた。来春の芽生え頃までには、隣地境界付近の整理を
一応終らせたいものだ。

　参加者　１４名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野
(2期）野口、三嶋
(3期）早川、張江、山下
(4期）中島、野坂
(5期）　青木
（6期）
（その他）　渋谷（溜の上レディース）

秋山の森　活動記録　第9回



活動日時 ２００９年11月2日（月）　　１０ 時００分　～１２ 時３０分　　天気：曇り

活動内容
*北側バス道路沿いのフェンス際の除草・ごみ収集・清掃
*北西隣家との境界付近の竹伐採（１３本）、境界柵整備、枝葉の整理
*西側畑沿いの除草、クリに絡んだクズの除去、アズマネザサ刈株をはさみで切除

活動の結果
*バス道路沿いのフェンス内側は、北西角を除いて完了した。
*北西隣家との境界付近の竹（幅５ｍ位）の除伐は、3分の２くらい終了。
*西側畑沿いは、幅２～３ｍほどが除草され、畑に入らずに歩けるようになった。

その他気づいたこと

*バス道路沿いの西側角には大量のごみが堆積しており、12月の回収前に集中作業
*太い竹の伐採は、受け口を切ったほうが良い。
*北西隣家境界に作った竹柵は、杭の補強と結束が必要
*西側畑との境界の草地には、ササの刈株が残っており危険。
*除草後の地面に、クズのつる・根が縦横に這っている。
*畑に張り出した太枝を切除する必要。事前に畑所有者に断る必要あり。

自然観察の記録
*ケヤキの伐採丸太に大量のキノコ（アラゲキクラゲ、キララタケ、ヌメリスギタケ？）
*東側台地に柿の木。いくつか採ったが渋い
*茎が肥大成長するクズがあった。根を掘ったがかなり深く、根茎には達しなかった

協議・合意事項

報告・連絡事項等

*北西側隣家の夫人（前回挨拶周りの時は不在だった）と挨拶・対話ができた。
　好意的。境界付近の竹をもう少し切って欲しいと要望あり。（今回の作業で対応）
*バス道路の北側の住民の要望で、畑の防霜用にササを提供。お礼に缶コーヒー6本。
*通りがかりの人の要望で、竹（２ｍ）提供。四手網の骨に使用するとか。
*隣地畑所有者から市の環境部署に「雑草の種が飛んできて困る」との電話があった。

*11月28日（土）13：30～16:30千葉大学環境コミュニケーション講座の野外実習（60人）。
　作業指導体制を組む必要あり。各会から、応援をお願いしたい。詳細は次回協議

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１１月１８日（水）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　今回の作業の継続、西側畑に張り出した枝の切除
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

*11/5（木）　松戸里やまボランティア入門講座２００９。受講21人。（12/3まで毎週木曜日）
*11/6（金）根木内歴史公園ヨシ刈り（9:30）
*11/14（土）根木内歴史公園音楽会（10:00）
*11/25（水）一起の会、大名庭園めぐり（古河庭園、六義園、後楽園）
*11/29（日）みどりの行動会議　松戸のみどり再発見ツァー　９：３０　矢柱駅北口集合

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

少しずつ、近隣の反応が出てきた。

　参加者　１３名

(1期）小野、高木、深野、山口
(2期）野口
(3期）新庄、張江、山下
(4期）野坂
(5期）　青木、大石
（6期）　横山、松田
（その他）

秋山の森　活動記録　第10回



活動日時 ２００９年11月18日（mizu ）　　１０ 時００分　～１4時0０分　　天気：曇りのち晴れ

活動内容

*北西隅に堆積していたごみの整理及び北側バス道路沿いの清掃・ごみ分別整理
*北西隣家との境界付近の放置竹整理（5本）と竹伐採（７本）、枝葉の整理
*西側畑上に伸びていたクヌギの枝（径２５ｃｍ）の切除（朝、畑所有者にあいさつ）
*入口～広場の通路の落葉掃除とササ刈り
*午後、倉庫の整理（大量の土と割れた板ガラスの除去）

