
2013年4月1日（月）10時～14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根切り作業、埋もれた石材の除去
*新規開削通路上の石の門柱２本移動（チェーンブロック、竹ころ使用）
*新入口部分のフェンスの切り開き
*二つの広場間のササ刈り
*スダジイの枝葉の片付け
*不法投棄ごみの整理

Save　the　Green 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、4/8～4/15の間に行われる予定。
日程が決まったら連絡します。

森を楽しむ日 次回４月３日（水）　臨時活動は雨天のため、4日に繰り延べ

次回予定
4月4日（月）臨時活動　午前10時（午後も）。スダジイの除去。通路地ならし。
次々回　4月17日（水）

記録者のコメント
（記録・野口）

スダジイの根の掘り起こしは、太い根がいくつも大きな石を抱き込んでいて、難航。
一方、石の門柱移動は、機材と知恵と人力で、完了。
日当たりの良い池の周りなどでは、早くも、モウソウのタケノコが顔を出し始めた。
サクラも上の方に咲いていました。春ですねー。

参加者：19名+1
①伊藤、小野、高木、深野　②野口、三嶋　④野坂、山下　⑤青木　⑥松田　⑧佐々木、高橋
⑨青木、四宮、田村、村上　　大峡　（近隣）植田、田中　　地主・渡邊

秋山の森　活動記録　第86回

通路上に横たわる石柱が1対、3又に滑車を付けた 道路から3トントラックが入れるように金網を外し、石を



2013年4月4日（月）10時～14時50分　天気：晴れ

活動内容

*新規開削通路入口付近のスダジイの根切り、引き倒し、玉切り、片付け
*二つの広場の間の開削（ササ刈り、モミジの移植、石材の移動）
*新規開削通路上の刈り草の山を撤去
*新入口部分のフェンスの切り開き、柱を移動
*新規開削通路の入口付近の土を削り、地ならし

Save　the　Green 次回予定　４月１３日（土）

報告事項
４月５日（金）、新入口のフェンスの整備、新設通路の地ならしの補充をしました。
（①小野、高木、②野口、⑨青木）

次回予定 次々回　4月17日（水）

記録者のコメント
（記録・野口）

雨天で１日繰り延べた緊急臨時活動にも関わらず、大勢参加していただいて、予定をほ
ぼ完了した。スダジイは、チルホールで引いても動かなかったが、滑車をつけてダブル
にしてようやく引き倒した。その後、根株を動かすのがまた大変。チェンーブロックで
起こし、チルホールで引いて、何とか邪魔にならない所に動かすことができた。
フェンスの柱も基礎は重いコンクリで、移設は大変。小野さんのパワーに脱帽。

参加者：16名
①小野、佐竹、高木　②木村、野口、三嶋　③秋山、須藤　④山下　⑤青木　⑥萩原、松田
⑧児玉、斉藤、高橋　⑨青木

秋山の森　活動記録　第87回（臨時活動）

新規開削通路



2013年4月17日（水）10時～12時30分　天気：晴れ

活動内容
*伐採された枝の片付け（2か所）
*タケノコの除去
*池の掃除

Save　the　Green

4月13日 。赤ちゃん連れの若い夫婦など、？人。応援団の参加7人。
「今月のイベントは「秋山の森でリボーン」。Rebornとは、捨てるのにはもったいないものを新しい
持ち主のところで活躍させてあげる物々交換会。春の森で、たくさんのReborn品が新しい持ち
主にもらわれていきましたよ！　そして、いつもより早く暖かくなった今年の春はもうタケノコが
いっぱい！　山椒の苗のお持ち帰り、英語の絵本読み聞かせ、森のセラピー、森のコカリナ演
奏・・・盛りだくさんの一日でした！」（SG@akiyamaのFACE　bookから）
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.521662767894581.1073741830.318518508209009&type=3

報告事項

4月10～12日の三日間で、国道沿いのケヤキ・シラカシ・サワラが14本伐採されました。
12、13日の2回、太い丸太がトラック2台に積める分だけ搬出されました。
応援団の数名が見守り、倒れる時は、応援団が国道の通行を止めました。
参加：10日6人・マリヤン、11日7人、12日7人、13日3人。

