
2013年10月7日（月）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*南側隣家境界で前回刈り払った枝葉の片付け
*畑際のメヒシバなど除草
*モウソウチクの間伐（12本）
*バス通り側フェンス内側の刈り払い（約10ｍ)
*外回りの落ち葉など清掃

自然観察の記録 クリを収穫

Save　the　Green
10月5日は悪天候で中止
次回は11月9日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

10/2は雨で中止
次回の森を楽しむ日は11月6日（水）。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

10/17（木）倉庫資材買い出し予定
10/14　14：00野菊のこども館イベント「こどもの国」用の竹の伐り出し
12/15（日）千葉大園芸学部「環境ガバメント論」の学生野外実習

次回予定 次回定例活動は、10月16日（水）。新倉庫設置予定地の整地など　

記録者のコメント
（記録・野口）

ここのところ雨で作業できないことが多かったが、ようやく過ごしやすい季節に
なってきた。今年はモウソウチクの間伐が遅れている。参加者の増加を期待。

参加者：9名 ①伊藤、小野　②野口　④野坂、⑤青木、田村、三角　⑧斉藤、高橋

秋山の森　活動記録　第103回



2013年11月4日（月）10時～12時　天気：曇り・小雨

活動内容
*東側道路及び北側歩道の落ち葉の清掃
*台風の影響による落下枝の整理

自然観察の記録

Save　the　Green 11月9日（土）　　10時～13時

森を楽しむ日
チェンソークラブ

11月6日（水）　　10時～12時
11月18日（月）　　10時～12時

カブトムシ 11月16日（土）9時

その他の
報告・連絡事項

12/15（日）千葉大園芸学部「環境ガバメント論」の学生野外実習

次回予定 次回定例活動は、11月20日（水）。新倉庫設置予定地の整地など　

記録者のコメント
（記録・松田）

私の自宅付近は雨だったので、今日は作業中止だと思っていたら、みなさんやったので
すね。脱帽。（野口）

参加者：５名 ①高木　④野坂　⑤田村、三角　（秋山）松田

秋山の森　活動記録　第104回



2013年11月20日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*新倉庫予定地に生えていたサンゴジュを、バス道路近くに移植
*新倉庫予定地の整備（竹枝等の堆積物除去、整地、基礎（一部）の溝掘りと砕石固め
*マダケの除伐（約20本）
*東側道路及び北側歩道の落ち葉の清掃

Save　the　Green
11月9日（土）　　参加32人（内乳幼児8）
　森の散策・観察、燻製つくり、作業体験（竹伐採、ケヤキの枝の処理）、英語の絵本読み
次回12月14日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

ﾁｪﾝｿｰｸﾗﾌﾞ：11/6　4名、11/18　5名
次回　12/4（水）12/16（月）　　10時～12時

カブトムシ
11月16日（土）今後のことを相談した
次回12/21（土）9時

その他の
報告・連絡事項

12/15（日）千葉大園芸学部「環境ガバメント論」の学生野外実習。
　　作業体験あり。乞う、応援。

次回予定 次回定例活動は、12月2日（月）。新倉庫設置（基礎～土台）　

記録者のコメント
（記録・野口）

久しぶりで参加者が多く、新倉庫予定地に積もっていた古い竹の枝葉などがたちまち片
付いて、地面が顔を出した。次回と考えていた基礎の溝掘り・砕石固めにも着手。
昔、建物の基礎などに使われていたと思われる石材の再使用を考えたが、やはり不揃い
で難しそう。重い石材をいくつも運んでくれた小野さんに謝。

参加者：16名
①伊藤、小野、高木、高橋 ②新井、野口、三嶋 ③早川 ④野坂 ⑤青木、田村 ⑧斉藤、
佐々木、高橋　（秋山）田中、松田

秋山の森　活動記録　第105回



2013年12月2日（月）10時～12時30分　天気：快晴

活動内容

*新倉庫の基礎設置（水糸張り、溝掘り、砕石固め、重量ブロック14個設置）
*マダケ林の整備
*道路の落ち葉清掃、カブトムシ養殖箱に投入
*ごみの分別整理、小浜屋敷の森に運搬（市の回収場所を集約するため）

自然観察の記録

Save　the　Green 次回12月14日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

ﾁｪﾝｿｰｸﾗﾌﾞ：次回　12/4（水）12/16（月）　　10時～12時

カブトムシ 次回12/21（土）9時

その他の
報告・連絡事項

緑の行動会議・野菊のこども館一行来訪。今後の連携した活動の下見
12/15（日）千葉大園芸学部「環境ガバメント論」の学生野外実習。
　　作業体験あり。乞う、応援。

次回予定 次回定例活動は、12月18日（水）。新倉庫建設（土台設置～壁パネル製作）　

記録者のコメント
（記録・野口）

晴天で風もなく、絶好の日より。森や周辺には落ち葉がいっぱい。
倉庫の基礎ブロックの高さを揃えるのが難しかったが、皆さんの努力でクリアした。
今日の活動のまとめをできなかったのが反省。活動内容に漏れがあったら連絡を。

