
        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 164 回

2016 年 10 月３日（月） 10時～12時  天気：曇り時々小雨

活動内容 ＊北側および西側低地の草刈り。

＊北側・東側のフェンス内外の草刈り及び清掃。
＊マダケの間伐。
＊投棄ごみの回収。
＊松戸モリヒロフェスタの準備。竹の搬出。

参加者：１１名 ①小野･高木･伊藤 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤･佐々木

(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊次回予定：10月 15 日(土) 10 時～12 時  ｢竹容器でご飯炊き｣

森でのイベントの参考に、参加歓迎！！

チェーンソークラブ ＊今月の予定：10月５日（水） 10時～12 時

      10 月 17 日（月） 10 時～12 時

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊

その他の
報告・連絡事項

＊次回の秋山の森の活動は、入門講座初日のため、翌日の 10月 20日(木)に変更。

＊９月 26日に高塚新田八幡神社参道沿いの森の整備を行った。次回は 10月
24 日(月)の 10時からの予定。協力をお願いしたい。

記録者のコメント ＊小雨交じりの曇りの天気で、蒸し暑い中での活動だった。

次回定例活動予定 ＊10月 20 日（木） 10 時～12 時

西側低地 刈払機での草刈り

北側・東側のフェンス外部の草刈りと道路の清掃フェンス内２m ほどの幅で刈込

北側の草刈り



        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 166 回

2016 年 10 月 20 日(木) 10 時～12 時 天気：晴れ ＊講座のため振替活動

活動内容 ＊東側・北側のフェンス内の草刈り。

＊西側低地の草刈り。
＊マダケの間伐・整理。
＊造林鎌の刃研ぎメンテ。

参加者：６名 ①小野･高木 ②野口 ⑤青木 ⑧斉藤･高橋 (秋山)松田

Save the Green ＊10月 15 日(土) 10 時～12 時  ｢竹で飯盒炊飯｣

参加者：大人 23名・子供 9名／応援団：高木･秋本･小川･松田

＊次回予定：11月 12 日(土) 10 時～12 時

チェーンソークラブ ＊10月５日（水） 10時～12 時 野口・横山・松田

＊次回予定：11月 21 日(月) 10 時～12 時（11/2 は入門講座があり中止）

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊

その他の
報告・連絡事項

＊11月 12 日(土)の STG の活動日に,千葉市役所の職員の方が見学に来森予定。

＊11月 16日(水)の活動日は、入門講座最終日と重なり、翌 17日(木)に変更。
＊10 月 24 日(月) 10 時から高塚新田八幡神社参道沿いの森の整備を予定。

協力をお願いしたい。

＊地権者 渡邉さま来森。森の入口(電信柱との間)にバイク追突した自損事故が
あったとのこと。外壁等の損傷では気になるところは無い。
しばし歓談し、東側沿いの朽ち始めた樹木、大木のクヌギの対処・伐採の話を
した。緊急に対処することは無いが、いずれ伐倒しなければ……とのこと。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11 月７日（月） 10時～12 時

フェンス内 刈払機での草刈
り

語りにも気合がこもった 高木さんの紙芝居

植栽したキンカンに実がひとつ

親子で 竹飯盒づくり

炊き上げは大成功 おにぎりでいただきました！



        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 167 回

2016 年 11 月７日(月) 10 時～12 時 天気：晴れ

活動内容 ＊西側低地(隣地畑 側)の草刈り。

＊倉庫北側の草刈りと整備
＊間伐したマダケの整理。
＊散策路の除草。
＊森の周囲のごみ拾い。

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

小川･松田

Save the Green ＊次回予定：11月 12 日(土) 10 時～12 時  ｢もくもく燻製 in秋山の森｣

チェーンソークラブ ＊次回予定：11 月 21 日（月） 10 時～12 時（11/9 は入門講座のため中止）

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊

その他の
報告・連絡事項

＊11月 12 日(土)の STG の活動日に,千葉市役所の職員の方が見学に来森予定。

＊11月 16日(水)の活動日は、入門講座最終日と重なり、翌 17日(木)に変更。

＊11 月 17 日(木)に東部小学校２年生４クラスの児童 110 名ほどが校外学習で
来森。秋山の森を体感してもらう。10時～11時の予定。
多人数の児童が森の中を散策することで、見守り隊として応援団の方の協力を
お願いしたい。

＊高木さんの読み語り仲間の霞(かすみ)さんが来森。子供達に自然の中での遊び
を体験させたいとのこと。森の整備にも参加して帰られた。

＊講座に参加中の槻(けやき)さんが、松戸の森で採取したカミキリムシの標本を

持参して来森。東部小児童の来森時に披露してもらうことを依頼した。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11 月 1７日（木）10 時～12 時 ＊入門講座のため日にちを変更しています