森を楽しむ日
次回、5月1日（水）
森を楽しむ日は、チェンソークラフトクラブが例会として参加します。

次回予定 5月6日（月）　連休中ですが、参加できる人だけで。

記録者のコメント
（記録・野口）

立派なケヤキなどが軒並み伐採されるのは悲しいけれど、都市の森の宿命、やむをえま
せん。景観は一変してしまいました。
国道向かいの住民からは「ああ、良かった」と感謝され、通りがかりの人からは「もっ
たいない」「残念」と、相反する声がありました。
山仕事のベテランの伐採作業は圧巻。真似はできないけれど、とても参考になりまし
た。3人のチームワークも見事。トラックのレッカー・ウインチだけで、重い丸太を木
の間を抜けて牽引し、トラックに積む技も流石です。
さて、あとが大変。今日の作業で、1本分も処理できたかどうか、しばらくかかりそ
う。いずれ片付いたら、道路沿いの植樹なども検討しましょう。

参加者：14名
①伊藤、小野、高木、高橋　②野口　③早川　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田　⑦山野辺
⑧高橋　　　(近隣）田中、マリヤン

秋山の森　活動記録　第88回

4月13日の「秋山の森でリボーン」



伐採された枝がいっぱいです

少しづつ片づけています



2013年5月6日（月）10時～12時30分　天気：晴れ

活動内容

*不要なタケノコ・若竹の除伐（１３０本）
*駐車広場の一部整地
*池の掃除
*ケヤキ丸太の移動（チェーンブロックと丸太コロを使用）

自然観察の記録 池に、ヤゴ（ヤンマ？）とオタマジャクシ（ヒキガエル？）が棲息していました。

Save　the　Green 次回は５月１１日（土）

森を楽しむ日 ５月１日。チェンソークラフトクラブ７人、４つ脚の台試作。小野・田中―伐採ケヤキ枝の片付け。

その他の
報告・連絡事項

*渡邊さんから、ケヤキ伐採の事後について説明がありました。
*近隣から新たに２名（男女各1）が、活動に参加することになりました。
*オープンフォレスト（秋山の公開：5/19、5/23、5/26）
　5/19は一斉公開で秋山の人手が足りません。各会で可能な方の応援をお願いします。
　5/26はsavethegreenが参加します。
*チェンソークラフトクラブは、第一水曜日、第三月曜日に秋山の森で例会。

次回予定 5月15日（水）　OFに向けて、危険除去・伐採した若竹の片付け・伐採木の整理など

記録者のコメント
（記録・野口）

ちょっとの間に、モウソウチクの若竹がグングン伸びていました。まだ枝はでていませ
んが、早いものは10ｍを超えています。今年は、新竹を育てるために一部、タケノコ採
りを制限しましたが、隙間が広く空いてしまって新しい竹が欲しい所にはなかなか生え
てきません。たくさん出るのは、比較的若い元気な竹が生えて混んでいる所。なかなか
うまくいかないものです。

参加者：13名+1
①伊藤、高木、深野　②新井、野口　④野坂、山下　⑤青木、田村　⑥松田
　(近隣）植田、鈴木、藤井　　渡邊さん

秋山の森　活動記録　第89回



2013年5月15日（水）10時～12時30分　天気：晴れ

活動内容

*草地の草刈（刈払機５台、手刈り）
*不要なタケノコ・若竹の除伐
*外回りの清掃
*伐採ケヤキの枝の処理
*枯枝の切除（サクラ、サワラ、クヌギ２本）

自然観察の記録
池のオタマジャクシは姿を消した。
フキがたくさん収穫できました。

Save　the　Green 次回は５月26日（日）

森を楽しむ日 次回は６月５日（水）

その他の
報告・連絡事項

*渡邊さんから、ケヤキ丸太販売益から応援団にご寄附をいただきました。
*不法投棄ごみは、犯人は特定できませんでしたが、関係者によって回収されました。
*オープンフォレスト（秋山の公開：5/19、5/23、5/26）
　5/19は一斉公開で秋山の人手が足りません。各会で可能な方の応援をお願いします。
　5/26はsavethegreenが参加します。
*5/14オープンフォレスト用の竹を調達しました（松田、山下、野口）