参加者：15名+11
①伊藤、小野、高木　②新井、野口、三嶋　④野坂　⑤青木、田村　⑥横山、
⑧斉藤、佐々木、高橋　（秋山）田中、松田
緑の行動会議11名（行動会議6、野菊の子ども館3、みどりと花の課2）

基礎ブロック設置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小浜屋敷の森に運んだゴミ（6期のゴミといっしょ）

秋山の森　活動記録　第106回



2013年12月18日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容
*北西隣の渡辺さんが自力で切り落としたクヌギの枝を広場に運んで片付け（未完）
*マダケ林の整備
*道路の落ち葉清掃

自然観察の記録
モウソウチク林内に新しい溜糞（タヌキ？）を発見。
柿の実を収穫。渋柿。

Save　the　Green
12月14日（土）　森の宝探し、ネイチャーゲーム、タケの伐採など（応援団3人）
次回は1月11日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

ﾁｪﾝｿｰｸﾗﾌﾞ：12/4（水）5人　フクロウ・鯉・面・ケヤキの枝処理など。
　　　　　　　　次回は1/20（月）10時
倉庫：12/16（月）7人　土台の設置、壁パネル用合板のカット。
　　　　次回は12/23（月）10時～15時　壁パネルの製作・設置を予定

その他の
報告・連絡事項

12/15（日）千葉大園芸学部の学生野外実習。講師2名、学生45人、応援団3人
　松戸の里やま活動の講義、林内観察、モウソウチク伐採・ケヤキの枝処理
桝井さんがカブトムシ囲い箱を広場に設置された。クヌギの葉を投入し、次年度用に。

次回予定
次回定例活動は、1月15日（水）10時。
　昼頃から恒例の里やま応援団・森の新年会。日頃、秋山に来ていない方もどうぞ。

記録者のコメント
（記録・野口）

千葉大の学生さんの力で、乱雑に積み重なっていた小径の枝が片付けられて、下にあっ
た中大径の丸太をチェンソーで処理できるようになった（バス停側）。倉庫より東側は
まだそのまま残っている。
Save the Greenのイベント（第2土曜）は定着してきた。毎回、若い人たちが参加。遠
方からの参加者や近隣のリピーターも。各森で活動している方も是非参加して交流を。

参加者：8名 ①伊藤、小野、高木、高橋　②野口　④野坂　⑤青木　（秋山）松田

秋山の森　活動記録　第106回



2014年1月15日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*ケヤキの枝の片付け
*北西側のクヌギ1本の枝落としと寸詰め（2.5ｍ）
*マダケ林の整備
*道路の落ち葉清掃

自然観察の記録 バス通り側のアズマネザサの中にフユノハナワラビ

Save　the　Green
1月11日（土）お汁粉パーティ、ネイチャーゲーム、バンブーダンス、竹切りなど（応援団4名）
2月は休み。

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

倉庫：12/23（月）  7人　壁パネル、前後2枚製作
　　　　1/6（月）  11人　壁パネル、左右2枚製作。壁パネル立ち上げ。
　　　　　　　　　　　　　井戸の桶を1個新調。新年会の道具の整理
　　　　1/13（月)   5人＋緑推進委の上野氏。屋根の角材組み上げ
　　　　次回1/20（月）9時～15時　屋根の下地板と屋根材貼り

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

天候不順のため、里やま応援団の新年会は中止した。

次回予定 次回定例活動は、2月3日（月）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

今年一番の寒さだった。

参加者：10名 ①伊藤、小野、高木、高橋、森田　②野口　④野坂　⑤青木　⑪伊藤　（秋山）田中

秋山の森　活動記録　第107回



2014年2月3日（月）10時～13時30分　天気：曇り後晴れ

活動内容

*北西側のクヌギ1本の寸詰め（3ｍ弱）
*新倉庫に防腐剤塗布
*モウソウチク間伐（15本）
*モウソウチクの切り株除去（30本）
*マダケ林の整備
*ケヤキの枝の片付け
*東側道路の清掃

自然観察の記録
バランの株元に蕾がたくさん
ふきのとう収穫
タヌキの溜糞らしきものには新しい糞も

Save　the　Green 2月は休み。

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

倉庫：1/20（月）6人　9時～15時　屋根の下地板と屋根材貼り
　　　　次回2/5（水)　9時　扉と棚の製作・取り付け

その他の
報告・連絡事項

2/16(日）11時　薪希望者が1人来る予定。

次回予定 次回定例活動は、2月3日（月）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

クヌギの寸詰めは、ぎりぎりの高さで径25cmの切断は大変だった。
新倉庫はこげ茶の防腐剤塗布で違和感が少なくなり、木目が浮き出して素敵に
なった。

参加者：15名
①伊藤、小野、高木　②新井、野口　④野坂　⑤青木、三角　⑥横山　⑦山野辺
⑧斉藤、佐々木、高橋、　（秋山）田中、松田

                                                                                   
　　　　　　　　　　クヌギの寸詰め作業と切り落とした樹幹部

秋山の森　活動記録　第108回

バランの蕾とふきのとう



2014年2月3日（月）10時～13時30分　天気：曇り後晴れ

活動内容

*北西側のクヌギ1本の寸詰め（3ｍ弱）
*新倉庫に防腐剤塗布
*モウソウチク間伐（15本）
*モウソウチクの切り株除去（30本）
*マダケ林の整備
*ケヤキの枝の片付け
*東側道路の清掃