活動の結果
*北西隣家との境界付近の竹（幅５ｍ位）の除伐は、ほぼ終了。
*西側畑への直接的な影響は解消した。枝が畑近くにまで伸びている木があと2本。

その他気づいたこと

自然観察の記録
*前回採集したキノコはヌメリスギタケモドキらしい。
*今回は、ケヤキの伐採木にエノキダケを発見。
*倉庫の中にヤモリ１匹

協議・合意事項

報告・連絡事項等

*今回は、千葉大のインターシップ2名と大学院生1名参加
　SA君　初めてチェーンソーを使い、緊張してこわばった。疲れた。こんなに大変なこ
とをしているとは、実際に見ないとわからなかった。勉強になった。
　SO君　授業で剪定などならったが、実際にやるのは初めて。チェーンソーも。勉強
になった。
　Mさん　ごみ片付け作業をしたが、まず始めにごみなのだと実感した。とてもよい
森。
*高木さんから、カケヤ・ロープ・５０m巻尺・棕櫚縄１巻を里やま応援団に寄贈。
*三嶋さんから、参加者に柿の差し入れ
*駐車場に放置自転車が１台ありました
*１１月２８日の千葉大環境コミュニケーションの野外実習は金ヶ作の森に変更
　１３：３０～１６：３０。学生８０人と大勢なので、最大限の参加協力をお願いします。
*ブルーシート（２＋１）、熊手（５）、手箕（３）、大きな運搬袋（３）を購入。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１２月７日（月）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　西側畑近くの枝の切除、落葉の整理など
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
*11/25（水）一起の会、大名庭園めぐり（古河庭園、六義園、後楽園）
*11/29（日）みどりの行動会議　松戸のみどり再発見ツァー　９：３０　矢柱駅北口集合

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

紅葉がきれいになってきた。少しずつ、少しずつ、着実に前進。若い力は素晴らし
い。

　参加者　１８名

(1期）伊藤、高木、高橋、深野、山口
(2期）野口
(3期）篠田、早川、張江、山下
(4期）中島、野坂
(5期）
（6期）横山、松田
（その他）　布施（市）、桜井、曽根（千葉大インターシップ）、門田（千葉大大学院）

秋山の森　活動記録　第11回



活動日時 ２００９年12月7日（月 ）　　１０ 時００分　～１２時0０分　　天気：晴れ

活動内容

*応援団一斉ごみ回収にあわて、ごみを収集し、入口近くに分別集積した。
*北西隣家境界付近で伐採・放置されていた竹（5本）を整理した
*北西隣家境界付近の伐採ケヤキを覆っていたつる草を除いて、状況を点検した。
*東側道路の落葉の清掃

活動の結果

*収集ごみ量
　カン８袋、ビン３袋、金属クズ１袋、紙ごみ２袋、プラごみ２５袋、割れガラス２袋、
　埋立てごみ５袋、自転車１台、ポリタンク１個、ミシン１台、ソファシート１脚分、プラ樽１個
　ホットカーペット１枚、カーペット１枚、風呂ふた１枚、ブリキ板１０枚、傘１０本など

その他気づいたこと
*東側ブロック塀付近のごみの山に、新しい生ごみ。隣家から塀越しに投入か？
*北西隣家境界付近で、竹が数本伐採されて放置されていた。
*北西隣家境界付近に、庭木の剪定枝等が積まれていた。また、焚き火跡があった。

自然観察の記録

協議・合意事項

報告・連絡事項等
*散会後、剪定のこぎりが駐車場に落ちていました。野口が預かっています。
*１月４日（月）は、お正月のため、作業は行いません。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１２月１６日（水）10時
車の同乗　　新京成八柱駅北口９：３０（同乗希望者は、事前に早川さんに申込み）
活動内容　　西側畑近くの枝の切除、落葉の整理など
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等

*１２/１９（土）三樹の会　ゆいの花公園で、ミニ門松つくりイベント
*１２/２１（月）三吉の森でミニ門松つくり講習
*各会の忘年会（各会員以外の参加希望者は、事前に各会に連絡を）
　三樹の会　１２/２８（月）午後　三吉の森
　四季の会　１２/１８（金）午後　ホダシの森
　千駄堀Ⅴ　12/２２（火）　山海亭（八柱駅前）で昼食会
　小浜の森　12/17（木）15時　山香クラブ（小金原）
*ステップアップ講座
　　スギ伐倒技術講習　1月23日（土）、2月13日（土）　わんぱくの森
　　農林行政から－基礎編①　1月29日（金）14時　ゆうまつど