次回予定 次回定例活動は、６月３日（月）

記録者のコメント
（記録・野口）

いよいよ、オープンフォレスト。好天を期待しましょう。

参加者：16名+1
①伊藤、小野、佐竹、高木、高橋、森田　②新井、野口、三嶋　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田
⑦山野辺、⑧佐々木、　(近隣）田中　　渡邊さん

　　　　　　秋山の森　活動記録　第90回



2013年5月19日（日）9:30時～15時20分　天気：曇り時々晴れ

活動内容
*オプンフォレスト　公開日初日
*不要なタケノコ・若竹の除伐

自然観察の記録 シオカラトンボ

Save　the　Green 次回は５月26日（日）

森を楽しむ日 次回は６月５日（水）

その他の
報告・連絡事項 *オープンフォレスト（秋山の公開：5/19、5/23、5/26）

次回予定 次回活動は、オープンフォレスト5月23日（木）

記録者のコメント
（記録・深野）

参加者は32名であった。ご近所の親子(若い)が多いように感じた。何か所かの森を廻る
との人もいた。少人数のスタッフであったが混乱するようなこともなく乗り切った。活
動に参加したいという人もあった。

参加者：6名+3+32 ①深野　④山下　⑤青木、田村　　(近隣）植田、田中　みどりネット:川上、藤田　　渡邊さん

　　　　　　秋山の森　活動記録　第91回



2013年5月23日（木）　9:30時～15時20分　　天気：晴

活動内容
*オ-プンフォレスト　公開日2日目
*伐採したサワラの皮むき        *通路のタケノコ堀

自然観察の記録

Save　the　Green 次回は５月26日（日）　　　オ-プンフォレスト　公開日3日目

森を楽しむ日 次回は６月５日（水）

その他の
報告・連絡事項

*5月29日(水)10:00～は八幡腰の森の活動日、作業は草刈り。

次回予定 次回活動は、オープンフォレスト5月26日（日）

記録者のコメント
（記録・深野）

参加者は16名であった。子供たちの関心が高いのは、実は井戸であった。
蚊が発生している。水たまりを完全に制圧するには何が必要だろうか?

参加者：5名+16 ①高木、深野　②野口、④山下 ⑥松田

　　　　　　秋山の森　活動記録　第92回



2013年5月26日（水）9時～15時30分　天気：晴れ

活動内容
*オープンフォレスト公開日3日目
*サワラの皮むき、加工
*ムクノキの木登りロープ巻きの追加

自然観察の記録 池に小さなガマガエルが何匹も。

Save　the　Green 次回は6月8日（土）森の撮影会

森を楽しむ日 次回は６月５日（水）

その他の
報告・連絡事項

*オープンフォレスト来訪者は、延べ96名。
　1日目と2日目は、ほぼ昨年と同数、3日目は昨年の半分でした。
　募金は3147円でした。
*5月29日(水)10:00～は八幡腰の森の活動日、作業は草刈り。

次回予定 次回定例活動は、６月３日（月）恒例のごみ収集・整理

記録者のコメント
（記録・野口）

参加者は48人。大方は、savethegreen関係の親子連れ。こどもは池で蛙を見つけて大騒
ぎ。靴はどろんこ、びしゃびしゃ。水遊びも大好きだ。終わり近くに珍しく小学生が来
て、ロープを巻いたムクノキの木登りを楽しんでいた。

参加者：8名+1+48 ①高木、深野、森田　②新井、野口　④山下　⑦杉田　マリヤン　渡邊さん

秋山の森　活動記録　第93回



2013年6月3日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*恒例のごみ収集・分別
*八幡腰の森の草刈に別働隊３人派遣
*東側フェンス内外の清掃
*ケヤキ伐採枝の処理
*マダケ林の整備

