
2015年4月6日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側隣家前に放置されていた伐採木の片付け
*道路ゴミ回収・清掃
*バス通り側のササ刈り
*畑沿いのシュロ1本掘り取り
*スイセンの植え替え
*刈ったササの片付け
*タケノコ採取

自然観察の記録
駐車広場横の桜が満開（ヤマザクラではなくソメイヨシノらしい）
畑側の草地でスイセンがたくさん開花。ムラサキケマンも。
ぼつぼつモウソウチクのタケノコが出始めた

Save　the　Green 次回は4月11日（土）10時

チェンソークラブ
（竹クラフトその
他、ご自由に）

次回は4月20日（月）10時～　1女性グループがタケノコ掘りで来林予定。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

*オープンフォレストで秋山の森版チラシができました。

次回予定 次回は4月15日（水）10時～　　　樹人の会（12期）が参加予定

記録者のコメント
（記録・野口）

最近までの寒さがウソのような初夏の陽気。これから暑さとのたたかいが始まる。

参加者：11名+1
①伊藤、小野、高木　②新井、野口　③秋本　④野坂　⑤三角　⑧斉藤　⑪伊藤　⑫田中
通りがかりの男性が1人

秋山の森　活動記録　第132回



2015年4月15日（月）10時～12時　天気：晴れ

活動内容

*北西側隣家前に放置されていた伐採木の片付け
*モウソウチクの間伐（約１５本）、マダケの間伐（数十本）
*池まわりの除草
*道路ゴミ回収・清掃
*バス通り側のササ刈り
*畑沿いのシュロ1本抜き取り（チェーンブロック使用）
*スイセンの植え替え
*刈ったササの片付け
*タケノコ採取

自然観察の記録

Save　the　Green 4月11日は雨で中止。次回は５月23日（土）10時（オープンフォレスト公開日）

チェンソークラブ
（竹クラフトその
他、ご自由に）

次回は4月20日（月）10時～
　緑のフェスティバル用竹馬・竹ポックリつくり（6期・12期）
　1女性グループがタケノコ掘りで来林予定。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

*里やま応援団の秋山の森担当は松田さんに替わりました。
*ご近所の方が、タケノコ掘りに来られました。（栄養ドリンクをいただきました）
　ご近所の方が、子連れでオタマジャクシを見にこられました。

次回予定 次回は5月４日（水）10時～　　連休にかかりますが、通常通り行います

記録者のコメント
（記録・野口）

１２期の皆さんの参加で、遅れていたモウソウチクの間伐が進みました。今年のタケノコは少し遅いように感じ
ます。特に、斜面下の竹林ではまだほとんど出ていませんでした。

参加者：28名+5
①伊藤、小野、高木、高橋　②野口　③秋本　④野坂、山下　⑤青木、三角　⑦藤田、山野辺　⑧高橋
⑫安西、浦野（娘さんも）、串原、小輪瀬、白鳥、田中、田中、浪花、山口、山崎、山田、吉原、
（秋山）植田、松田　　　　ご近所の方（タケノコ掘り２人、大人1子ども2）

秋山の森　活動記録　第133回

　　　引き倒したシュロの根株と格闘　　　　　　　　　　　　　　　　水仙を２列に植え付け

　　　　カブトムシ養殖箱の底編みを突き破った竹　　　　　　　　シュロの花房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まだ幹の網皮の中にあった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞘を取り出し、包皮を剥いだ



秋山の森 活動記録 第 134 回

2015 年 5 月 4日（月） 10～12 時  天気：晴れ

動内容活 ＊刈払機２台で、西側畑と隣接する草地の除草を行った。女性陣は手作業で。
＊OFの準備のため高地広場の除草。
＊間伐していたマダケの整理。
＊タケノコ採取と伸びすぎたタケノコを選別し伐倒。
＊OFチラシを近隣住宅にポストイン。

自然観察の記録

Save the Green 次回は５月 23日（土）10 時～15時（オープンフォレスト公開日）

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊5月 6日（水）10 時～
  ＯＦ準備作業

カブトムシ 近所の親子がカブト虫を目当てに来森したが、代わりにタケノコをお土産に。

その他の
報告・連絡事項

＊オープンフォレスト時の秋山の森の開放日は、5月 16 日(土)10 時～15時、
20 日(水）10時～12 時、23日(土)10 時～15 時

次回定例活動予定 5 月 20 日（水）10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

今回から松田が担当します。

参加者：9名+13 名 ①伊藤･高木 ②野口 ③秋本 ⑤青木 ⑧佐々木 ⑪伊藤 （秋山）植田、松田
子育てグループ「ふわふわ」関係：長木さん・田中さん・中村さんの 3家族
（大人 3名・子供 6名）                                               
ご近所のご家族（大人 1名・子ども 3名）