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

前にも清掃をしたのに、またまた大変なごみが収集された。
隣家との対応について、検討する必要がある

　参加者　１７名

(1期）伊藤、小野、高木、深野
(2期）野口、三嶋
(3期）篠田、新庄、早川、張江、山下
(4期）野坂
(5期）青木、大石、三角
（6期）横山
（その他）　門田（千葉大）

秋山の森　活動記録　第1２回



活動日時 ２００９年12月16日（水）　　９ 時００分　～１２時２０分　　天気：曇り

活動内容

*集積したごみを、松戸市が回収。
　みどりと花の課の遠藤さん、布施さんが9時から一緒にごみ出しの作業をして下さいまし
た。
*北西隣家境界に竹を積んだ柵を作り直した。ついてに、竹6本伐採処理。
*池の南側、ブロック塀近くのマダケ林で、枯れ竹の刈り取り、透かし切りなど。
*東側道路沿いフェンス内側の除草（幅１～２ｍ）
*東側道路の落葉の清掃

活動の結果
*竹の柵は、境界より少し内側に杭を打ち直し、積みなおして、しっかりした。
*マダケ林の整備した区域は、見通しが利くようになり、すっきりした。
*見苦しかった東側道路沿いが、大分きれいになった。

その他気づいたこと

*東側ブロック塀付近のごみの山に、新しい生ごみ。隣家から塀越しに投入か？
*北西隣家境界付近で、竹が数本伐採されて放置されていた。
*北西隣家境界付近に、庭木の剪定枝等が積まれていた。また、焚き火跡があった。
*「昨日まで出ていたくしゃみが、森にきたら出ない」「ここにいる時は腰が痛くない」

自然観察の記録

*マダケは花が咲いた痕跡があった。
*まだ、柿の実がいくつか残っていて、鳥がつついていた
*モミジの紅葉がきれい
*ヒヨドリジョウゴの赤い実がきれいでした。ただし、毒だそうです。

協議・合意事項
*高木さん「近所の菜園をしている人に落葉をあげたらとても喜ばれた。そういう活用もある」
*松教組の自然観察案内リーフに秋山の森も掲載することを承認した。

報告・連絡事項等

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１月２０日（水）10時
車の同乗　　？
活動内容　　西側畑近くの枝の切除、草地の枯れたつる草の除草など
必要道具　　通常の作業道具

各団体の行事等
*ステップアップ講座
　　スギ伐倒技術講習　1月23日（土）、2月13日（土）　わんぱくの森
　　農林行政から－基礎編①　1月29日（金）14時　ゆうまつど

その他
*作業中、秋山町会長の石井さんから、「近所の人はみんな喜んでいる」と激励。
*西側畑のおばあちゃんから、「残った枝も切ってくれますか」
*南側ブロック塀の上から、「ケヤキの枝が伸びているので切ってほしい」

記録者のコメント
（記録・野口功）

作業を終って、座って食事をしていると、しんしんと冷え込む季節になった。次回、年初め
の作業日は、暖かかったら森で新年会もいいかな。焚き火は無理だが、ガスコンロで、鍋で
も囲みながら熱燗でというのはいかが？　ただし、車の同乗はなしとなりますね。
切ったマダケがもう少し溜まったら、畑沿いに四つ目垣を作りませんか。ステップアップ講座
としてはどうですか。

　参加者　１７名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、山口
(2期）野口
(3期）早川、張江、山下
(4期）中島、野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）横山、松田
（その他）遠藤、布施（みどりと花の課）

秋山の森　活動記録　第13回



活動日時 2010年1月15日（金）　午前10時～午後3時　天候：晴れ

活動内容

*ケヤキ伐採跡の整理。
　太い丸太をﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸで吊り上げて枕をかまし、玉切りして広場に運搬（22個）。
　乱雑に積まれて山になっていた太枝を切りそろえて整理。
*倉庫の整備
　入口前に堆積していた土を排除し、竹で土留めを設置。
　入口に木枠を付け、板で扉を製作してはめ込み。
　ガラスがなくなっていた窓に、プラ板をはめ込み。
*マダケ林整備の準備
　３ｍ尺を6本製作。
　ﾌﾞﾛｯｸ塀きわ１ｍにヒモをはった。
　伐採竹置き場を4箇所設定。
　切り払ってあった竹の枝を括って、束を試作。

活動の結果

*ケヤキ丸太の放置場所は乱雑な枝の山が一山片付き、徐々にきれいになっている。
*コンパネのテーブルと、玉切りしたケヤキの腰掛ができた。
*倉庫が整備され、器材の保管が可能になった。
*マダケの皆伐範囲と伐採竹の置き場が明示され、統一的な作業ができるようになった。