自然観察の記録
バランの株元に蕾がたくさん
ふきのとう収穫
タヌキの溜糞らしきものには新しい糞も

Save　the　Green 2月は休み。

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

倉庫：1/20（月）6人　9時～15時　屋根の下地板と屋根材貼り
　　　　次回2/5（水)　9時　扉と棚の製作・取り付け

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

2/16(日）11時　薪希望者が1人来る予定。

次回予定 次回定例活動は、2月19日（水）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

クヌギの寸詰めは、ぎりぎりの高さで径25cmの切断は大変だった。
新倉庫はこげ茶の防腐剤塗布で違和感が少なくなり、木目が浮き出して素敵になった。

参加者：15名
①伊藤、小野、高木　②新井、野口　④野坂　⑤青木、三角　⑥横山　⑦山野辺
⑧斉藤、佐々木、高橋、　（秋山）田中、松田

                                                                               バランの蕾とふきのとう
　　　　　　　　　　クヌギの寸詰め作業と切り落とした樹幹部

秋山の森　活動記録　第109回



2014年2月18日（水）10時～12時　天気：曇り　冷たい北風

活動内容

*雪害竹の伐採（マダケ５０-６０本、モウソウチク１０本）
　隣家に倒れかかった塀際のマダケの伐採
*ケヤキの太枝の玉切り・片付け
*東側道路の清掃、バス停付近の氷の除去
*新倉庫の軒下に防腐剤塗布
*新倉庫の扉調整

自然観察の記録 雪でマダケがたくさん折れていた。モウソウチクも十数本。

Save　the　Green 次回３月８日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

チェンソークラブ：2/17　１人　雪害状況の検分。次回3/5（水）

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

秋山の森の連絡メンバー登録を確認した。

次回予定 次回定例活動は、3月3日（月）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

竹の雪害は、竹林の端で風当たりの強かったと思われる所に集中して被害が出ていた。

参加者：12名
①伊藤、小野、高木、高橋　②野口　④野坂　⑤青木、三角　⑧斉藤、⑪伊藤
（秋山）田中、松田

秋山の森　活動記録　第110回



2014年3月3日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*雪害竹の伐採（モウソウチク約2０本）
*ケヤキの太枝の玉切り・片付け
*道路の清掃
*新倉庫の扉設置
*ケンポナシ2本植樹（バス通り側）
*土壌酸性度調査

自然観察の記録 ふきのとう収穫

Save　the　Green 次回３月８日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

次回３月１７日（月）

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

土壌酸性度：バス停付近PH3.8、池周辺4.8、畑付近4.6、駐車広場5.0

次回予定 次回定例活動は、3月19日（水）10時。

記録者のコメント
（記録・野口）

わずかずつ春の気配

参加者：11名
①伊藤、小野、高木　②野口　④野坂　⑥横山　⑧斉藤、高橋　⑪伊藤
（秋山）田中、松田

秋山の森　活動記録　第111回



2014年3月19日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*前回ケンポナシを植えた場所の土壌改良（粉砕木炭を埋設）
*駐車場広場南斜面の枯れたクヌギ巨木伐採の準備（周辺のモウソウチク約10本を伐採）
*ケヤキの太枝の玉切り・片付け
*マダケ林の整備
*道路の清掃
*新倉庫の棚設置
*旧入口からの通路の枯枝等片付け
*モウソウチク林内の整理、タケノコ養生区域にテープ

自然観察の記録

Save　the　Green
３月８日（土）　26人（内乳幼児6人）　里やま応援団5人
　五感を使った森育あそび（春の森レストラン）、焼き芋、竹伐採
次回　4月12日（土）アキヤマ春のパン祭り

森を楽しむ日
チェンソークラブ
倉庫造り

３月１７日（月）5人。新倉庫の棚作り。
次回4月2日（水）

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

地主の渡邉さんから、旧入口付近のクヌギが道路上に枝を張り出しており、周辺に被害を与える
恐れがあるので伐採を検討しているとのお話がありました。

次回予定 次回定例活動は、4月7日（月）10時。枯れたクヌギ巨木の伐採、倉庫内の移転・片付け他

記録者のコメント
（記録・野口）

作業をしていると暑いくらい。倉庫はほぼ完成。次回はタケノコ？

参加者：14名+1
①伊藤、小野、高木、高橋　②新井、野口　④野坂、山下　⑤青木、三角、⑥横山　⑧斉藤
（秋山）田中、松田           渡邊さん

秋山の森　活動記録　第112回

　　枯れたクヌギの巨木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地主さんが伐採を検討しているクヌギ


