松戸里やま応援団

秋山の森

2016 年４月 20 日（水）
活動内容

活動記録

10 時～12 時

第 153 回

天気：晴れ

＊森の周辺道路の清掃。
＊池の周辺の整備。竹の間引き。
＊遊歩道・バス停近くの孟宗タケノコを処理。
＊東側フェンス沿いに根本が朽ち始めている樹木が 2 本。急ぐことも無さそうだ
が、注意して監察の必要あり。
◎4 月 4 日(月)の活動は雨天にため活動は中止。
この日、チェーンソーの竹切チェーン・竹切ガイドバーを伊藤商会から購入。

自然観察の記録

＊

Save the Green

＊４月９日（土） 10 時～12 時 「焼マシュマロ in 秋山の森」
参加者：スタッフ・家族（小学生以上）8 人、スタッフ家族（乳幼児）4 人、
一般参加：小学生以上の大人 20 人乳幼児 8 人、
千葉大園芸学部学生３名、里やま応援団:野口･高木･西澤･三嶋･松田
総合計：48 人
＊次回予定：５月 14 日（土）10 時～12 時 「森ヨガ in 秋山の森」
｢オープンフォレスト in 松戸｣開放日で松戸里やま応援団とのコラボイベント

チェーンソークラブ
(竹クラフト他何でも)

＊４月６日（水） 10 時～12 時
参加者：野口･横山･松田
４月４日に購入した竹切チェーンを試してみた。モウソウの切り株 10 数本、
マダケの切り株 20 数本を地面に近いとこらから切り取り処理。
木材用のチェーンに比べ刃の数が２倍あり、操作上は楽だった。
＊４月 18 日(月)は、ＯＦ準備のため中止。
＊次回予定：5 月 4 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） 10 時～13 時
天気：曇り
＊「松戸のみどり再発見ツアー37」でスタッフ含め 50 人ほどが来森。
里やま応援団：①高木･佐竹②野口夫婦④野坂⑤三角⑥横山⑫田中(秋山)松田
＊渡邉様関係２家族がタケノコ掘りに来森。
＊隣家渡辺さんから、西側低地のクズギの枝落しの依頼があった。
次はその先のクヌギを……と ありそうで、後日、対応を検討する。
＊孟宗竹林内に、骨と皮だけの状態のタヌキの死骸があった。
◎４月 18 日(月) フェスティバル時に使う竹馬作り。
その折、衰弱したタヌキが森内を歩いていた。

次回定例活動予定

＊５月２日（月） 10 時～12 時

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

参加者：１６名

①小野･高木･伊藤･高橋､佐竹 ④野坂･山下 ⑤青木･三角 ⑦大浦､栗田
⑧高橋,佐々木 ⑬小川 (秋山)秋本､松田

清掃後の道路

池周辺の整備

危険木が 2 本

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年５月２日（月） 10 時～12 時

第 154回

天気：曇り

活動内容

＊ＯＦを控え、その準備のための作業を行った。
＊主に散策路に芽吹いた孟宗タケノコの除伐処理。
＊西側低地散策路の除草。
＊遊具設置下の整備と除草。
＊除伐した竹の集積場所前の除草と整備。
＊マダケ林の整備を継続。
＊ロープ遊具の仮設置。
＊ＯＦ用Ａ３ポスターを４枚、森の周りのフェンスに取り付けた。

自然観察の記録

＊

Save the Green

＊次回予定：５月 14 日（土）10 時～12 時 「森ヨガ in 秋山の森」
｢オープンフォレスト in 松戸｣開放日で松戸里やま応援団とのコラボイベント

チェーンソークラブ

＊次回予定：5 月 4 日(水)

10 時～12 時

(竹クラフト他何でも)

カブトムシ

＊

その他の
報告・連絡事項

＊ＯＦの秋山の森の開放日は ５／１４(土)・１８(水)・２１(土)の３日間。
＊５／12(木) 10 時～12 時
ＯＦ時の遊具の設置・準備を行う。
＊近隣にお住まいの方がご夫婦でタケノコ掘りに来森。散策路・除伐場所のもの
を承知してもらい、数本持ち帰られた。
＊東京農工大の斎藤さんがタネキの溜め糞採取に来森。タヌキの死骸について、
頭部を研究に利用したいとのこと。次回、採取持ち帰りの準備をして来森する。