その他気づいたこと

自然観察の記録
*前回の報告で「マダケは花が咲いた痕跡があった」と記載したのは誤り。
　タケテングス病で、特にマダケに大きな被害がでている。早期に伐採処理が必要。

協議・合意事項
*深野さんから、竹林整備の作業計画案が示された。
　20日に、地主さんと協議する。

報告・連絡事項等

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　１月２０日（水）10時
車の同乗　　車は出ません。
活動内容　　草地の枯れたつる草の除草などの軽作業＆料理の準備。
　　　　　　　　昼から森で新年会。（トン汁、焼き肉など、お汁粉）　持込歓迎
必要道具　 通常の作業道具（鎌・鋏）
　　　　　　　　ｍｙ箸、カップ、お椀、皿

各団体の行事等
*ステップアップ講座
　　スギ伐倒技術講習　1月23日（土）、2月13日（土）　わんぱくの森
　　農林行政から－基礎編①　1月29日（金）14時　ゆうまつど

その他
高木さんから自転車、小テーブル等の寄贈、2段はしごの提供がありました。感謝！
野坂さんから卓上ガスコンロの寄贈がありました。感謝！

記録者のコメント
（記録・野口功）

朝方は今冬一番の冷え込みだったが、日中は風もなく暖かかった。
臨時にもかかわらず、大勢参加して午後3時まで働き、当初の目標を達成した。
ケヤキの処理は大変。ﾁｪｰﾝブロックがなければとても作業できなかった。
５５ｃｍに玉切りしたものでも数十キロあり、広場まで運ぶのが大変だった。
丸太は虫食いもなく、立派。全部玉切りするのは忍びがたい。何とか生かす方法はないか。
テーブルと椅子ができ、まとまりやすくなった。
倉庫に機材を保管できるようになったのはとてもありがたい。

　参加者　１３名

(1期）伊藤、小野、高木、
        深野、森田
(2期）野口
(3期）早川、山下
(4期）
(5期）青木、津田、三角
(6期）松田
（その他）

秋山の森　活動記録　第14回



活動日時 2010年1月20日（水）　午前10時～午後3時　天候：晴れ

活動内容

*畑とマダケ林の間の草地の笹刈りと枯れたつる草の除去
　笹の上をカナムグラなどが覆って山のようになっていたところを整理した。
*森で新年会。懇親を深めた。
　汁物とバーベキュー、お汁粉で。地主の渡邉さんも参加。

活動の結果 *畑沿いに約400㎡がきれいになった。

その他気づいたこと *穴が一箇所

自然観察の記録 *藪を払った下から、スイセン？の芽があちこちに現れた。

協議・合意事項

報告・連絡事項等
*テングス病のマダケの焼却などを、渡邉さんと協議した。
*渡邉さんから多分なご援助をいただきました。深謝。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　２月１日（月）10時
車の同乗　　八柱駅北口９：３０。
                 （希望者は早川さんに申込み）
活動内容　　畑の上に伸びた枝の切除。
　　　　　　　　枯れたつる草等の整理（今回の続き）
　　　　　　　　テングス病のマダケの除伐など
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等
*ステップアップ講座
　　スギ伐倒技術講習　1月23日（土）、2月13日（土）　わんぱくの森
　　農林行政から－基礎編①　1月29日（金）14時　ゆうまつど

その他 *テングス病のマダケなどを焼却する釜・ドラム缶等を入手する手づるはありませんか。

記録者のコメント
（記録・野口功）

暦の上では「大寒」ながら、春のような暖かさでした。
草地の整理は、大勢参加の人海戦術で、短時間に見違えるようになりました。
新年会への、お酒、おつまみなどの差し入れありがとうございました。
天候にも恵まれ、森の中での会食は、一段とおいしかったです。

　参加者　２２＋１名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野、森田、山口
(2期）新井、野口、三嶋
(3期）篠田、須藤、早川、張江、山下
(4期）中島、野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）松田、横山
（その他）渡邉

秋山の森　活動記録　第15回

作業中



活動日時 2月1日（月）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*作業広場南側のギャップの除草と、竹伐採（7本）
*刈り草の堆積場の整備
*畑際のクヌギ（2本）から畑上に伸びた太枝を切除。
→ホダ木約20本
*広場のクリの木の枯れ枝切除
*ブロック塀際のマダケの刈り払い（約２０本）
*道路沿いのごみ収集、分別処理
*大鎌研ぎ

