
2012年10月1日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容
*台風17号の後始末（道路に散った枯枝・枯葉の清掃）
*東側フェンスに絡まったつる草や下草の刈り取り

報告・連絡事項

*すぐやる課がオオスズメバチの巣を撤去してくださいました（みどり花を通じて依頼）。
　直径30ｃｍくらい、4-5段の大きな巣で、幼虫がたくさん入っていました。
　まだ、戻り蜂がうろうろしているので、注意！
*巣の撤去に先だち、案内していた高木さんが刺された。
　巣から3ｍ位の近い所で、巣に背を向けて説明していたので、本人は蜂に気づかなかった。
　身振りも交えて話していたので蜂を刺激したのかもしれない。
　救急車で市立病院に運び、手当てを受けたが、一晩入院となった。
*１０月１４日（日）、千葉大学環境コミュニケーション論野外実習が、秋山の森で行われます。
　学生の作業実習指導へのご協力をお願いします。

森を楽しむ日 *10月3日（水）

次回予定

千葉大学の環境コミュニケーション論野外実習
集合日時　　10月14日（日）9：30、秋山の森（学生さんは10時秋山駅集合）
活動内容　　午前：講義と観察、午後：作業体験と遊び

次回定例活動　10月17日（水）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

スズメバチの被害が出た。被害者がベテランだったので、つい本人まかせにし、対応が遅
れたことを反省する。

参加者：10名+5
①伊藤、高木　②野口　⑤田村　⑦山野辺　⑧佐々木　⑨青木、杉山、橋本、長谷川
みどりと花の課・2名、すぐやる課・3名

秋山の森　活動記録　第75回

作業後



2012年10月17日（水）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*切り倒したまま放置されていたモウソウチクの片付け（約５０本）
*池周辺の草刈・幼木除去（クサギ・アカメガシワ・エノキ・シロダモ・イヌシデなど）
*東側フェンス内側の刈り払い（入口～バス通り角）
*マダケ林の整備

活動結果
*放置モウソウチクは残り３本
*池まわりがすっかりきれいになった。南方への通路の除草は未了
*東側フェンス内側の刈り払いは完了

自然観察の記録
明るくなった池のまわりには、アカトンボが遊弋。
クリのみ収穫

報告・連絡事項
１０月１４日（日）、千葉大学環境コミュニケーション論野外実習
　応援団：７名、千葉大：秋田先生・高橋盛男・学生３６名（男22女14）・他２名
　里やま応援団・秋山の森の紹介、高橋さんの講義、モウソウチク伐採体験

森を楽しむ日 次回：11月7日（水）

次回予定 11月5日（月）　午前10時

その他

記録者のコメント
（記録・野口）

モウソウチクを伐採して陽が射すようになった所は、パイオニアプランツの生育が著し
い。今なら小さいものは手で抜けるが、もう3ｍくらいになったものも。活動を始めて３年
あまり、結構変化している。植物の成長は早い。

参加者：13名
①伊藤、小野、高木、高橋　②新井、野口　④野坂、⑤青木、田村、三角　⑥松田、
⑧斉藤、佐々木

秋山の森　活動記録　第75回



2012年11月5日（月）10時～12時３０分　天気：晴れ

活動内容

*モウソウチク林内のアカメガシワ・クサギ・ムクノキなどの幼木除去
*池周辺のモウソウチク伐採（１５本）
*池から南方への通路を覆いつくしていたイノコズチなどの除草
*マダケ林の整備
*池の南側のマダケ伐採地のカナムグラ・ムクノキなど除去（大小５０本くらい）
*東側フェンス内側の刈り払い（入口～バス通り角、幅5ｍ）
*バス通り、敷地内通路の清掃
*里やまＱ：枯木の切り倒し講習

活動結果 *フェンス内側の刈り払いで、国道に出る自動車からの見通しがよくなった

自然観察の記録
報告・連絡事項

森を楽しむ日
11月7日（水）５人
　バス通り側フェンス内側のササ刈り（小野）、モウソウチクの本数調査、約１３００本と判明（田村）
　危険木調査（高木）、竹の根採取（松田）、10ｍの高枝へのロープかけ挑戦（野口）

