
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 177回 

 2017年４月 19日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森の北側道路・フェンス沿いの雑草の整備・清掃。外周のゴミの回収。 

＊マダケの間伐・整理。 

＊池の周辺の整備 

＊西側畑に伸びているクヌギの枝落し処理。（処理を懇願されている木とは別） 

＊枝落し若しくは伐倒を懇願されているクヌギの周りの竹・雑草の整理。 

＊散策路・北側伐倒後地に芽を出したモウソウ筍の採取。 

＊北側伐倒後地にサクランボの苗木を植栽。 
 南東駐車スペースにスズランの株を植栽。 

参加者：１５名 ①伊藤･高木･佐竹 ④野坂･山下 ⑤青木･三角 ⑧斉藤･佐々木･高橋 ⑫田中 

⑭海津 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊４月８日(土) 「カートンドッグをつくろう」は雨天のため中止 

＊次回予定：５月 20日(土)「森ヨガ in秋山の森」(OF秋山の森の公開日) 

チェーンソークラブ ＊４月５日（水）は中止 

＊４月 17日（月） 10時～12時  参加者：野口･山下･横山･萩原･松田 
伐採竹を使い、フェスティバル時の竹馬・竹ぽっくり作り 

＊次回予定：５月３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 

＊クヌギの枝落しについて､西隣 渡辺さんから再度要望があった｡ 

5月 1日の活動日に地権者･渡邉様が来森｡現場を見て判断を仰ぐことに｡(電話に

て:松田) 

＊陣ヶ前わいわい食堂の「水村よりか」さんが、子ども食堂のイベントに使う竹
ボックリの竹がほしいとのことで来森。モウソウチク１本を持ち帰られた。 

＊シャベルが破損し、あらたに３本購入予定。」 

＊５月 14日(日) 古ヶ崎小学校で読み語りボランティアの霞さんグループによる 

イベントを開催。 

＊４月 24 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を行

います。時間の取れる方の協力をお願いします。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月１日(月) 10時～12時 

クヌギの枝落し作業 要求のあるクヌギ 

枝は二連ハシゴの上部 

クヌギの周りの整理 

STG イベント案内 

池周辺の整備 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 178回 

 2017年５月１日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊外周のゴミの回収。 

＊マダケの間伐・整理。 

＊西側低地部 刈払機２台で草刈り。 

＊倉庫裏の樹木の枯れ枝を処理。 

＊モウソウ竹林内の切り株の処理。 

＊散策路・広場・北側伐倒後地を中心に、モウソウ筍の取り出し。 

＊北側伐倒後地にハンカチの苗木を植栽。 

参加者：１５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 

⑭海津 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：５月 20日(土) 「森ヨガ in秋山の森」 (OF秋山の森の公開日) 

チェーンソークラブ ＊５月３日(水)・15日(月)の活動は共に中止。 

カブトムシ ほか ＊ 

自然観察の記録 ＊キイロスズメバチが１匹飛んでいた。巣場所を探しているのか？ 

＊ギンラン２株が昨年と同じ所で見られた。あらたに１株発見。 

＊活動している間、ツミらしき鳥が森の上を舞っていた。(鳴き声から参加者が 

判断)？ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊クヌギの枝落しについて､地権者･渡邉様が森の西隣 渡辺さんと直接お会いに

なり、現況のままで了解をしていただいた。活動時、渡辺さんが顔をだされ、

承知した旨の話をうかがった(松田応対)。先回の態度とは変わり、和やかに話

し合った。 

＊活動後、東部小学校を訪問。OFの秋山の森版チラシ 750枚(全児童分)を届け
た。新任の校長先生が丁重に応対してくれた。5/20(土)は運動会とのこと。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月１日(月) 10時～12時 

