
秋山の森 活動記録 第 144 回

2015 年 10 月 5日（月） 10時～12 時  天気：くもり

活動内容 ＊北側から東側のフェンス内側の笹の刈払。（整理は次回）
＊隣家渡辺さんとの隣接部の除草を継続。
＊森の周り道路の清掃。
＊畑との境の除草。
＊北西側低地のシュロの木 ７本を伐倒。

自然観察の記録

Save the Green ＊次回予定は 10月 17日（土）10 時～

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊10 月 19 日（月）10時～12 時
興味のある方ご参加ください。チェーンソーの練習もＯＫです。

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊10月 2日の八幡腰の伐倒材整理は降雨のため中止。代替えは 10月 29 日(木)
10 時～12 時に行なう。

＊11月 16 日（月）に「松戸ふるさと森の会」市外視察研修会が実施される。
視察先は「公益財団法人 グリーントラストうつのみや」の樹林地。

＊秋山の森で 10月 24日（土）に予定していた、千葉大生の屋外での体験授業は、
「石みやの森」に変更になった。

次回定例活動予定 10 月 21 日（水） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊先週の暴風雨の影響はそれほど無く、安堵。広場入口付近に、栗の実が沢山落
ちておりお土産に。

参加者：９名 ①小野､高木､伊藤 ②野口 ③秋本 ④野坂 ⑦大浦 (応援団)新井 (秋山)松田

西側の除草はまだ部分的

フェンス内の笹を刈払機で刈取り

シュロの木を伐倒

道路の清掃



秋山の森 活動記録 第 145 回

2015 年 10 月 21 日（水） 10時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊北側・東側フェンス内、前回刈った笹・草類を整理。
＊西側低地部、刈払機による除草を行った。（継続中）
＊フェンス内側（車入口の左方向）の刈払い。（継続中）
＊マダケ林の整備。
＊枯れ枝の処理。（継続中）

自然観察の記録

Save the Green ＊次回予定は 11 月 14日（土）10 時～
＊10 月 17 日は、前日の雨天のため中止。

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回は 11月 4日（水）10 時～12時

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊10月 29 日(木) 八幡腰 10 時～12 時
伐倒木の整理と除草。ご協力をお願い。

＊10月 7日（水）に、井戸脇の洗い場の土を取り除いた。
＊10月 19 日（月）大浦さんと、お知合いのご夫妻が来森。孟宗竹・マダケ各
１本を持って帰られた。生け花教室をされている方で、展示会用に竹の花器
を作るとのこと。

次回定例活動予定 11 月 2 日（月） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

参加者：１２名 ①小野､高木､伊藤､高橋 ②野口､新井 ③秋本 ⑤青木 ⑦大浦 ⑧斉藤 ⑫田中
(秋山)松田

刈払機による除草

フェンス内の笹を整理

落ち葉、土を取り払った洗い場



秋山の森 活動記録 第 146 回

      

2015 年 11 月 20 日（金） 10時～11 時 30 分  天気：曇り＆小雨

活動内容 ＊北側フェンス内、前回に続き刈った笹・草類を整理。
＊道路沿い(北側･東側)の落ち葉の整理・清掃。
＊投棄ゴミの回収・分別整理。

大きなゴミは無く、高木さんが持ち帰り処分してくれることに。

＊11月 2日は雨天のため中止。11月 18 日は講座に参加するメンバーが多かった
ため本日に変更した。

自然観察の記録

Save the Green ＊次回予定は 12 月 12日（土）10 時～  「森でクリスマス会」
＊11月 14 日は雨天のため中止。

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回は 12月 2日（金）10 時～12時

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊ちば里山カレッジを受講中の三原さん(松戸市在住)が、インターンシップ制度
を利用し体験参加に来森。

次回定例活動予定 12 月 7 日（月） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊朝から曇り空で、僅かながら小雨の降る中での作業でした。
空模様を気にし、30分早く終了とした。