次回予定 11月21日（水）　午前10時

その他

記録者のコメント
（記録・野口）

天狗巣病のマダケを皆伐し日当たりが良くなった区域はカナムグラが繁茂し、新たに生え
たマダケがみんな抑え込まれて、ほとんど倒れたような状態。そこにムクノキの幼木がた
くさん生えて、放っておけばムクノキの林になってしまいそうなほどで、驚いた。モウソ
ウチクの林内も、アカメガシワやクサギに劣らないほどムクノキが芽を出している。自然
に手を加えると、それに勝る勢いで新たな植生が広がる姿に感嘆した。

参加者：19名
①伊藤、小野、高木　②野口　④野坂　⑤青木、田村、三角　⑥松田　⑦山野辺
⑧斉藤、佐々木、高橋　⑨青木、太田、杉山、橋本、長谷川、村上

秋山の森　活動記録　第77回

カラスウ ヤブミョウ



バス道路の歩道もきれいに フェンスの内側の刈り払い

掃き清められた通路 池から南への通路（作業

池の周り 池から南への通路（作業



2012年11月21日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*年末恒例のごみ処理
*東側道路に積もった落ち葉の掃除
*バス通り沿いフェンス内側のササなどの刈り払い（幅2ｍ）
*バス通り近くのモウソウチクの伐採（6本）
*池まわりのモウソウチクの伐採（10本）
*マダケ伐採地のカナムグラなどの除去
*モウソウチク林内通路沿いの伐採竹の片付け（20本）

活動結果
*ごみ：可燃物3袋、ビニごみ3袋、缶1袋、ビン1袋、ペット1袋、プラトランク1、瀬戸欠け・瓦
　針金ハンガー20
*バス通り沿いフェンス内側の刈り払い完了

自然観察の記録
オオハナワラビの開（花）、ゴマギ発見
伐採したモウソウチクの高さ10ｍ位の所に、ウグイスと思われる巣があった

報告・連絡事項
バス通り沿いに、下部が空洞になったアラカシ。森側に傾斜しているが、注意が必要。
状況をみて、伐採も検討する必要がある。

森を楽しむ日 次回12月5日（水）

次回予定 12月3日（月）　午前10時

その他 千葉大学のユンさんからインタビューを受けました

記録者のコメント
（記録・野口）

急に寒くなり、この間まで暑さと蚊に悩まされたのがウソのよう。
道路の落葉は、掃いても掃いても、帰る頃にはまた散って。
やはり、ご近所はたいへんでしょうね。

参加者：17名+1
①伊藤、小野、佐竹、高木、高橋、深野　②新井、野口　④野坂、山下
⑤青木、田村、三角　⑥松田　⑧斉藤、佐々木、高橋
千葉大学：ユンさん

秋山の森　活動記録　第78回



2012年12月3日（月）10時～12時　天気：曇り

活動内容

*里やまQの皆さんが伐倒講習（池横の枯杉）
*バス通り沿いなどのモウソウチク伐採（14本）
*隣家沿いのマダケ林をきれいに
*東・北側道路の落ち葉清掃
*自転車置き場のササ刈り
*池まわりにベンチ二つ（モウソウチク、里やまQの伐倒スギ）
*折れて垂れ下がっていたクヌギの枝の除去
*通路の清掃

自然観察の記録 植え替えたイロハモミジが紅葉していました

報告・連絡事項
地主の渡邊さんが見えられました。
バス通り向かいの方から、落ち葉の苦情がありました。
高木さんが大鍋と薪釜を購入して下さいました（剪定塾謝礼金の還元とのことです）

森を楽しむ日 次回12月5日（水）

次回予定 12月18日（水）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

火が恋しい季節になりました。ブルブル。

参加者：18名+1
①伊藤、小野、高木、深野　②野口　④野坂、山下　⑤青木、田村　⑥松田
⑦山野辺　⑧富士原　⑨青木、大田、大峡、杉山、橋本、村上
渡邊さん

秋山の森　活動記録　第79回



2012年12月19日（水）10時～12時　天気：晴れ、北風

活動内容

*バス通り沿いなどのモウソウチク伐採（10本）
*マダケ林の整備
*通路と外回りの落ち葉清掃
*畑側草地の枯草整理
*モウソウチク林内通路わきの伐採竹を整理（100本以上）
*根っ子の会用の竹伐採（モウソウチク6本、マダケ20本）

