
2012年4月2日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチク伐採（約35本）
*マダケの伐採（15本）と前回までの伐採竹の処理
*バス道路フェンス沿いの落ち葉清掃
*池に堆積した竹葉の掻き出し

活動の成果

報告・連絡事項等

*ＵＫＩＵＫＩの取材があり、5/4号で里やま応援団の紹介記事掲載予定。
*タケノコは、食品放射能新基準100ﾍﾞｸﾚﾙを超えることが推測され、配布は慎重に。
　竹林内のタケノコの掘り取りを減らし、竹林の若返りを図ることとする。
*簡易トイレ用のテントを購入しました。

自然観察の記録

東電が幹を切ったイヌシデの切り口から樹液が大量に流れていた。
モウソウチクのタケノコが出始めた。
オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ショカツサイ、ムラサキケマン、ラッパスイセン、ウグイスカグラ
フキ、ヤマブキ（蕾）、ウラシマソウ（花芽はまだ）

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　4月18日（水）10時
車の同乗　　9：30八柱駅北口(同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み)
活動内容　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

暖かく快適だが、見えない放射能汚染が残念。

参加者：16名+1
①伊藤、小野、深野　②新井、野口　③早川、山下　④野坂　⑤青木、田村、三角
⑧井上、児玉、斉藤、高橋　　近隣・植田
UKIUKI楠本記者

秋山の森　活動記録　第63回

簡易トイレ池の掻き出しイヌシデの切口から樹液

モウソウチク林 マダケ林の整備



オオアラセイトウ
ショカツサイ（諸葛菜）

ムラサキハナナ（紫花菜）
ハナダイコン（花大根）

ムラサキケマン（紫華鬘)



2012年4月18日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*モウソウチクのタケノコ除去（通路・周辺部・マダケ区域・池周辺など）
*竹の切り株の除伐（チェーンソー）
*竹林ないに散らばった竹木の片付け
*マダケの伐採）と前回までの伐採竹の処理
*バス道路フェンス沿いのごみ回収・清掃（フェンスにつる草が絡み始めている）
*階段上の通路にはみ出していたイロハモミジの枝を切除

活動の成果
天狗巣病が蔓延していたマダケはすっかり刈り払われ、今年の新竹によるマダケ林の再生が楽しみ
です。
明るくなった森には、ウラシマソウがたくさん生えてきました。

報告・連絡事項等

*ＯＦ一斉公開日5/13の秋山体制を相談（確認3名）。各会で可能な範囲で秋山に応援を。
*作業日とは別に、森で楽しむ日を設定しました。
　毎月第一水曜日10：00～。初回は5月2日（水）。参加や楽しみ方は自由。
　ただし、森に来て、参加者が1名だけだったら中止すること（1人ではやらない）。
　発電機その他、特別のものが必要な場合は、事前に相談くださ。

Save the Green
        @ Akiyama

4月2日、雨で作業中止。1名タケノコ観察（応援団3名）

自然観察の記録 ハエが飛び回り、蚊も出始めました。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月7日（月）10時　筍除去、ＯＦ森の公開準備
車の同乗　　9：30八柱駅北口(同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み)
活動内容　　通常の作業
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

限定的なタケノコ除去でしたが、やはりたくさん余りました。高木さんが、知り合いのグ
ループホーム（老人ホーム）に持って行って、たいへん喜ばれました。
切ったマダケ2本が高い所でクヌギの枝又にかかり、そこから折れて先の部分数メートルが
垂れ下がったために、引き抜くのが困難でしたが、知恵を絞って数人がかりで解決しまし
た。「3人寄れば文殊の知恵」は本当です。

参加者：18名
①伊藤、小野、高木、高橋　②新井、野口　③篠田、山下　④野坂　⑤青木、田村、三角
⑦山野辺、⑧井上、斉藤、佐々木、高橋　⑨大峡

秋山の森　活動記録　第64回

ウラシマソウ たくさん収穫のタケノコ



2012年5月7日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容
*モウソウチクのタケノコ除去（通路・周辺部・マダケ区域・池周辺など）
*竹の枝葉堆積場の竹柵の補修・付け替え
*竹で井戸釣瓶のヤグラを組立

報告・連絡事項等
ＯＦ一斉公開日5/13は、深野・青木⑤、山下、里山Q４名で対応します。
5/17公開（１日遅れの定例活動）
5/20公開。当日森を公開していない会の方は秋山応援をお願いします。