自然観察の記録 池の水はほとんとなくなっていた。

Save　the　Green 次回は6月8日（土）森の撮影会

森を楽しむ日 次回は６月５日（水）

その他の
報告・連絡事項

分別ごみ
　カン：大、ビン:大1小3、雑プラ：4、割れガラス：大2、瀬戸かけ：小1、紙ごみ：小1、布ごみ：1
　汚染ペット：1、卓上コンロ：1、傘骨・針金ハンガー、台車小：1、旗棒：1、鉄板：1

次回予定 次回定例活動は、６月19日（水）

記録者のコメント
（記録・野口）

参加者：12名 ①伊藤、小野、高木、深野　②新井、野口　④野坂、山下　⑤青木、田村　⑥松田　⑧高橋

秋山の森　活動記録　第94回



2013年6月19日（水）10時～12時30分　天気：曇り、強風

活動内容
*ケヤキ伐採枝の処理
*マダケ林の整備

自然観察の記録

Save　the　Green
6月8日（土）森の撮影会　　参加 27人（大人18、こども9）　応援団４人
次回は7月13日（土）　森で手作りアロマルームスプレー

森を楽しむ日
６月５日（水）チェンソークラブ6名　古いケヤキ丸太の縦引き、大型四足台など
　　　　　　　　高木　草刈など
次回７月３日（水）

その他の
報告・連絡事項

ケヤキ等伐採枝について、インターネットの薪情報掲示板に無償提供を掲載。
５人から申し込み。6/15に３人が来森し、薪材を持ち帰った。対応：応援団４人
6/23も二人来る予定
近隣から１人入会（径５人）

次回予定 次回定例活動は、７月1日（月）

記録者のコメント
（記録・野口）

薪ストーブ所有者の薪材需要が結構ある。薪集めも大変のようだ。

参加者：12名 ①小野、高木　②野口　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田　（近隣）田中

秋山の森　活動記録　第95回



2013年7月1日（月）10時～12時30分　天気：曇り

活動内容

*畑側草地、竹林内通路などの草刈（刈払機５台）
*外回り清掃、フェンスの除草
*道路にはみ出た枝の伐り取り（新入口付近）
*ケヤキ伐採枝の処理
*マダケ林の整備

自然観察の記録 このところの雨で、池の水位が復活。

Save　the　Green 次回は7月13日（土）　森で手作りアロマルームスプレー

森を楽しむ日 次回７月3日（水）

その他の
報告・連絡事項

*薪材　これまでに希望者１１人、うち来林７人。
*近在の方から、カブトムシの提供・繁殖箱設置の提案。7/5に設置作業（１０時）
*隣接畑所有者から除草要請（今年２回目）
*横山さんから倉庫新設の設計図。予算の関係で規模縮小の必要。

次回予定 次回定例活動は、７月17日（水）

記録者のコメント
（記録・野口）

今年はマダケのタケノコが多い。マダケ林復活のきざし。モウソウチクは、今年は新竹
を残したので、古い竹の伐採が必要。

参加者：14名
①伊藤、小野、高木　②野口、三嶋　④野坂　⑤青木、田村　⑥松田、横山、⑧児玉、高橋
⑨青木　（近隣）田中

秋山の森　活動記録　第96回



2013年7月5日（金）10時～12時　天気：曇り、一時小雨

活動内容

*桝井さんの指導でカブトムシの飼育箱の設置
　東側窪地の上のササを一部刈り払い、飼育箱を二つ設置。
　針葉樹合板（防水）と垂木で、180×90×90に組立。底にモグラ侵入防止ネット。
　窪地から腐葉土を半分くらいまで投入。
*桝井さんにケースを預けてｶﾌﾞﾄﾑｼ収集を依頼（１期、５期、７期、Save　the　Green）