活動結果 竹林内の通路がさっぱりしました。

森を楽しむ日 1月はお休み

次回予定 1月16日（水）　午前10時、昼から森の新年会

記録者のコメント
（記録・野口）

北風が冷たい。古竹運びで一汗かいた。

参加者：18名
①伊藤、小野、佐竹、高木、高橋、深野　②新井、野口　④野坂、山下
⑤青木、田村、三角　⑧斉藤、佐々木、高橋　（根木内）須藤、三嶋

秋山の森　活動記録　第80回



2013年1月16日（水）10時～15時　天気：薄曇り

活動内容

*バス道路歩道の凍った雪を取り除いた（渡邊さんも作業に参加）
*東側道路の清掃
*バス通りに近いモウソウチクの伐採（6本）
*森の新年会

活動結果 すべって危ない歩道がすっかり歩きよくなりました。

Save　the　Green

活動再開
1月12日（土）　8名+赤ちゃん2名、応援団3名
意見交換、森の観察、脂肪燃焼のエクササイズ、台地のササ刈り
Save　the　Greenのface　book参照
　https://www.facebook.com/save.the.green.akiyama

自然観察の記録 台地で、イヌビワが実をつけていました。

報告事項 渡邊さんから過分のご寄附（酒肴料）をいただきました。

森を楽しむ日 2月6日

次回予定 2月4日（月）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

雪の竹林の風情はよい。歩道の除雪は、凍っていて大汗をかいたが、
通行人に感謝された。雪で道路状況が悪く、新年会参加者が少なかったのは残念

参加者：12名+3+2
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②新井、野口　④野坂、山下　⑤田村、三角
　　近隣・植田　SG・マリヤン、ユリヤ、西君子、地主・渡邊、他・立岡

秋山の森　活動記録　第81回

竹林の素適な雪景色

舗道の凍った除雪作業
イヌビワ



雪見の森でささやかに新年会



2013年2月4日（月）10時～15時　天気：曇り

活動内容

*道路の清掃
*バス通りに近いモウソウチクの伐採、伐り株の除去（10本余）
*雪で折れたモウソウチクなどの伐採・整理（6本）
*台地上のマダケの除伐
*新規開削通路予定地の検分と下刈り着手

Save　the　Green
次回、2月9日（土）
10期のみなさんが参加予定

自然観察の記録 ふきのとうがたくさん

報告事項

*１月２９日、渡邉さん、空師の方（３人）と、バス通り沿いのケヤキ伐採について、現地相談。
　（高木・野口・松田）
　中央広場まで４トン車が入れれば、内側に引き倒すことは可能とのこと。
　今後、地主さんと業者で契約を詰めることになった。
*中央広場までの車の通路について協議。
　昔の正門からの通路跡（石垣沿い）を開削することで合意。
*近隣の田中さんが体験作業。今後も適宜参加されるとのこと。歓迎！

森を楽しむ日 ２月６日は雨天で中止

次回予定 2月20日（水）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

バス通り沿いの大木（ケヤキ・シラカシ14本）の伐採は切ない。都市での樹林地を
残すために、近隣との折り合いは不可欠だが、どこまでやるか、会員相互の本音で
の協議がもう少し必要と思う。

参加者：12名+1
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
⑨青木　　　　その他・田中

秋山の森　活動記録　第82回



2013年2月20日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*道路の清掃
*バス通りに近いモウソウチクの伐採、伐り株の除去（完了）
*雪で折れたモウソウチクなどの伐採・整理（1本）
*新規開削通路予定地の下刈り・片付け

Save　the　Green

2月9日（土）　焼き芋・英語の絵本読み語り・軽作業（竹切り、アズマネザサ刈り）
参加：大人１７人、子ども１１人（内、赤ちゃん数名）。東松戸地域の人がかなり。
　　　：里やま応援団―小野・高木・松田・10期のみなさん（５人）
次回・３月９日（土）　トン汁・英語の絵本読み語り・軽作業