タケノコ採れたよ～！

アマナが咲き誇っていました



秋山の森 活動記録 第 135 回  （ＯＦ臨時版）

2015 年 5 月 16 日（土） 9～15 時 30 分  天気：小雨のち曇り

動内容活 ＊ＯＦ受入準備。ブランコ、ハンモックを広場に設営。
＊スタードーム作り(26 日の OF)の準備のため、孟宗竹 3本を間伐。
＊枯れ枝の整理。
＊入口南側の道路にはみ出した枝を伐採。
＊孟宗竹タケノコの間伐。これには来森者の小学生が体験。

自然観察の記録

Save the Green 次回は５月 23日（土）10 時～15時（オープンフォレスト公開日）

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊5月 18 日（月）10時～
  ＯＦ準備作業

カブトムシ 近所の母･子(3人)にカブト虫の幼虫を 1匹ずつ差し上げた。

その他の
報告・連絡事項

＊今後の OF秋山の森の開放日は、5月 20 日(水）10 時～12 時、23日(土)10 時
～15 時

次回定例活動予定 5 月 20 日（水）10 時～12時（ＯＦも同時開催）

記録者のコメント
（記録・松田）

11 時頃までは小雨模様で来森者は小学生女子の 3名のみ。森の中での遊びや活
動に支障はなく楽しんでいた。午後からは程よい間合いで来森があり、新緑の
秋山の森を紹介できた。地権者渡邉様も来森され歓談した。

参加者：6名
来森者：24名

①小野、高木 ②野口 ⑤青木 ⑫田中 (秋山)松田
来森者：大人 10名・子供 14 名

入口風景 受付 クワガタの子供見つけた！

ハンモックに戯れる 吊りの長いブランコにご満悦 タケノコの間伐を経験



秋山の森 活動記録 第 136 回  （ＯＦ同時開催）

2015 年 5 月 20 日（水） 10 時～13 時 30 分  天気：晴れ

動内容活 ＊東側・北側道路の除草と清掃。
＊伐採材を薪材程度にカットし整理。
＊竹林内の枯れ木２本を伐倒。
＊間伐したマダケの整理を継続。
＊孟宗竹・タケノコの間伐。
＊北東角地のエノキ、東側道路沿いのアカガシ、共に道路にはみ出し通行の妨

げになりそうな枝を切り落とした。

自然観察の記録

Save the Green 次回は５月 23日（土）10 時～15時（オープンフォレスト公開日）

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊6月 3日（水）10 時～
  興味のある方ご参加ください。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

＊次回の OF秋山の森の開放日は、5月 23 日(土)10 時～15 時
＊みどりと花の課の三末さん、須藤さんが来森。歓談した。
＊ご近所の方が 1人水鉄砲を作るとのことで来られ、間伐してあったマダケを
数本持帰られた。

次回定例活動予定 6 月 1日（月）10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊4日前の OF 時に間伐整理したタケノコ、伸びる威勢を増して数多く見られた。
＊広場東マダケ林奥にスズメバチが飛んでいたとのこと。要注意と看視をする。
＊ＯＦの来森者は少なかったが、散策し遊具で遊び昼食をとるなど、それぞれに

森を楽しみ帰えられた。

参加者：16 名

来森者：６名
みどりと花の課：２名

①小野、高木、伊藤、高橋 ②野口 ③秋元 ④野坂、山下 ⑤青木、三角 ⑥横山
⑧兒玉 ⑪伊藤 ⑫田中、小輪瀬 (秋山)松田
来森者：大人６名・子供２名
三末さん、須藤さん

エノキの枝落し

伐採材の整理 除草と清掃（右写真は除草後の様子）



秋山の森 活動記録 第 137 回 （ＯＦ臨時版）

2015 年 5 月 23 日（土） 10 時～15 時  天気：曇のち晴

動内容活 ＊秋山の森ＯＦ3回目のテーマは、竹材によるスタードーム作り。
＊午前 1時間 30 分、午後 1時間ほどの製作体験だった。

自然観察の記録 高木さんが、オタマジャクシからカエルに成長したばかりのヒキガエルの子供を
池の付近から捕獲。ヒキガエルの生態の説明をしてくれた。

Save the Green 次回は 6月 13 日（土）10時～13 時

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊6月 3日（水）10 時～
  興味のある方ご参加ください。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