Save the Green
        @ Akiyama

4月2日、雨で作業中止。1名タケノコ観察（応援団3名）

森で楽しむ 第１回5/2は４名。OF出品用竹材確保。井戸ヤグラの材料準備など。

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月17日（木）９時３０分～15時　。
　　　　　　　　（OFのため、5/16の定例日を一日遅らせます）
車の同乗　　9：30八柱駅北口(同乗希望者は松田さん（090-4436-0428）に事前申し込み)
活動内容　　今回切った筍の片付け　オープンフォレスト来訪者対応
必要道具　　通常の道具

記録者のコメント
（記録・野口功）

たくさんの若竹が威勢よく伸びた姿は圧巻。
モウソウ竹林内のタケノコの除去は限定的におこなったが、それでも相当な量になった。
切った筍や切り株が残り、OF来訪者を迎えるには、ちょっと荒れた感じになったかな。

参加者：20名+2
①伊藤、小野、高木、高橋　②新井、野口　③篠田　④野坂　⑤青木、田村、三角
⑥松田、横山　⑦山野辺、⑧井上、児玉、斉藤、佐々木、高橋　〇山下、ご近所２名

秋山の森　活動記録　第65回

竹柵を補修
竹の子を除去：蹴飛ばし

井戸の竹やぐら



2012年5月13日（日）9:30時～15:40時　天気：晴

活動内容
*オ－プンフォレストin松戸　一般市民への一斉公開を行った

活動の成果 *親子連れなど23名の参加者があり、竹林をご案内した。

報告・連絡事項等

*ＯＦ参加者の名簿記入の際、拒否されそうになった人もいた。
*大部分の来森者は感謝し、喜んで帰られた。
*Save the Greenは6/9活動日を6/16に変更の予定（マリヤン）
*6/9(土)10～15時Ｑ期対象のステップアップ（森の作業と安全）を予定、雨の場合は座学のみ実
施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*隣家渡
辺さん→赤印の竹を何本か伐採したとのこと、自宅前の竹も混んでいるところ伐採したいとのことで
した。

Save the Green
        @ Akiyama

マリヤン、藤原、須藤夫妻、今川、小林、土尾夫妻　　午前中活動　　8名

自然観察の記録 中央の池にオタマジャクシの団体

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月17日（木）9:30時　オ－プンフォレストの一斉公開
車の同乗　　なし
活動内容　　来森者の竹林散策サポ－ト
必要道具

記録者のコメント
（記録・深野）

最初の散策希望者の親子（母親30才前後、子3歳、子2歳？）は、一人抱っこして一人3歳位
の子の手を引いた若いご婦人であった。だいじょうぶかなと思いつつ出発。案内していき
つつ、いつのまにかごく自然に3歳位の子が小生の手を握っているのには゛まいった～゛と
いうより「かわいかった～！」。又、おいで！おじさんはまっているから、イヤ、おじい
さんはまってるぜ！

参加者：40名 ①深野　③山下　⑤青木、田村　⑨青木、杉山、村上　　大塚補佐　　小計9名

秋山の森　活動記録　第66回



2012年5月17日（日）9:30時～15:30時　天気：晴

活動内容

*定例活動及びオ－プンフォレストin松戸　一般市民への一斉公開を行った
*道路沿い、通路の清掃
*タケノコの除去
*残す新竹に白紐
*池の周りのモウソウチク伐倒（次回、枝葉の処理）

活動の成果 池のまわりがすごく明るくなりました。今まで見かけなかったトンボも飛んでいました。

報告・連絡事項等
*来訪者18名（内、稔台のデイサービス施設8名、応援団関係者3名）
*6月9日（土）はステップアップ講座「森の作業と安全」10時～15時

森で楽しむ日 次回は、6月6日（水）

Save the Green
        @ Akiyama

次回は6月16日（土）　6月9日を変更

自然観察の記録 池にたくさんのオタマジャクシ。トンボも。ナガサキアゲハ？が竹林を乱舞

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　5月20日（木）9:30時　オ－プンフォレストの公開。ツアーが来ます。
車の同乗　　なし
活動内容　　来森者の竹林散策サポ－ト
必要道具