活動の結果
*広場南側に、新たに開けた場所を確保することができた。
*畑上に伸びていた枝の切除を完了した

その他気づいたこと *クヌギの枝は、枯れていないのに、手でポキポキ折れるのは驚き。

自然観察の記録

協議・合意事項
*テングス秒の竹の焼却処理の場所として、広場南側のギャップと畑側の草地を検討した
が、周囲から見えないこと、水場が近いことから、広場南側のギャップを選択した。

報告・連絡事項等

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　２月１７日（水）10時
車の同乗　　同乗車は９：３０八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容　　草地のつる草・ササの刈り払い。ブロック塀側に堆積場所の設置。マダケ林の
整備。
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等

*ステップアップ講座
　　スギ伐倒技術講習2月13日（土）　わんぱくの森
*剪定勉強会（冬の藤剪定）
　　2月3日（水）10時　小金原9丁目松本宅

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

寒かったが、作業で一汗。お茶を沸かせるようになり、助かった。
広場南側のギャップがすっかりきれいになり、
大勢の力を改めて感じた。

　参加者　１３名

(1期）伊藤、小野、高木、深野、山口
(2期）野口
(3期）篠田、新庄、張江
(4期）野坂
(5期）青木
(6期）横山、松田
（その他）

秋山の森　活動記録　第16回



活動日時 2月17日（水 ）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*前回に引き続き、作業広場南側のギャップの整備。
　竹を崖際まで28本切り、広場を用水槽まで広げた。
　用水槽との間に倒れていたスギ（30ｃｍ×５ｍ）を玉切りし、
  根株の部分は腰掛とした。
*切った竹を縦に並べて柵とし、刈り草等の堆積場を拡大・整備した。
*前回に続き、畑上に伸びたイヌシデの太枝を2本切除し、整理した。
*前回に続き、ブロック塀際のマダケの刈り払いを進めた。

活動の結果

*作業広場の南側に、１５ｍ×20ｍの広場ができた。
　十分な広さがあり、用水槽も近く、安全にテングス病のマダケの
  焼却処理ができるようになった。
*畑上に伸びていた枝の切除はおおむね完了した。
*ブロック塀沿いの幅２ｍ程度、マダケの皆伐がおおむね完了した。

協議・合意事項 *松戸みどりと花の基金の助成受入れについて相談。次回の連絡会で協議する。

報告・連絡事項等
*5月9日（日）、緑ネット観察会が、小浜屋敷の森・八幡腰の森・秋山の森を訪問する予定
*二連はしごの鎖の鍵は、倉庫扉上部にかけました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　３月１日（月）10時
車の同乗　　同乗車は9:30八柱駅北口。
　　　　　　　同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容　　枯れた倒竹、テングス病竹の整理
　　　　　　ブロック塀沿いに、竹置き場、
　　　　　　枝葉の積み場を設置、丸太周辺の整理など。
必要道具　 通常の作業道具

各団体の行事等 　

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

昼食時は、冷たい北風で震え上がった。
枝葉堆積場の竹柵は、伐採竹の利用として良かった。
次にやるときは、ちゃんと揃えて格好よくしたいですね。

　参加者
　１４＋１名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野
(2期）野口
(3期）篠田、早川、張江、山下
(4期）野坂
(5期）青木
(6期）横山、松田
(他） 曽根（千葉大園芸学部）

秋山の森　活動記録　第17回



活動日時 2010年3月1日（月 ）10時～1３時　天気：曇り時々晴れ

活動内容

*森の全容を把握するため、簡易な測量調査をし、地形や主な高木等を図面化した。
　北東の角を基点として、１０ｍメッシュの図面を作成。
　フェンスに10ｍ間隔で印をつけ、５０ｍ＊５０ｍ地点に杭を打ち、テープを張って基準ラインと
した。
*前回に続き。畑際の枝を処理。竹を3本伐採し、クヌギの大枝を切除した。
*前回に続き、ブロック塀際のマダケを皆伐（幅１～２ｍ）。約50本。

活動の結果

*測量・図面化は、半分終了。残り（台地部～駐車場方面）は次回に。
　葉が出た時点で樹種の再確認が必要。
*畑に伸びた枝の整理は一応終了。畑所有者に報告した。
*ブロック塀沿いのマダケの皆伐は、次回で終る見通し。