＊みどりと花の課の菊地課長が来森。野口さん・山下さんらと歓談。
＊岡部さんが杉並区から訪れてくれました。

次回定例活動予定 6 月 1日（月）10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊スタードーム作りは若いお父さんの頑張りで、竹割り→組立→高台へ移動→
設置と無事終了。次回にでも、ヤスリやナイフでトゲの防止処理が必要。

＊秋山の森の 3回の開放日も無事終了。みなさんの応援に感謝！

参加者：７名
関係者：２名
来森者：51名

①小野、高木、伊藤 ②野口 ④山下 ⑫田中 (秋山)松田
みどりと花の課菊地課長、川上さん
Save the Green、ほわほわ関係者を含む。一般来森者は 50％ほど。

両手竹割り工具で孟宗竹を６分割

ヒキガエルの子供。体長 1 ㎝ほど

竹の接点をボルト止め

高台広場に運搬し完成

野口さんによるスタードーム作りの説明

5 本一組 3 セットの竹を組み合わせる



秋山の森 活動記録 第 138 回

2015 年 6 月 1日（月） 10 時～12 時  天気：晴

動内容活 ＊夏季のゴミ回収に合わせ、森の中・外周のゴミを収集分別し、駐車スペース
町会広報板の後に集積した。

＊マダケの間伐及び西側低地に芽を出したものを伐倒。
＊森の外周、入口、駐車スペース、フェンス内側(一部)の除草。
＊伐倒木の整理を継続
＊西側畑との境の除草（部分的）

自然観察の記録

Save the Green 次回は 6月 20 日（土）10時～13 時   森の音楽会 ほか

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊6月 15 日（月）10時～
  興味のある方ご参加ください。

カブトムシ

その他の
報告・連絡事項

＊北側フェンス近くにあるシラカシ(？)の枝が、枯れてはいないがフェンスそば
まで垂れた状態。状況を見ながら処理をする。

＊入口そばの広場で、オオスズメバチ一匹が巣場所を探しているような飛び方
をしていた。要注意！

＊6/2 にゴミの回収を三樹の会・藤井さんにメール依頼しました。

次回定例活動予定 6 月 17 日（水）10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊真夏を思わせる暑い日でした。

参加者：11 名 ①小野、高木、伊藤 ②野口 ③秋元 ④野坂 ⑤三角 ⑧斉藤、佐々木 ⑫田中
(秋山)松田

駐車スペースの除草

フェンス内側・外側の除草

物置の裏 伐倒木の整理が進む

北側の危うさを感じた枝



秋山の森 活動記録 第 139 回

2015 年 6 月 17 日（水） 10 時～12 時  天気：晴

動内容活 ＊みどりと花の課を介し、西側の除草の要請があり、今回は除草中心の活動。
＊西側畑と接する低地部の除草。ほぼ完了。
＊西側隣家と接するフェンス内の除草。
＊国道沿いバス停付近の除草。
＊東側フェンス内(2ｍ幅ほど)の除草を継続。
＊マダケの間伐・整理。
＊伐倒木の整理を継続。

自然観察の記録

Save the Green 次回は 6月 20 日（土）10時～13 時   森の音楽会 ほか
7月 11 日（土）10 時～12時

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊7月 1日（水）10 時～
  興味のある方ご参加ください。

カブトムシ カブトムシの繁殖箱は、桝井さんによりサナギから羽化のための準備が施されて
いた。

その他の
報告・連絡事項

＊スポーツ安全保険の取りまとめ窓口は、栗田さんから松田が引き継ぎました。
新規加入者の方があった場合はご連絡ください。松田携帯 090-4436-0428
万が一事故にあった場合、保険金の申請書は松田のところにあります。

＊秋山の森の収集ゴミは 6/16 に回収されたようです。

次回定例活動予定 7 月 6日（月）10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

参加者：15名+1 名 ①小野、高木、伊藤、高橋、森田 ②野口、三嶋 ③秋元 ④野坂 ⑤青木、三角
⑧斉藤 ⑫田中 (秋山)植田、松田
⑦栗田

西側低地の除草前と除草後

枯れ木を入れたカブトムシ
の繁殖箱

マダケの間伐
東側フェンス内の様子バス停付近の除草、細かい

ところまで

西側隣家との境の除草