次回定例活動予定

＊５月 18 日（水）

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

参加者：１２名

①小野･高木･伊藤 ②野口･三嶋 ④山下 ⑤青木･三角 ⑬小川 (秋山)秋本･松田
伊藤さんの友達

除草・整備された 竹の集積場所の前

10 時～12 時

散策路の筍を除伐

ロープ遊具を仮設置

隣の畑との境を２ｍほど刈払。刈った草はこの後整理した

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年５月 14 日（土）
活動内容

第 155 回

10 時～15 時

［ＯＦ開放日］

天気：晴れ

＊第５回ＯＦ 秋山の森の開放日
＊広場及びハンモック設置場所を刈払機で草刈り。
＊ロープ遊具(滑車スラローム・ブランコ・ジャングルジム)、ハンモックの設置。
＊森の中での体験(タケノコ掘り・モウソウ竹の伐倒・オタマジャクシ観察)。
＊みどりと花のフェスティバルで相談のあった家族が来森。竹馬作りを指導。
＊高木さんによる紙芝居。(ＳＴＧの時の定番になった)
＊小川さん提供の竹笛・パズルなどで遊ぶ。
＊来森者：大人 54 名･子供 52 名(下記ＳＴＧ分も含む)､応援団スタッフ 9 名､
合計 115 名。

スタッフ参加者：９名 ①高木･伊藤･佐竹 ②野口･西澤 ⑬小川 (秋山)秋本･松田 (緑ネット)高橋
Save the Green

＊５月 14 日（土）10 時～12 時 「森ヨガ in 秋山の森」
｢オープンフォレスト in 松戸｣開放日で松戸里やま応援団とのコラボイベント
＊参加者：大人 23 名・子供 24 名、合計 47 名 (スッタフ含む)
＊次回予定：６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)

＊５月４日(水)
13 時 30 分～16 時
ＯＦ時の遊具の設置・準備
ギンランが２株開花していた。先日のタヌキが竹林内を歩いていた。
＊５月 16 日 (月)は中止。

カブトムシ

＊

その他の
報告・連絡事項

＊今後のＯＦの秋山の森の開放日は ５／１８(水)・２１(土)。
＊５／12(木) 10 時～12 時
ＯＦ時の遊具の設置・準備を行った。
参加者：野口・秋本・小川。松田
＊ヒヤリハットの報告：今日のＯＦの終盤、ブランコのロープ(新品)が枝との
摩擦で切断した。ブランコが最下位部での出来事で、幸いケガはなかった。

自然観察の記録
記録者のコメント
（記録・松田）

＊ＳＴＧとのコラボであったものの、大勢の来森者があり楽しんでもらえた
＊ブランコでハプニングがあったが、無事に終了できたことに安堵。

次回定例活動予定

＊５月 18 日（水）

10 時～13 時

最高部は５m 程

ハンモック・滑車スラロームは盛況

ＯＦ同時開催

高木さんのオタマジャクシの
話しに聞き入るみなさん

山本さん指導のもと

森ヨガを楽しむ

好評の紙芝居

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年５月 18 日（水）
活動内容

第 156 回

10 時～13 時

［ＯＦ開放日］

天気：晴れ

＊森の活動日と並行して、秋山の森の開放日とした。
＊森の周りの道路の清掃。
＊フェンス沿いのゴミ拾い。バス停付近で、飲物のボトル･缶が多くあった。
北側フェンスの中に自動車室内のボードの投棄があった。
＊枯れたモウソウ竹 10 本程度を伐倒。
＊刈払機により、西側低地の草刈り。次回も継続。
＊マダケの間伐を継続。
＊ＯＦの来森者：大人６名･子供２名。

スタッフ参加者：12 名 ①高木･伊藤 ②野口･三嶋 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑫田中 ⑬小川
(秋山)秋本･松田
Save the Green

＊次回予定：６月 11 日（土）10 時～12 時

チェーンソークラブ

＊６月１日(水)

カブトムシ

＊

その他の
報告・連絡事項

＊今後のＯＦの秋山の森の開放日は ５／２１(土)。
＊タヌキの生態観察のため、東京農工大の斎藤さんが来森。

自然観察の記録

＊ヒキガエルのオタマジャクシがカエル(1 ㎝弱)に変貌する時期のようで、池の
中で一緒に泳いでいた。また、トンボ(種類は不明)の産卵が見られた。

記録者のコメント
（記録・松田）

＊ＯＦも平日のため来森者は少なかったが、好天の中ゆっくりと新緑を楽しまれ
たのでは。 池も良く観察すると他にも生物が居そうです。

次回定例活動予定

＊５月 21 日（土）

低地部の草刈り

トンボ(種類？)の産卵

水の波紋が見ずらいかも

10 時～12 時

10 時～15 時

ＯＦ開催

14 日続き来森されたご家族

新緑の森を散策後

昼食も楽しまれた

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年５月 21 日（土）
活動内容

第 157 回

10 時～15 時

［ＯＦ開放日］

天気：晴れ

＊森の開放日。
＊北側道路の清掃。
＊倉庫北側に集積しておいた、竹及び伐倒材の整理を始めた。
＊刈払機により、森の北側フェンスまでの草刈り。次回も継続。
＊古い孟宗竹５本程度を伐倒。
＊ＯＦの来森者：大人１０名･子供７名。