西側低地の草刈り 倉庫裏の草刈り・整備

save the green@akiyama で検索できます

間伐マダケの整理



        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 168 回

2016 年 11 月 1７日(木) 10 時～12 時 天気：晴れ

活動内容 ＊東部小学校２年生４クラスの児童 111 名・先生 6名が校外学習で来森。

クラス別に森内を案内の後、自由探検。要所に応援団参加者が待機し、児童
を見守る。
槻さん作成のカミキリムシの標本を披露。

＊森の外周の落ち葉の整理･清掃。ゴミの回収。

参加者：１４名 応援団：①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑥横山 ⑧斉藤･佐々木

⑭槻 (秋山)松田
自然観察指導：草野さん･田中さん

Save the Green ＊11月 12 日(土) 10 時～12 時  ｢もくもく燻製 in秋山の森｣

森への恩返し：東側道路の落ち葉の整理･清掃。
参加者：20数名(未確認)   応援団：野口・高木・松田

＊次回予定：12月 10 日(土) 10 時～12 時

チェーンソークラブ ＊次回予定：11 月 21 日（月） 10 時～12 時

      12 月７日（水） 10時～12時

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊

その他の
報告・連絡事項

＊11月 12 日(土)に千葉市役所公園緑地部緑政課の職員の方 8名が視察に来森。

松戸里やま応援団の事例等を紹介。野口代表が応対。

＊八輝の会・小浜の森の会で、生涯大学受講生受け入れ時に使用のため、ヘルメ

ット、テーブルを貸し出し。

＊11月 28日(月) 10時～12時 高塚新田八幡神社参道沿いの森の整備を予定。

協力をお願いしたい。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊12 月５日（月） 10時～12 時

秋は恒例、落ち葉清掃 千葉市役所職員の方々に応対する

マリヤンによる英語絵本の読み語り

高木さんの説明に聞き入る お楽しみの前の恩返しカミキリムシの標本に見入る111 名の児童､皆 元気でした



        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 169 回

2016 年 12 月 5日(月) 10 時～12時 天気：晴れ

活動内容 ＊森の外周の落ち葉の整理･清掃。ゴミの回収。

＊間伐したマダケの整理。

＊刈払機により草刈り。

＊投棄ゴミの細分処理。

＊門松用に孟宗竹を間伐。

参加者：１６名 ①小野･伊藤･高木 ②野口･壱岐･三嶋 ④野坂 ⑤青木 ⑥横山 ⑧斉藤･佐々木

⑫田中･山﨑 (秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊次回予定：12月 10 日(土) 10 時～12 時

「竹キャンドル作り＆焼きりんごのおやつ in秋山の森」

チェーンソークラブ ＊今月は中止

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊タヌキの白骨化した骨があった。（4月に死んでいたもの）

その他の
報告・連絡事項

＊新年 1月 11 日(水)に、里やま応援団としての新年会を二十一世紀の森と広場

アウトドアセンターで開催。詳細は後日配信。(連絡会での話し合い)

＊森の北側に在住の方が、畑の堆肥にするとのことで、道路で掻き集めた落ち葉

を持ち帰られた。（軽のワンボックスカーで荷台いっぱいにして 2回）

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊12 月 21 日（水） 10 時～12 時（今年最後の活動日になります）

きれいに紅葉した広場にある もみじ 白骨化したタヌキの骨

間伐マダケの整備落ち葉の清掃は 東南の近隣まで東側道路の落ち葉の清掃



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 170 回

2016 年 12 月 21 日(水) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊森の外周の落ち葉の清掃。ゴミの回収。

＊北西側のクヌギ５本が枝打ちされていた。
その場に放置されていた枝を、倉庫脇に搬送。ほぼ完了。
STG の｢もちつき｣時に焚付け材として使用予定。

＊間伐したマダケの整理。(継続)

＊モウソウ竹林内の整備。倒れていたもの･伐倒後放置されていたものを搬出･
整理した。(継続)

＊西側畑との境の草刈り。

＊森の入口のフェンスを支える竹材が古くなったため、新たに作り替えた。

参加者：１４名 ①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧斉藤･佐々木 ⑭海津

(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊12月 10 日(土)「竹キャンドル作り＆焼きりんごのおやつ in秋山の森」

＊次回予定：1月 14 日(土) 10 時～13時  「餅つき大会 in秋山の森」

チェーンソークラブ ＊１月は中止

カブトムシ ほか ＊

自然観察の記録 ＊白骨化したタヌキの骨、東農大斉藤さんが採取に来森予定。

その他の
報告・連絡事項

＊新年 1月 11 日 (水)に、里やま応援団としての新年会を二十一世紀の森と広場

アウトドアセンターで開催。詳細は野口代表からメール配信します。

＊11月に校外学習で来森した東部小学校２年生４クラスの児童全員から、お礼

の作文集が届きました。それぞれに体験した感想とお礼の言葉が書かれていま
す。次世代からの思わぬプレゼントです。

＊14期生 海津さんが参加してくれました。高木さんが森内を案内・説明。

記録者のコメント ＊今年最後の活動日、季節はずれの暖かい日和でした。

森を整備し･活用し、無事一年を終えることに感謝するとともに、来年もよろ
しくお願いいたします。

次回定例活動予定 ＊1月 18 日（水） 10 時～12時

2013 年 4月に伐倒したサワラ。

中が朽ちて空洞になっていたも

のを、さらに手を加え仕上げた

太鼓。野口さんの力作。

クラス別のお礼の作文集

倉庫脇に積み上げたクヌギの伐採枝

イベント途中に森への恩返し 落ち葉の清掃

完成した蜜蝋と燭台