その他気づいたこと

*フェンス沿いで作業中、近くの森所有者が「うちもボランティアでやってくれるかなぁ」と。
　みどりと花の課に相談するよう伝えた。
*帰りがけにも近くの住民から、「見違えるようにきれいになったねぇ」などと。ひとしきり話し込
む。

自然観察の記録
*藪に覆われてモヤシのようだったにスイセンが、陽が当たるようになって元気に伸びている。
*タヌキのため糞も新しい糞が見られ、健在な様子がうかがわれた。
*1月には水が見えなくなっていた池も、水を湛えていた。

協議・合意事項 *図面ができたら、今後の整備方針を協議する。

報告・連絡事項等

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　３月１７日（水）10時
車の同乗　　同乗車は9:30八柱駅北口。
　　　　　　　同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容　　今回の続き
（ブロック塀際のマダケ皆伐、測量・図面化）
　　　　　　　　今後の整備方針の協議
必要道具　 通常の作業道具、測量・図面化の道具

各団体の行事等

*剪定勉強会　3月9日（９：３０）三嶋邸
*「みどりと花の報告会」　3月24日（水）17:30～19:30
　里やま保全活動についての門田さんの卒論報告　他
*根木内歴史公園・根っ子の会　音楽会　3月25日（木）　10時～
*関さんの森エコミュージアム　第3回みどりと生きるまちづくりフェスタ

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

昼時は日差しも射し、暖かかった。
北東側道路はカーブしているので、測量が難しかったが、
思った以上に正確な図面ができそう。

　参加者
　１５＋２名

(1期）伊藤、小野、高木、深野、森田
(2期）野口
(3期）篠田、早川
(4期）中島、野坂
(5期）青木、大石、三角
(6期）横山、松田
(他） 渋谷(溜ノ上),曽根(千葉大園芸学部)

秋山の森　活動記録　第18回



活動日時 2010年3月17日（水 ）10時～1２時　天気：曇り時々晴れ

活動内容
*簡易な測量調査を継続。東の台地部、東南部。
*南側の隣家に張り出したケヤキの枝を切る準備として周囲のマｄケを伐採。約３０本。
*前回に続き、ブロック塀際のマダケを皆伐（幅１～２ｍ）。約50本。

活動の結果
*測量・図面化は、大分進んだが、もう１回必要。
*ブロック塀沿いのマダケの皆伐は完了。
*マダケ林は大分明るくなった。

その他気づいたこと

自然観察の記録

協議・合意事項 *図面ができたら、今後の整備方針を協議する。

報告・連絡事項等

*テングス病のマダケの処理について専門家に聞いた報告があった。
 ①燃やす以外に対処方法はない。
 ②稈（幹）は燃やす必要はない、葉のみ燃やす。
 ③竹林は皆伐し、次年度に出てくる良い竹を生かし再生を計る。
 ④どうしても焼却処理できない場合は、
  （１）テングス病にかかった枝を竹林から隔離し遠くに移動させる。
  （２）胞子が飛ばないように埋めるなども有効かも？

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　4月5日（月）10時
車の同乗　　同乗車は9:30八柱駅北口。同乗希望者は事前に早川さんに連絡。
活動内容　　今回の続き
　　　　　　　　今後の整備方針の協議
必要道具　 通常の作業道具、測量・図面化の道具

各団体の行事等

*剪定勉強会　3月２9日（９：３０）三嶋邸
*「みどりと花の報告会」　3月24日（水）17:30～19:30
　里やま保全活動についての門田さんの卒論報告　他
*根木内歴史公園・根っ子の会　音楽会　3月25日（木）　10時～
*関さんの森エコミュージアム　第3回みどりと生きるまちづくりフェスタ　３月２８日
*一起の会お楽しみ会：谷根千の巨樹・古木を訪ねる　５月１２日（水）

その他

記録者のコメント
（記録・野口功）

正確な測量は難しいが、おおよその情況はつかめそう。
図面化してみると、低地部のモウソウチク林は思ったほど広くはない。

　参加者
　１３名

(1期）伊藤、小野、高木、高橋、深野
(2期）野口、三嶋
(3期）須藤、早川、張江
(4期）
(5期）大石、三角
(6期）石本
(他）

秋山の森　活動記録　第19回


