
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 149 回

      

2016 年 1 月 20日（水） 10時～13 時 30分  天気：晴れ

活動内容 ＊北・東側道路の清掃。
＊北側平地の刈払い。また、刈払いしておいた笹類の整理。

北側平地は刈込が進み綺麗になった。今年は新たな野草が見られるかも？
＊孟宗竹林内の伐採枝を整理。

自然観察の記録 ＊

Save the Green ＊1月 9日（土）10 時～ 「餅つき大会 in秋山の森」開催。
参加者 60名  10kg の餅をつきふるまう。
応援団から 野口･高木･佐竹･西澤･三嶋･松田の 6名がお手伝い。

＊次回予定：2月 13 日（土） 10 時～12時 「カートンドック in秋山の森」

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回予定：2月 3日（水） 10 時～12 時
＊新年 初回 1月 18日（月）は雨天のため中止。

カブトムシ ＊新しい養殖箱が 2個設置されていた。

その他の
報告・連絡事項

＊東京農工大学 環境学博士の斎藤さんが、千葉大大学院特任研究員 相澤さんの
案内で来森。生物の生態を研究されている方で、タヌキの溜め糞を採取。
継続して行いたいとのことで、月に 1～2度来森したいとのこと。

＊地主の渡邉さんが来森。酒肴料を頂戴しました。応援団の会計に入れます。

＊昨年末にドラム缶 2本を調達。かまど代わりに使用。

＊今年のオープンフォレストの秋山の森の公開日は、5/14(土)・18(水)・21(土)
で調整。

次回定例活動予定 ＊2月 1日（月） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊今年最初の活動日でした。森の内外の清掃・整理が中心でした。昼から具沢山
のトン汁を食しながらの新年会でした。みなさんご苦労様でした。
また、本年も秋山の森の活動をよろしくお願いします。

参加者：１５名 ①小野､高木､伊藤､高橋､佐竹 ②野口 ④野坂､山下 ⑥横山 ⑦大浦 ⑧斉藤
⑫田中 (根木内)三嶋 (秋山)秋本､松田

道路の清掃・北側平地の刈払い後の整備作業

高木さんの紙芝居も好評でした

STG イベントの餅つき

作業後、新年会を楽しみました



                松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 10 回

2016 年 2 月 1日（月） 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊道路の落ち葉は少量で、簡単なごみ拾いで済んだ。それにより今日の作業は、
森の中の整備を中心に活動した。

＊北西側に残っていた雑草を刈払い。
＊伐採した孟宗竹の切り株に水が溜まらないよう、節部分を突いて破り処理。
＊池に橋を設置。池の中の落下枝や落ち葉を拾い上げ整備。また池の周りも除草

整備した。
＊マダケ林の整理を継続。
＊北側フェンスに添いにツバキの幼木を植栽。昨年やったものと併せ植栽したツ

バキは 9本。
＊井戸の汲み上げ桶の損傷で、北西地の古い孟宗竹を 1本伐倒。新たに桶を取り

付けた。下部の一節は節を破らず空気を残し、水面で桶の汲み口に水が入りや
すい工夫を施した。（野口さん）

自然観察の記録 ＊昨年気が付かなかったが、30cm 弱の大きさのスズメ蜂の巣を発見。北側入り口
からの通路 5～6ｍのところで、細い木の枝先に付いていた。小さいもので蜂の
数は少なかったと思うが、事故が無かったことに安堵。

＊新しいタヌキの溜め糞が同じ場所で確認。

Save the Green ＊次回予定：2月 13 日（土） 10 時～12時 「カートンドック in秋山の森」

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回予定：2月 3日(水)  10 時～12時
      2 月 15 日(月)  10 時～12時

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊特にナシ

次回定例活動予定 ＊2月 17 日（水） 10 時～12時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊池が綺麗になり、心地良いオアシスになりそう。昆虫の種類・数が増えること
を期待。もう 1ヶ所橋を渡し、継続して整備する。

参加者：１０名 ①小野､高木､伊藤 ②野口 ④野坂 ⑤青木､三角 ⑧斉藤 ⑫田中 (秋山)松田

枯れ枝等を整理し 池の周りも整備

昨年植樹した間に今回植樹枯草の刈込

水位の多い時は水没しそうですが、

他にもう 1 つ架ける予定

周りの葉や雑草が枯れ 見つけられた



                松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 151 回

2016 年２月 17 日（水） 10 時～12時  天気：晴れ

活動内容 ＊森の周囲のごみ拾い。
＊広場南側の伐採竹の集積場所の整理。

散策路の通路脇であること、集積竹が崩れかかっていることで、集積竹を活動
当初に設置した集積場に移動した。９割程度終了。残りは次回に。

＊池の周辺のマダケを整理（継続）。
＊北側フェンスに添いに、ツバキの幼木を 13本新たに植栽。

自然観察の記録 ＊

Save the Green ＊２月 13日（土）の「カートンドック in秋山の森」は 36名の参加者
里やま応援団：野口・高木・西澤・松田
森へのお礼活動は、落ち葉の清掃と孟宗竹(古い竹 4本)の伐倒体験。

＊次回予定：３月 12日（土） 「やきいも・ぱーてぃーin秋山の森」

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回予定：３月２日(水)  10 時～12 時
      ２月 15 日(月)は中止

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊特にナシ

次回定例活動予定 ＊３月７日（月） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

参加者：１２名 ①高木､伊藤､佐竹､高橋 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑦大浦 ⑧斉藤､佐々木
(秋山)秋本､松田

集積しておいた伐倒竹の移動

高木さんの紙芝居

森へのお礼

親子で落ち葉の清掃 階段も綺麗に

カートンドック 上手く焼けたかな



                松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 152 回

2016 年３月 16 日（水） 10 時～12時  天気：曇り

活動内容 ＊広場南側の伐採竹の集積場所の整理は終了。
＊池の周辺のマダケの間伐。（継続）。
＊池に孟宗竹で二つ目の渡しを架けた。池の中の落ち葉をすくいあげるのに効果

的になりそう。
＊先般 植栽した苗木に、目印となるようマダケを立てた。
＊孟宗竹の切り株（８本程）を地面に近いところで伐採。

竹用のチェーンソーでテスト的に行ったが、根元は肉厚で固く、ノコギリでは
大変な作業と感じた。

＊東京農工大の斎藤さんが２度目の来森。タヌキの溜め糞を採取して帰られた。

＊３月７日の活動は雨天にため中止。

自然観察の記録 ＊池にヒキガエルの卵が沢山見られた。

Save the Green ＊３月 12日（土） 「やきいも・ぱーてぃーin秋山の森」参加者数は、
合計 43人（大人 27人＋小学生以下は 16人）
里やま応援団：野口・高木・西澤・松田
森へのお礼活動は、苗木の植栽。ツバキが多かったが 15本程を植栽した。

＊次回予定： ４月９日（土）10時～12 時

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊次回予定：３月 21日(月) 10 時～12 時
      ４月６日（水） 10時～12 時

カブトムシ ＊

その他の
報告・連絡事項

＊４月 10日（日）に緑ネットによる再発見ツアーで、秋山の森に来森が予定さ
れています。通常の活動時間帯でご協力をお願いします。

＊地権者が依頼された業者（小野瀬）が、西側道路沿いの枝落しを行った。

次回定例活動予定 ＊４月４日（月） 10時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊カブト虫の養生箱のホダ木に沢山のシイタケが出ていた。分けてお土産に。

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

集積しておいた伐倒竹の移動が完了

森へのお礼 植栽

池の手入れもやり易くなりそう

電線に架かる枝の枝打ち