西低地部の草刈り 切り株の整理 

３株目のギンラン 

北西部の草刈り 

ハンカチの苗木 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 179回 

 2017年５月 17日(水) 10時～12時  天気：くもり 

活動内容 ＊広場・散策路を中心に、刈払機により草刈り。 

＊マダケの間伐・整理。 

＊モウソウ竹林内の切り株の処理・整理。 

＊池の周りの整備。 

＊木とロープのジャングルジムの点検（２カ所）。 

＊滑車スラロームの設置場所・乗り場の点検。 

＊北側伐倒後地に、クチナシ・ウメ(各 1本)を植栽。 

＊帰り際に近隣の方から、カーブミラーの周りに木の枝が伸び、ミラーが見ずら

いとの指摘が有り、枝を切り対処した。 

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤･高橋 ⑫田中 ⑭海津 

(秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：５月 20日(土) 「森ヨガ in秋山の森」 (OF秋山の森の公開日) 

チェーンソークラブ ＊次回予定：６月７日(水)  10時～12時 

カブトムシ ほか ＊ 

自然観察の記録 ＊体長３㎝位のクワガタのオスとメスを見つける。越冬したものなのか？ 

＊森の池に、今年はオタマジャクシが見られなかった。例年なら OFの時期に １

㎝位のヒキガエルの子供が見られるのだが……。 

＊クマンバチ１匹、入口付近で飛んでいた。 

その他の 

報告・連絡事項 

＊５月 19日(金)に、ジェイコム東葛葛飾のケーブルテレビ班から取材の申し入

れがあり対応する。OFの紹介、秋山の森の紹介をする。当日の５時 30分頃の

地域ニュースの時間帯で、実況放送とのこと。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月 20日(土) 10時～15時  OF公開日 

池の周りの整備 

ジャングルジムの点検 

広場の草刈り 

マダケの間伐 

切り株を整理したモウソウ竹林 
クワガタの雄と雌 



第６回 オープンフォレスト in松戸 

 

 

        松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録  第 180 回 

 

※公開日：2017 年５月 20 日(土)   10 時～15 時      天候：晴れ 

※来森者：大人 22 名     子ども 16 名      合計 38 名 

※里やま応援団：①小野･伊藤･高木 ②野口 ⑫田中 ⑭海津 (秋山)秋本･小川･松田 ９名 

Save the green とのコラボ 「森ヨガ in秋山の森」 

 

森の紙芝居 

滑車スラローム               竹ドラム？          １本ロープのブランコ 

竹馬あそび  手入れ活動・枝の処理  受付  募金のお願い  



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 182 回（181回も記載） 

 2017年６月５日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森の北東角の、公道に伸び出た枝の枝落し。 

＊先回の活動日に枝落しをし、森内に仮置きしておいた枝を、広場に移動。 
 田中さんの軽トラックが大活躍してくれた。 

＊古いモウソウ竹を伐倒・整理。次回も継続。 

＊池の周りの整備。 

＊マダケの間伐・整備。 

＊高台通路上の枯れ枝を処理。二連ハシゴを伸ばし高枝ノコを使っての作業。 

＊隣家からの要望があり､隣接域の草刈り(刈払機)。森全域を含め次回も継続。 

＊フェンス外側の草刈り(カマを使っての手作業)。次回も継続。 

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木 ⑤青木･三角 ⑥横山 ⑧斉藤･高橋 ⑫田中 ⑭海津 
(秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：６月 10日(土)  10時～12時  

「ワンコイン撮影会 in秋山の森」＋カートンドッグ 

チェーンソークラブ ＊予定の６月７日(水)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 

＊【５月 27日(土) ＯＦ公開日 10時～15 時 晴れ】第 181 回の活動記録 
として記します。 

 ・来訪者：20名（渡邉様・東部小の小原校長先生がおられた） 
 ・里やま応援団：①小野･伊藤･高木 ②野口 ⑫田中 ⑭徳地･海津 (秋山)小川 
 ・枝を輪切りにした組紐ディスクの販売＆募金に 1,719円が集まった。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊６月 21日(水) 10時～12時 

北東角の枝落し 作業前(左)と後(右) 

枝落しは 太い枝に登って作業 

隣家との隣接域 刈払機により除草 枝の搬送に軽トラックの威力はバツグン フェンス外側の除草・清掃 

高所の枯れ枝処理 