参加者：８名 ①小野､高木 ④野坂 ⑧斉藤､佐々木 (秋山)秋本､松田
インターンシップ：三原さん

歓談中の三原さんと高木さん

刈払した笹・草の除去と落ち葉の清掃

今回の投棄ゴミ



秋山の森 活動記録 第 147 回

      

2015 年 12 月 7日（月） 10時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊北側･東側の道路の落ち葉の清掃・整理。
＊北側フェンス内除草。フェンス沿いの刈払をやった後の整理。
＊倉庫裏から北側平地を刈払機で除草。
＊マダケの除伐・整理を継続。

自然観察の記録

Save the Green ＊次回予定は 12 月 12日（土）10 時～  「森でクリスマス会」

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊12月 21 日（月）と新年 1月 6日（水）は中止。
＊新年は 1月 18 日（月）に実施。 10時～12 時

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊西側低地のクヌギの枝が伐採処理されていた。
確認はしていないが、隣家の方がやられたのか？

次回定例活動予定 ＊12 月 16 日（水） 10 時～12 時  本年最後の活動日。
＊新年 1月 4日（月）は休みます。
＊新年最初の活動日は、1月 20 日（水） 10 時～12 時

午後からは、里やま応援団としての新年会を秋山の森で行います。
14時 30 分頃終了予定。みなさんの参加をお待ちしています。

記録者のコメント
（記録・松田）

＊秋山の森の近隣の方からみどりと花の課を通し、前回落ち葉の清掃を隣まで
やったが、次回は自分の家の前もやってほしいとの電話があり、実施した。
結果は何の反応・応対の一言も無く、横着を言ってきただけ？

参加者：１２名 ①小野､高木､伊藤 ②野口､新井 ④野坂 ⑤青木､三角 ⑧斉藤､佐々木
(秋山)秋本､松田

刈払作業の小野さん

東側道路の落ち葉の清掃

北側歩道の清掃

枝落しされたクヌギ



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 148 回

      

2015 年 12 月 16 日（水） 10時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊北側･東側の道路の落ち葉の清掃・整理。(継続)
＊西側低地の中心部にあるクヌギ、隣地に近い枝を中心に枝落しを行った。
＊西側の畑との境部分を除草。
＊北側フェンス内を刈払機で除草。
＊前回 枝落し処理されていたクヌギの枝を処理するため、半分程広場に運搬。

残りは次回行う。

自然観察の記録 ＊孟宗竹林の中で、タヌキの溜め糞(最近のもの)があった。(野口さん確認)
1匹なのか？番いなのか？かなりの量(回数)。

Save the Green ＊次回予定は 1月 9日（土）10 時～

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊12月 21 日（月）と新年 1月 6日（水）は中止。
＊新年 初回は 1月 18 日（月）に実施。 10時～12 時

カブトムシ ＊ Save the Green に参加の子供たちに、カブトムシの幼虫を見せてあげた。

その他の
報告・連絡事項

＊秋山の森の近隣の方から、落ち葉掃除のお礼の電話があったと、みどりと花
の課から連絡がありました。

＊馬橋に在住の村上さんが来森(みどりと花の課の紹介)。庭木の枝の添材として
竹が欲しいとのこと。
前回間引き伐採したマダケの中から、10本程持帰られた。

次回定例活動予定 ＊新年 1月 4日（月）は休みます。
＊新年最初の活動日は、1月 20 日（水） 10 時～12 時

午後からは、里やま応援団としての新年会を秋山の森で行います。
14時 30 分頃終了予定。ふるってご参加ください。

記録者のコメント
（記録・松田）

＊今年最後の活動日。普段より多くの方が参加してくれました。なにより無事故
であったことは幸いです。

参加者：１６名 ①小野､高木､伊藤､高橋､佐竹 ②野口､新井､壱岐 ④野坂 ⑦大浦 ⑧佐々木
⑫田中､山崎 (根木内)三嶋 (秋山)秋本､松田

刈払機での除草作業 クヌギの枝打ちと除草作業 低地に咲いていたスイセン

12 月 12 日の Save the green 企画のクリスマス

森への恩返しは、みんなで落ち葉の清掃を行いました