自然観察の記録
草地の南部区域でふきのとうがたくさん採れた。
通路開削地の落ち葉の中に小型の蛇（37ｃｍ）。アオダイショウの子供？　ヒバカリ？

報告事項

東側フェンス内側に、ふとんなど大量の不法投棄ごみがあった。
渡邉さんから警察に連絡。東松戸交番と本署生活課から警官が来て検分。
投棄物な中にあったものから、関係者（？）に警察から連絡。
何らかの進展があるまで、現状保全。

森を楽しむ日 次回は３月６日（水）。北西側に倒れているケヤキ丸太に挑戦予定。他、自由。

次回予定 3月4日（月）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

ゴミ問題では、渡邉さんと警察が素早い対応をしてくれた。その対応で、ほとんど
作業できなかった。通路開削区域では、古いビンや瓦がたくさん出てきた。家を解
体処分した時のものか。

参加者：16名+1+3
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　④野坂、山下　⑤青木、田村、三角　⑥松田
⑦山野辺　⑧佐々木、高橋　近隣・田中
渡邉さん　　　警官２名、スチール取扱店１名

秋山の森　活動記録　第83回



2013年3月4日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*新規開削通路予定地の下刈り・片付け継続
　ビン３袋、割れガラス３袋、陶器片１袋
　抜根１０本余り、コナラ枯木１本、太い枯枝１本処理
*バス通り沿い幅約3-4ｍアズマネザサなど刈り払い（西側から３分の１くらい）
*池の南側、隣地に倒れかかった竹の処理
*雪で折れたマダケ伐採（約１０本）
*東側道路の清掃

Save　the　Green
次回予定
3月9日（土）　トン汁・英語の絵本読み語り・軽作業

報告事項
オープンフォレストの公開　５月１９日（日）、２６日（日）
東側フェンス内側の不法投棄物はそのままになっている。

森を楽しむ日

３月６日（水）。８名
　池の横に啓翁桜植樹、伐採予定ケヤキの測定調査、バス通り沿い下刈り予定区域の清掃、
　北西側放置ケヤキ丸太周辺の片付け、腰掛にしていたケヤキ丸太をチェンソーで加工、
　枯枝等の焼却処理、チェンソー整備など
次回４月３日（水）

次回予定 4月1日（月）　午前10時

記録者のコメント
（記録・野口）

開削通路は、道路まで見通せるようになった。電柱が何とも邪魔。

参加者：15名
①伊藤、小野、高木、　②野口　④野坂、山下　⑤青木、田村、三角　⑥松田
⑧斉藤、佐々木、高橋　（近隣）植田、田中

秋山の森　活動記録　第84回

ジャノヒゲの移植 コナラの伐倒新通路予定地

バス通り沿いの刈り払いサクラ植栽伐根作業



2013年3月20日（水）10時～12時30　天気：晴れ

活動内容
*新規開削通路入口付近のスダジイの枝下ろしと上部の伐り取り
*倉庫横のコンクリ斜面の清掃、傾斜路整備

Save　the　Green

3月9日（土）　トン汁・英語の絵本読み語り・軽作業　大人２２人、乳幼児１０人
様子は、下記参照
http://www.facebook.com/maryam.moayed.3#!/media/set/?set=a.505743889486469.10737418
27.318518508209009&type=1
次回予定　４月１３日（土）

報告事項

バス通り沿いのケヤキ等の伐採は、半年早まり、４月１０日頃から実施予定となりました。
新規開削通路の整備を急ぐ必要があります。予定地にあった電柱の支持線は移設されました。
次回4/1にスダジイの伐採と、フェンス付近の盛土の整地作業。状況によっては午後まで。
4/3の森を楽しむ日は臨時活動日として、必要な作業を継続します。

森を楽しむ日 次回４月３日（水）　臨時活動日に変更

次回予定 4月1日（月）　午前10時（状況によっては午後も）。次々回４月３日（水）１０時。臨時活動。

記録者のコメント
（記録・野口）

やはり春分の日は休日でしたね。

参加者：4名 ①高木、　②野口　⑥松田 　（近隣）田中

秋山の森　活動記録　第85回