自然観察の記録

Save　the　Green 次回は7月13日（土）　森で手作りアロマルームスプレー

森を楽しむ日
７月3日（水）チェンソークラブ４人。椅子・灯篭・縦割りしたケヤキに電動鉋かけ
次回は８月７日（水）。　チェンソークラブは7/15（月）

その他の
報告・連絡事項

*薪材引き取り　7/3に１人。

次回予定 次回定例活動は、７月17日（水）

記録者のコメント
（記録・野口）

桝井さんからは、飼育箱二つ分の材料をご提供いただきました。箱の設置や腐葉土の掘
り出しにも汗をかいて下さいました。感謝します。

参加者：5名+2+1 ①高木　②野口　⑥松田　⑦山下、山野辺　（Ｓ・Ｖ）２名(＋赤ちゃん2）　（ｶﾌﾞﾄﾑｼ）桝井さん

秋山の森　活動記録　第97回



2013年7月17日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*広場のクヌギの大枝の折れ口の処理（腐った部分を除去し、殺菌剤を塗布）
*折れたクヌギの枝葉の堆積場設置（カブトムシの餌用）
*池近くの折れたクヌギの枝の処理
*外回りの除草・清掃
*マダケ林の整備
*Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ、カブトムシ5つがい

自然観察の記録 タマムシ、マダケ林にカブトムシ2匹。

Save　the　Green
7月13日（土）　森の薫りをお持ち帰り♪森で手作り和アロマルームスプレー
    （大人8人、赤ちゃん3人、応援団等5人）
8月はお休み

森を楽しむ日
チェンソークラブ

７月15日（水）チェンソークラブ6人
次回の森を楽しむ日は８月７日（水）。

その他の
報告・連絡事項

*7/9桝井さんからカブトムシ引取り、1期・5期・7期に分配

次回予定 次回定例活動は、8月5日（月）

記録者のコメント
（記録・野口）

クヌギの折れ跡は、真ん中がえぐれて水がたまる状況でした。痛んだ部分を削り、水が
たまらないようにして、殺菌剤で保護しました。
Save The Greenを通じて、5軒にカブトムシがひきとられました。

参加者：11名+1
①伊藤、小野、高木、高橋　②野口　④野坂、⑤青木、田村、⑧佐々木
（他）田中、松田　（Ｓ・Ｖ）北澤

秋山の森　活動記録　第97回

シオカラトンボ

クヌギの枝葉置き場（未完成）

ミンミンゼミｺﾉｼﾒトンボタマムシ クワガタ 雌



2013年8月5日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*折れたクヌギの枝葉の堆積場設置続き（カブトムシの餌用）
*折れたクヌギの枝葉の片付け
*外回りの除草・清掃
*畑沿いの除草

自然観察の記録

Save　the　Green 8月はお休み

森を楽しむ日
チェンソークラブ

8月7日（水）チェンソークラブ4人
次回の森を楽しむ日は9月4日（水）。

その他の
報告・連絡事項

*新入口左側の枯れ木の下部にｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁの巣を発見。枯れ木伐倒作業中止。
　8/7松戸市すぐやる課に除去してもらった。（みどり花３人、松田・野口立ち合い）
*東部小の有志（親子）でカブトムシ飼育の観察グループができそう。毎月第３土曜日９時。
*荻窪にある（社）みなとむすぶ地域活性化協議会から竹の要望。8/10（土）１１時来訪予定。
*南側石井さんから、宅地に入り込んだ木竹の除伐要請。
*西側畑所有者から、草地の除草要請。
*隣家から、森が千葉テレビの受信障害になっているとの苦情。

次回予定 次回定例活動は、8月21日（水）。草地の除草他。刈払機を持参できる方はお願いします。

記録者のコメント
（記録・野口）

暑くて、蚊が多くて、たいへん。

参加者：10名+2 ①伊藤、小野、高木　②野口、三嶋（夫人・お孫さん）　④野坂、⑤田村、三角　（他）田中、松田

秋山の森　活動記録　第99回

クヌギの枝葉置き場（未完成）



2013年8月21日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*畑沿いの草地、通路・階段の除草（刈払機４台）
*北西側隣家付近のカナムグラの除草
*クヌギの枝葉置き場（ｶﾌﾞﾄﾑｼの餌用）の設置（完成）
*マダケ林の整備

