松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年７月４日（月） 10 時～12 時

第 160 回

天気：晴れ

活動内容

＊フェンス周り道路沿いの除草、清掃。
＊森の北側、西側低地、北西側低地、池の周り他、刈払機により草刈り。
＊伐採木・竹の整理。
＊マダケの間伐整備を継続。
＊STG イベントに合わせ、活動範囲と思われる所を草刈り。

参加者：１３名

①小野･高木･伊藤 ②野口･三嶋 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤･佐々木 ⑫田中
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：７月９日(土)10 時～12 時「虫探検 in 秋山の森」
講師：渋谷さん・佐竹さん
＊次々回予定：９月 10 日（土）10 時～12 時（８月はお休み）

チェーンソークラブ

＊７月は中止

カブトムシ

＊まだ姿が見られない。

自然観察の記録

＊東京農工大学の斎藤氏が来森。タヌキは一匹生存しているようだが、かなり
衰弱している様子とのこと。

その他の
報告・連絡事項

＊７月８日(金・10 時～15 時)：千葉県生涯大学校 東葛飾学園 浅間台教室の
２年生 30 数名が来森。地域活動の実践・体験学習を行う。
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。
＊７月９日：ＳＴＧイベント終了後、「ほっとるーむ東松戸／パパラボ」主催の
「流しそうめん（7/18 開催）」の準備を行う。
＊7 月 20 日(水)：
「子どもっとまつど」の方が 8/21 の催しの打合せに来森予定。
＊8 月 1 日(月)：日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の生徒が来森予定。
作品制作用に孟宗竹を伐倒・提供。
＊資材の購入予定：刈払機の刃２枚。バケツ(大)２個。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊７月 20 日（水）

＊次回予定：８月３日(水) 10 時～12 時

10 時～12 時

ツル状の雑草は
手作業で除去
西側低地の除草を継続

STG イベントの準備の除草
ヤブミョウガ

森の中を歩き回る
１㎝程のヒキガエル
フェンス沿いの除草・清掃

樹液を求め群がる昆虫
生育がちょっと遅い？

ヤブカンゾウ

松戸里やま応援団

秋山の森

2016 年７月 20 日（水）

活動記録

10 時～12 時

第 161 回

天気：曇り

活動内容

＊森の南に隣接する家の方から、マダケの敷地内侵食・私道に伸びた樹木の枝の
剪定について相談・要望があり、応急的に対処した。
マダケ 20 数本を伐倒・整理。私道沿いの枝を剪定処理(次回継続)。
＊西側低地、刈払機により草刈り。
＊伐倒後のモウソウ竹の、下から切り取る後処理を行った(継続)。

参加者：１０名

①小野･高木･伊藤 ②野口･三嶋 ④野坂 ⑤三角 ⑧佐々木 (秋山)秋本･松田

Save the Green

＊次回予定：９月 10 日（土）10 時～12 時
（８月はお休み）
＊７月９日(土)「虫探検 in 秋山の森」は雨天のため中止。

チェーンソークラブ

＊次回予定：８月３日(水)

カブトムシ

＊カブトムシ・クワガタはじめ、多くの昆虫が見られた。

自然観察の記録

＊東京農工大学の斎藤氏がタヌキの生態調査に来森。
溜め糞は見つからず、衰弱していた一匹の生存もあやしいとのこと。

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 21 名。モウソウの間伐・整理体験。竹細工を行った。
里やま応援団：①小野･高木 ②野口･壱岐 ④野坂･山下 ⑧高橋･斉藤
(秋山)秋本･小川･松田＝11 名
見学＝⑥横山･石本･萩原･小山･山野辺
＊「子どもっとまつど」の職員の方４名が、秋山の森で行う体験教室の打合せに
来森。高木・松田が応対。
日時：８月 28 日(日) 10 時～13 時
内容：竹の工作教室
今年の応募は、12 組 24 名。児童は全員女子。
＊８月 1 日(月)の活動日、日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の生徒が
来森予定。モウソウ竹の間伐を行う。間伐したタケは作品製作に使用。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊８月 1 日（月）

マダケの伐倒・雑草の刈込後

10 時～12 時

10 時～12 時

西側低地

東側私道の様子

ノコギリクワガタ

伐倒したマダケ

届く範囲の枝を伐採

キタテハコムラサキ

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年８月１日（月） ９時～12 時

第 162 回

天気：曇りのち晴れのち雨

活動内容

＊日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の学生 30 名、教員５名が来森。
モウソウ竹 30 本程を伐採、持帰った。制作作品は後日メールにて受信予定。
＊北側フェンス内側の草刈り。
＊先回に続き、南側隣家との境のマダケを伐採・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 ⑫田中 (秋山)秋本･小川･松田
(市川・わんぱくの森)大峽さん

Save the Green

＊次回予定：９月 10 日(土)

10 時～12 時

＊８月はお休み）

チェーンソークラブ

＊次回予定：９月７日(水)

10 時～12 時

＊８月は休止

カブトムシ ほか

＊矢切の槻さんが昆虫採取に来森。

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊８月 28 日(日) 10 時～13 時 「子どもっとまつど」主催の「竹の工作教室」
を秋山の森で実施。今年の応募は 12 組 24 名。児童は全員女子。
＊８月 25 日(木) 10 時～12 時
幸谷学童クラブ夏休みイベントのお手伝い。
会場は幸谷小学校内
内容は竹材での Ｍｙ箸・コップ作り
里やま応援団のみなさんの協力をお願い。
＊7 月に生涯大学校 東葛飾学園の体験学習で来森した方２名が再来森。
森内を散策。フキ・ミョウガを収穫して帰られた。森の活動にも参加するとの
こと。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊９月５日（月） 10 時～12 時

作業前のミーティング

学生の作業のようす

北側フェンス沿いの除草

マダケの除伐・整理

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2016 年９月５日（月） ９時～12 時

第 163 回

天気：晴れ

活動内容

＊前回に続き、南側隣家侵入道路沿いの枝打ち。ほぼ完了。
＊北側・東側のフェンス内外の草刈り及び投棄ゴミの回収。次回も継続。
＊南側隣家との境の草刈り。次回も継続。
＊ＳＴＧイベントに備え、広場及び西側畑との境(散策路の確保)の除草。
＊稲のはざ掛け用に、マダケ５本ほど間伐。根木内にて利用。

参加者：１２名

①小野･高木･伊藤 ②三嶋 ④野坂 ⑤三角 ⑧斉藤 ⑫田中 (緑ネット)藤田
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：９月 10 日(土)

チェーンソークラブ

＊今月の予定：９月７日(水)・１９日(月)

カブトムシ ほか

＊

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊８月 28 日(日) 10 時～13 時 「子どもっとまつど」主催の「竹の工作教室」
水鉄砲・竹ポックリ・組紐作りのベース作りなどを楽しんだ。
参加者：８家族：小学生 8 名 幼児 3 名 大人 10 名
スタッフ 4 名
応援団：野口・高木・秋本・小川・松田
パパラボ：長木

記録者のコメント

＊１カ月ぶりの森の整備活動は、クズをはじめツル状の草が繁茂。しばらくは、
除草作業を継続。そのためか、弁当ごみ・飲料缶等の投棄ゴミが多くあった。

次回定例活動予定

＊９月 21 日（水）

二連ハシゴを使い 上部の枝打ち

北西側隣家との境

繁茂した雑草

10 時～12 時

｢虫探検 in 秋山の森｣
10 時～12 時

10 時～12 時

作業終了後、見た目にもサッパリした

まだ半分ほどだが 除草後の様子
散策路としての整備