記録者のコメント
（記録・野口）

場所のせいか、来訪者は少ない。ほとんど通行人もいないので、呼び込みもできない。
それでも、入口にいると、ちょっとは話ができる。20日に来たいと言ったご婦人も。
老人施設の高齢の男性は、一度腰を下ろしたら、なかなか立とうとしない。森が気に入っ
たのかな？
20日は日曜日で、東松戸駅から森めぐりツアーがあるので、これまでの例でもかなりたく
さん来られると思います。お力添えをお願いします。

参加者：13名+18
①伊藤、小野、高木、深野　②新井、野口、④野坂　⑤田村　⑦杉田、⑧児玉、佐々木
〇山下、近隣・植田

秋山の森　活動記録　第67回



2012年5月20日（日）9:15時～15:10時　天気：曇り時々晴れ

活動内容 *オ－プンフォレストin松戸　一般市民への一斉公開を行った（三日目）

活動の成果
*親子連れなど19名の参加者があり、竹林をご案内し、竹ノコギリ体験なども行った。
*高塚・秋山コ－ス（森めぐりツア－）参加者83名も竹林の案内をした。

報告・連絡事項等
*来森者は秋山地区の方が多いようだ。
*ツア－参加の83名が来森した時は広場が人で一杯になり混雑した。

自然観察の記録 　中央の池に居住するオタマジャクシに子供の目がいく。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　6月4日（月） 10:00
車の同乗
活動内容　　通常作業(筍のかたづけなど）
必要道具

記録者のコメント
（記録・深野）

第一回オ－プンフォレストｉｎ松戸が終了した。事故やトラブルは聞いていない。…よ
かったあ！ やって見ないと解らない反省事項が山ほどあり、素晴らしい経験をさせて頂
いた。率直な今の気持ちとしては、来年２回目をやるにはかなり重い。

参加者：13名
+110

①伊藤、高木、深野　②新井、野口　 ③早川　④野坂　⑤青木、田中(ツアー）
⑦杉田、⑨青木、橋本　○山下 (ヒロ君)　緑ネット6名、市役所2名

秋山の森　活動記録　第68回

台
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2012年6月4日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*畑側草地の草刈（手刈り及び刈払機4台）
*新竹の切り株の除去と片付け
*切ったまま放置されて腐りかけているタケノコ・新竹の片付け
*マダケ林の整備
*入口近くのササ刈り
*井戸の釣瓶にビニールシートをかけ、秋山の竹で作った釣瓶桶を設置。

活動の成果
*草地の1回目の除草は一通り完了。畑の所有者からの除草要請にはとりあえず対応できた。
*モウソウチク林内の切り株・腐れ竹の除去はかなり進んだが、まだ残っている。
*井戸の釣瓶は一応完成。

報告・連絡事項等 6月9日（土）10時～15時　ステップアップ講座（森の作業と安全）を秋山の森で実施

Save the Green
        @ Akiyama

次回は6月16日（土）の予定

森を楽しむ日 6日は雨で中止。次回は7月4日

自然観察の記録

マダケのタケノコが伸びてきました。北東側は少ない。
池の上をシオカラトンボが飛んでいました。(明るくなったから？）
カマキリの子ども、ニホントカゲ、サトキマダラヒカゲ、バッタ、若いササキリ
草を刈った後にムクドリがたくさん。
オオスズメバチがクヌギの樹液に来ていた。

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　6月20日（水） 10:00
車の同乗
活動内容　　恒例のごみ収集・分別整理など
必要道具

記録者のコメント
（記録・深野）

刈払機が4台動くと、さすがに早い。手刈りもお疲れ様でした。
草を刈っているとムクドリがたくさん集まってきて、盛んに虫をついばんでいる。
よく知っているものだと感心した。近くで刈払機がうなっていても平気。
タケノコの腐ったのはかなり、臭くてハエがいっぱい。水を吸って重たい。
井戸の水汲み成功、バンザイ。次は、何で遊ぼうかな。

参加者：16名
①伊藤、小野、高木、深野　②新井、野口　 ③篠田　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田
⑧井上、佐々木、高橋　⑨青木　（近隣）植田

秋山の森　活動記録　第69回

井戸の釣瓶 明るくなった池



除草前 除草後

刈払機 手刈

マダケのタケノコ



2012年6月20日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*台風後の枝葉の掃除
　（B16東道路の両側、バス道路の両側、渡辺家門前、バス道路向かいの駐車場と空地）
*不法投棄ごみの分別
*マダケ林の整備と南側隣家沿いの草刈
*池横の枯スギの周囲のモウソウチクの伐採（5本）