自然観察の記録

Save　the　Green 次回は９月１４日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

8月19日（水）チェンソークラブ4人
次回の森を楽しむ日は9月4日（水）。

カブトムシ
8/17(土）父娘一組。応援団３名。
窪地の落ち葉溜めで大きな幼虫１０匹発見。養殖箱に入れたら、ずんずんもぐっていった。

その他の
報告・連絡事項

*隣家・渡邊さんから清涼飲料水の差し入れ。感謝。

次回予定 次回定例活動は、9月2日（月）。

記録者のコメント
（記録・野口）

活動報告100回。ナンバー外も入れると、150回くらいは来ているか。最近は定例的なも
のだけで月6日。
草地の除草、この夏３回目。北西側のカナムグラは刈払機が使えず、手作業。やっと
1/3くらい。

参加者：11名 ①伊藤、小野、高橋　②野口　④野坂、⑤青木、田村、三角　⑧佐々木　（他）田中、松田

秋山の森　活動記録　第100回

クヌギの枝葉置き場



2013年9月2日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*バス停近くのフェンス及びフェンス内側（幅2-3ｍ）の除草
*北西側隣家付近のカナムグラの除草
*クヌギの枝葉置き場にクヌギの枝葉投入
*マダケ林の整備、隣家敷地に入り込んだ木草の除去

自然観察の記録

開花；ヌスビトハギ、ミズヒキ
昆虫：アカトンボ、コシアキトンボ、シオカラトンボ、タマムシ、コミスジ、ヤマトシジミ、ミンミンゼミ
　　　　チョウセンカマキリ
結実：ヒョウタン、ハグラウリ「

Save　the　Green 次回は９月１４日（土）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

9月4日（水）チェンソークラブ他　4人
次回の森を楽しむ日は10月2日（水）。チェンソークラブ9/16（月）

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

次回予定 次回定例活動は、9月18日（水）。

記録者のコメント
（記録・野口）

9月に入ったというのに、とにかく暑い。蚊の猛襲も。

参加者：12名 ①伊藤、小野、高木　②野口、三嶋　④野坂、⑤青木、田村、三角　⑧斉藤、佐々木　（他）田中

秋山の森　活動記録　第101回



2013年9月18日（水）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*新入口左側の枯れたムクノキを伐採
*南側隣家敷地に入り込んだマダケ・クサギ・アズマネザサなどを刈り払い
*南側隣家への進入路にはみ出ているイヌツゲの枝を刈り払い
*伐採ケヤキの枝葉の片付け
*モウソウチクの間伐（8本）
*バス通りの落ち葉など清掃

自然観察の記録
ヒガンバナが一輪開花
クリを収穫
南側隣家進入路沿いのイヌツゲにからんだアケビに実が1つ

自然観察の記録 台風の大雨で池の水が復活

Save　the　Green

9月14日　プチオクトーバーフェスト　参加20名（内幼児4人）　応援団4人
　世界のビールを試飲。焼きトウモロコシ、ホットドッグ、かき氷など
　作業体験として、クヌギの枝を鋸で切って、カブトムシ餌場に。英語の絵本読みなど
　（Ｓａｖｅ ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎのブログ参照）
次回は10月5日（土）（注意・今回のみ第一土曜日）

森を楽しむ日
チェンソークラブ

チェンソークラブ9/16は雨で中止
次回の森を楽しむ日は10月2日（水）。

カブトムシ
9月21日。桝井さん、親子一組。応援団1名
桝井さんからシイタケの使用済みホダ木の提供があり、飼育箱に入れた
落葉投入穴を掘って幼虫を見つけ、飼育箱に入れた

その他の
報告・連絡事項

薪材採取：9/14、9/21それぞれ1組

次回予定 次回定例活動は、10月7日（水）。　

記録者のコメント
（記録・野口）

ようやく少し涼しくなったが、蚊の集団はまだ活発。伐採木の太い枝は大分減ったが、
細く枝分かれしたものはほとんどそのまま。まだまだ処理に手間がかかりそう。
次回定例活動に野口は不参加です。よろしくお願いします。

参加者：12名+1
①伊藤、小野、高木、高橋、深野　②野口　④野坂、⑤青木、田村　⑧斉藤、高橋　（他）田中
薪希望者1名

秋山の森　活動記録　第102回

き
れ
い
に
な
っ
た
隣
家
境
界

見
通
し
が
良
く
な
っ
た
進
入
路

ク
リ
の
収
穫

伐
採
し
た
ム
ク
の
枯
れ
木


