松戸里やま応援団

秋山の森

2017 年 1 月 18 日(水)

活動記録

10 時～12 時

第 171 回

天気：晴れ

活動内容

＊森の外周の落ち葉の清掃。ゴミの回収。
＊刈込をした笹の整理｡(森の北側)
＊伐倒後、集積しておいたモウソウチクの整理。(森の北側)
＊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整理。
＊モウソウ竹林内の枯れた杉の木２本を伐倒。井戸の櫓に使用の予定。

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 ⑥横山 ⑧斉藤 ⑫田中
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊１月 14 日(土)
10 時～13 時
森への恩返し:伐採枝の薪づくり
参加者：34 名(うち幼児 10 人)
＊次回予定：２月 11 日(土)

「餅つき大会 in 秋山の森」
詳細はネット｢save the green@akiyama｣で
応援団：野口･高木･秋本･小川･海津･松田

10 時～12 時

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

＊

その他の
報告・連絡事項

＊１月 14 日 地主渡邉様から酒肴料をいただきました。応援団会計に入れます。
＊2 月 5 日(日) 13 時～ 木育・森育楽会実行委員会主催による東京地方大会が
(株)内田洋行 新川本社で開催。｢松戸の森での子どもを育む活動について｣
高木さんが紹介する。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月６日（月） 10 時～12 時

この時期恒例の落ち葉 の清掃

刈込んだ笹の整理
餅つきに子供も参加

ミゾ腐れ病の枯れたスギを伐倒

伐倒したスギの皮剥ぎ
森への恩返しは薪作り

松戸里やま応援団
2017 年２月６日(月)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 172 回

天気：晴れ

活動内容

＊南東 駐車スペースに積み上げて置いていた伐採枝の整理。
＊森の外周の清掃。ゴミの回収。
＊伐倒後、集積しておいたモウソウチクの整理。(森の北側)
＊間伐したマダケの整理。(継続)
＊古いモウソウ竹 13 本程を伐倒・整理。
＊先回伐倒した杉の木の皮剥ぎ。

参加者：１４名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑥横山 ⑧斉藤･佐々木 ⑫田中
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：２月 11 日(土)
10 時～12 時
「ホクホク焼きいも＆甘酒 in 秋山の森」

チェーンソークラブ

＊2 月 1 日(水) 10 時～11 時 30 分
横山・松田
現在参加メンバーは３名だが、活動を継続することを確認。今後、機材の扱い・
メンテナンス等の研修会を企画することも考慮する。
＊次回予定：２月 20 日（月）10 時～

カブトムシ ほか

＊カブトムシの養生箱が１箱新設されていた。

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊１月 25 日(水) 14 期生 10 名ほどが、フィールド視察の途中に来森。
森の中を案内。グループ立ち上げ時の話等､歓談して帰られた。（松田が応対）
＊２月５日の木育･森育楽会の内容が話題に。松戸里やま応援団関係については
別メールにて配信。
（2/6 高木さんから配信済）
＊江戸川区の方(高梨畳店)が地鎮祭に使いたいとのことで、マダケ４本を所望。
提供した。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月 15 日（水）

落ち葉にうもれている 伐倒枝

整備後の駐車スペース

10 時～12 時

間伐モウソウチクの整理

皮剥ぎは

夢中にさせます

伐採マダケの整理

松戸里やま応援団のＰＲブース

松戸里やま応援団

秋山の森

2017 年２月 15 日(水)

活動記録

10 時～12 時

第 173 回

天気：晴れ

活動内容

＊北東出入口からの通路脇にあるクヌギ、横に太く伸びている枝がかなりの部分
で朽ちており、枝落しを行った。
＊南東出入口からの通路脇にあるケヤキも枝が枯れており、これも枝落し処理。
＊井戸の傍にあるケヤキ(？)の枯れた小枝。高所のため、野口さん特製のパチン
コを使い、ロープを絡め引き落とした。
＊森の外周の清掃。ゴミの回収。
＊伐倒後、集積しておいたモウソウチクの整理。(森の北側)
＊間伐したマダケの整理。(継続)
＊モウソウチク林内雑草抜きなど、竹林内の整備。

参加者：１３名

①小野･伊藤･高木･佐竹･森田 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧佐々木
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊２月 11 日(土)
10 時～12 時
「ホクホク焼きいも＆甘酒 in 秋山の森」
参加者：
応援団：野口･高木･秋本･松田
＊次回予定：３月 11 日(土)
10 時～12 時