活動の成果

*ごみ状況
　プラゴミ4袋、紙ごみ3袋、缶1袋、ビン1袋、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ2袋、自転車タイヤ5本、解体ラック（木製）1組
　バイク座席1、幼児布団1、小型受像機1、手持ち按摩器1、幼児用遊具2、傘2、プラかご2
　魔法瓶1、ハンガー10本、水タンク1

報告・連絡事項等
*地主の渡邊さんから、バス通り沿いのケヤキの処理についての検討状況が説明されました。
*バス通り向かいの湯浅さんの要請で、落ち葉を二袋回収しました。
*バス通り向かいの篠田さんの要請で、駐車場・空地も清掃しました。

Save the Green
        @ Akiyama

6月16日（土）は雨天で中止した

森を楽しむ日 次回7月4日（水）

自然観察の記録

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　7月2日（月） 10:00
車の同乗　　いつものとおり
活動内容　　通常作業
必要道具

記録者のコメント
（記録・深野）

台風で一面に吹き飛ばされている枝葉の掃除はたいへん。周辺の居住者が苦情を言いたくな
るのもよくわかる。今年一番の暑さの中で、日向の作業や気分の悪い不法投棄ごみの整理な
ど、文句も言わずにせっせと作業する姿に頭が下がります。

参加者：12名+1
①伊藤、小野、高木、高橋　②新井、野口　 ③篠田　④野坂　⑤青木、田村
⑧斉藤、佐々木　　地主・渡邊さん

秋山の森　活動記録　第70回

分別した不法投棄のゴミ 炎天下の道路清掃



隣家際を除草 枯れスギ周囲のモウソウチクを伐採

押し倒されたマダケの新竹 折れたクヌギの枝

マダケの新竹



2012年7月2日（水）10時～12時　天気：曇り後晴れ

活動内容

*南側広場の除草（刈払機２台）　７割がた終了
*北西側のカナムグラ等の除草　１割程度
*草地に侵食したマダケの除去
*池横の枯スギの周囲の伐採竹の処理
*バス通り沿いのフェンスから外に伸びたササの刈り払い

報告・連絡事項等 *収集ごみは、４日に市役所が回収しました。（みどり花からも２人立ち合い）

Save the Green
        @ Akiyama

次回は７月１４日（土）

森を楽しむ日 7月4日（水）、５人参加。七夕用のササ刈り、池の周りの竹の処理など。

自然観察の記録 トンボ３種

次回予定

集合場所　　秋山の森
集合日時　　7月18日（水） 10:00
車の同乗　　いつものとおり
活動内容　　通常作業

記録者のコメント
（記録・深野）

直前まで雨模様だったので、みんな迷いながら参加。
バス通り側はきれいになったが、東側フェンスに草が茂っている。
北西側のカナムグラの繁茂はスゴイ。少人数ではとても追いつかない。

参加者：12名
①伊藤、小野、高木、②野口、三嶋　 ③篠田　④野坂、山下　⑤田村　⑥松田
⑧佐々木、高橋

秋山の森　活動記録　第71回

広場の草刈り カナムグラを除いたら マユミ

バス道路側のササ刈り



こんな伸び方のマダケ ジョロウグモ



2012年7月18日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*南側広場の除草後の片付け作業
*北西側（隣地教会）のカナムグラ等の除草（格闘競技の様相）
　　伐採されて放置されたモウソウチクが20本、これの除去と片付けに取り組んだ
*マダケ方面の竹の保管場所の整理整頓
*バス通り沿いのフェンス近辺の除草と片付け

自然観察の記録 クヌギにカブトムシ♂♀＋カナブン

次回予定
集合場所　　秋山の森
集合日時　　8月6日（月） 10:00
車の同乗　　いつものとおり
活動内容　　通常作業

記録者のコメント
（記録・深野）

直前まで雨模様だったので、みんな迷いながら参加。
バス通り側はきれいになったが、東側フェンスに草が茂っている。
北西側のカナムグラの繁茂はスゴイ。少人数ではとても追いつかない。