スタッフ参加者：６名 ①高木･小野 ②野口 ④野坂 (秋山)秋本･松田
Save the Green

＊次回予定：６月 11 日（土）10 時～12 時

チェーンソークラブ

＊６月１日(水)

カブトムシ

＊

自然観察の記録

＊鷹類のツミの幼鳥(目と口ばしが黄緑色)が２羽竹林内の水溜めで水浴びを
していた。

その他の
報告・連絡事項

＊先回同様に、スズメバチが一匹池の付近で飛んでいた。巣作りを始めている？
要注意です。
＊タヌキの生態観察のため、東京農工大の斎藤さんが来森。

記録者のコメント
（記録・松田）

＊秋山の森のＯＦ３日目。来森者は少なめで、受付を除いては森の作業を行った。
＊鷹の写真は、ＯＦで来森された近隣在住の江藤さんが提供。

次回定例活動予定

＊６月６日（月） 10 時～12 時

10 時～12 時

森の北側の草刈り、写真左端に見える集積材の整理を始めた

ハンモックで休息
水浴びしていたツミの幼鳥

子供に人気の滑車スラローム

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年６月６日（月） 10 時～12 時

第 158 回

天気：曇り

活動内容

＊公道沿いのゴミ拾い、草刈、清掃。
＊伐倒･集積しておいたモウソウチクを 1ｍ程にカットし整備｡後日処理する。
＊エノキ１本、クサギ２本を伐倒。
＊森の北側・西側低地の草刈り。
＊池の周りのマダケの間伐整備。
＊池の縁低地部にキスゲの株を植栽。
＊モウソウ・マダケの切り株 20 数本を整理。

参加者：１２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 ⑬小川
(秋山)秋本･松田

Save the Green

＊次回予定：６月 11 日（土）10 時～12 時

チェーンソークラブ

＊６月１日(水)
10 時～12 時
参加者：野口・小川・松田
＊次回予定：６月 20 日(月) 10 時～12 時

カブトムシ

＊

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊千葉県生涯大学校 東葛飾学園 浅間台教室の職員・西川さんともうお一人２
名で来森。７月８日(金)に秋山の森で行う、里山ボランティア体験の打合せ
を行った。野口・高木・松田が応対。
＊上矢切にお住いの槻(けやき)さんが昆虫採取に来森。成果は？

記録者のコメント
（記録・松田）

＊
＊

次回定例活動予定

＊６月 15 日（水）

マダケの間伐・整備

10 時～12 時

北側の草刈りと集積材の整備

西側低地で見かけたベニシジミ

公道周りの清掃及び草刈り
西側低地の草刈り

池の縁にキスゲを植栽

松戸里やま応援団

秋山の森

2016 年６月 15 日（水）

活動記録

10 時～12 時

第 159 回

天気：曇り

活動内容

＊東側道路沿いの草刈、清掃。
＊1ｍ程にカットし集積しておいたモウソウチクを広場隅に移動。
＊森の北西側低地を刈払機により草刈り。
＊マダケの間伐整備を継続。

参加者：１１名

①小野･高木･伊藤 ②三嶋 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤･佐々木 ⑬小川
(秋山)秋本･松田

Save the Green

＊６月 11 日(土)10 時～12 時「初夏のグリーンアレンジメント in 秋山の森」
一般参加者：大人３名・子供３名・STG スタッフ２名
応援団：秋本・小川・高木・野口 ４名
＊次回予定：７月９日（土）10 時～12 時
＊入口からの車進入路上に、モグラが地上に出て死んでいた。
＊古いモウソウチク３本伐採・整理。

チェーンソークラブ

＊次回予定：６月 20 日(月)

カブトムシ

＊

自然観察の記録

＊東京農工大学の斎藤氏が、タヌキの溜め糞採取に来森。一匹は居るようだが
ゲリをしているようで、衰弱しているのでは、とのこと。

その他の
報告・連絡事項

＊７月８日(金・10 時～15 時)に秋山の森で、千葉県生涯大学校 東葛飾学園
浅間台教室の２年生 30 数名が、地域活動の実践体験を行う。
座学・モウソウチクの伐倒体験・竹工作を行う予定。
時間のある方の応援をお願いしたい。

記録者のコメント
（記録・松田）

＊

次回定例活動予定

＊７月４日（月） 10 時～12 時

伐倒材の整理

フェンス沿いの除草・清掃

10 時～12 時

手作りのグリーンアレンジメント

ちえりん先生の森育あそび教室