チェーンソークラブ

＊２月 20 日（月）は中止。

カブトムシ ほか

＊

自然観察の記録

＊タヌキの新しい溜め糞を確認。昨年病弱で消滅したと思われたが、糞の量から
あらたに番いが棲みついたと思われる。

その他の
報告・連絡事項

＊２月 27 日(月) 10 時～12 時 高塚新田八幡神社参道脇の伐採後の整理活動。
時間のとれる方の協力をお願い。

記録者のコメント

＊朽ちていた枝落しを３ヵ所行ったが､これからも森内の注意深い観察が必要。

次回定例活動予定

＊３月６日（月） 10 時～12 時

枝落ししたクヌギ

○印の枝

枝にロープをかけ

根本にチルホール

森に恩返しは落ち葉の整理

間伐モウソウチクの整理

枝落ししたケヤキ

○印の枝

落ち葉の整理中

フキの芽を収穫

松戸里やま応援団
2017 年３月６日(月)

秋山の森

活動記録

10 時～12 時

第 174 回

天気：晴れのち曇り

活動内容

＊森の東側･高台のスタードーム付近から南側に向けた散策路を、刈払機で刈込。
落下･枯れ枝も多く、次回整備する。
＊森の外周の清掃。ゴミの回収。
＊伐倒後、集積しておいたモウソウチクの整理。(森の北側･継続)
＊間伐したマダケの整理。(継続)
＊南西･低地部に野バラの株があり、周りを整備。
＊北部･伐倒跡に、ニワトコ・ガマズミ・ニシキギを植栽。

参加者：１２名

①小野･伊藤･高木 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤･佐々木 ⑫田中 ⑭海津
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：３月 11 日(土)
10 時～12 時
「もくもくくんせい in 秋山の森」

チェーンソークラブ

＊３月１日（水） 10 時～12 時
野口・松田
井戸の櫓建て替え前準備。柱材の加工を始めた
＊次回予定：３月 20 日(月)
10 時～12 時

カブトムシ ほか

＊

自然観察の記録

＊竹林内整備中 早くもタケノコを見つけ、炭火で焼き食した。甘みが有り美味
しくいただいた。

その他の
報告・連絡事項

＊ヒヤリハット報告
植栽していた高木さんの脇に、伐倒したモウソウ竹が倒れ、先端の笹葉が体を
かすめた。竹の𠀋､伐倒方向､人･障害物の確認､声掛けが出来ていなかった。
＊今年のＯＦの秋山の森の開放日は、５月 20 日(土)・27 日(土)の２回。
来森者応対、遊具看視などの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

＊３月 15 日（水）

10 時～12 時

スタードームから南に向け

刈込

バラを囲っていたツル草などを除去

今年初物のタケノコ

４本の苗木を植栽

東側道路の清掃

燻製作りは好評です

松戸里やま応援団

秋山の森

2017 年３月 15 日(水)

活動記録
9 時～10 時

第 175 回
天気：小雨

活動内容

＊前夜から小雨の天候で、通常の活動は中止とした。
＊高木さんが孤軍奮闘。河津サクラとウスギモクセイ（別名 四季咲き
モクセイ）の２本を植栽。

参加者：１名

①高木

Save the Green

＊３月 11 日(土)
10 時～12 時 「もくもくくんせい in 秋山の森」
森への恩返しは、東側高台部の散策路の整備。
参加者：30 名ほど(未確認)
応援団参加：高木・小川・松田
＊次回予定：４月８日(土)
10 時～12 時

チェーンソークラブ

＊３月 20 日(月) 10 時～12 時 参加者：野口・横山・三角・松田
井戸に設置する櫓作り
アジサイ２株・ビワ１株を植栽。
＊次回予定：４月５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

＊３月 26 日(日) 10 時～12 時
古ヶ崎小で読み語りのボランティアをされている霞さんのグループ
による、里やま体験の催しを開催。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊４月３日（月） 10 時～12 時

アズマネ笹・落ち葉・落下枯れ枝等の整備
散策ルートがひとつ増えました

河津サクラ

ウスギモクセイ

豊富な商材のくんせい、森で焙煎 した珈琲
をいただきながらの歓談のひととき