参加者：12名 ①伊藤、小野、高橋、高木、深野　②三嶋　④野坂、山下　⑤青木　⑥松田

秋山の森　活動記録　第72回

広場の草刈り後の片付け井戸水は冷たくて気持ちがよい

カブトムシ♂♀、カナブン



隣家との境のカナムグラを除草

倒された竹20本の処理



2012年8月9日（木）10時～12時30分　天気：晴れ

活動内容

*西側草地の除草（刈払機5台）
*東側道路フェンス沿いの除草
*東側フェンス内側の幅2ｍ範囲の除草（駐車場側から半分弱）
*東側道路に枝がはみ出していたクサキ5本除伐、ムクノキ大枝3本切除
*地主さん、業者とケヤキ伐採方法の打合せ

活動結果
*草地の除草は一応完了
*東側道路沿いの除草も完了

自然観察の記録
カエル1匹発見
東側草地には、メヒシバが繁茂。ジュズダマの株がかなり増えて広がっていた。

報告・連絡事項
*バス道路沿いケヤキ伐採は、北西隣家側から重機をいれる案で具体化することになった。
*8月15日の定例日は休みとする。
*8月6日の定例日は、10名集まったが、雷雨のため、作業は中止した。

森を楽しむ日 *8月1日は３人。ほおずき集め、ケヤキ伐採の下相談など。　次回は、9月5日（水）

次回予定
集合場所　　秋山の森
集合日時　　9月3日（月） 10:00
車の同乗　　いつものとおり
活動内容　　通常作業

記録者のコメント
（記録・深野）

流石に、刈払機5台集まると除草作業ははかどる。
東側は、日差しを浴びての作業で大変。最後は時間を延長して全員でかかって、完了
した。ケヤキ対策は、根元からの伐採を提案した。相当大掛かりになりそう。

参加者：13名+4
①伊藤、小野、高木、深野　②新井、野口、三嶋　③早川、④野坂、山下　⑤田村
⑥松田　⑦山野辺　　渡邊さん、業者3名

秋山の森　活動記録　第73回

8月6日の活動日は雷雨でした アズマヒキガエル？

西側草地の除草、刈払機で畑との境界部を除草



東側道路フェンス沿いの除草、綺麗になりました



2012年9月3日（木）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*東側道路・バス通りフェンス沿いの除草・清掃
*東側フェンス内側の幅2ｍ範囲の除草（前回の続き）
*南側広場の草刈
*マダケ林の整備
*バス通りに近いモウソウチク4本伐採処理
*池に溜まった枝葉の掻き出し

活動結果
*東側フェンス内側の刈り払いは、もう１回で終わる見通し
*池の枝葉の掻き出しは終了。泥は未着手

報告・連絡事項

*千葉大学の環境コミュニケーション論野外実習は、１０月１４日（日）になりました。
*囲いやまのイベント
　９月１８日（火）１８時～２１時。虫のライトトラップ、秋の虫の音を聴く、納涼会（飲み物持参自由）
　森の音楽会　９月３０日（日）13：30～15：00
*東側道路近くに、トランクの不法投棄がありました。

森を楽しむ日

*9月5日は8人。
　作業広場のエノキの危険枝の切除
　チップ機近くの枝葉堆積にオオスズメバチが営巣。退治した。
　囲いやまの夜のイベント（１８日）用の竹灯篭３４本製作（～14：30）
　東側フェンス内側の刈り払い（継続）

次回予定
集合場所　　秋山の森
集合日時　　9月19日（水） 10:00
車の同乗　　いつものとおり
活動内容　　通常作業

記録者のコメント
（記録・野口）

まだまだ暑い。特に東側フェンス沿いは陽が当たってきつい作業。
晴天続きで池の水は３割くらい。この機会に清掃に取り組んだ。枝葉の堆積約10ｃｍ。
その下に長靴がもぐる軟泥が３０cmくらい。臭くはないが、蚊に襲われながらの重労働。

参加者：11名
①伊藤、小野、高木　②野口　④野坂、山下　⑤青木、田村
⑥松田　⑧斉藤、佐々木

秋山の森　活動記録　第74回

バス通り側も綺麗になりました

作業後



9月5日（水）10時～14時30分
囲いやまの森で開催される

「夜の森で虫の観察会」の準備の
竹灯篭づくりを行いました。

全部で30ヶ作成

左下：小野さんが活躍

右下：大スズメバチを退治

笹葉を取り除いた池 池に伸びていたモウソウチクの地下茎

不法投棄物


