
  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 184回 

 2017年７月３日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊東・北側のフェンス外側、公道にはみ出た草を剪定用バリカンで刈込。 

＊森の周りのゴミの回収・清掃。 

＊マダケの間伐・整備。 

＊西側低地部・南部駐車スペース・北西部の草刈り。刈払機４機使用。 
 次回も継続。 

＊南隣・石井さん宅裏に侵食したマダケ 10数本を伐倒整理。 

参加者：１４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 
(根木内)三嶋 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊６月 10日(土) 10時～12時 「ワンコイン撮影会 in秋山の森」＋ｶｰﾄﾝﾄﾞｯｸﾞ 
 森への恩返し：北側フェンス内の草刈り 
参加者：20名ほど   応援団：野口･高木･秋本･小川･松田 

＊次回予定：７月８日(土) 10時～12時 「夏の虫をさがそう in秋山の森」 

チェーンソークラブ ＊６月 19日(月)・７月５日(水)は中止。 

＊次回予定：７月 17日(月)も｢ パパラボ｣と｢ほわほわ｣の応援のため中止。 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊６月 21日(水)は雨天のため森の活動は中止。 

＊７月 12日(水) なごみ保育園 打合せに来森。 10時～  秋山の森 

＊７月 17日(月)｢ パパラボ｣と｢ほわほわ｣によるイベントに協力。9:30～13:00 
 会場:向新橋青年館(松戸市紙 805-1)  流しそうめん・竹工作 他 

＊７月 19日(水)活動日 子どもっとまつど打合せに来森。10時～ 秋山の森 

＊７月 31日(月) 10時～15時 日本テレビ番組｢鉄腕ダッシュ｣のロケの予定。 
        (10日の予定が変更になった) 

記録者のコメント ＊夏季になり、他の団体との交流イベントが多くなった。時間のとれる方の 
 協力をお願いしたい。８月のイベント予定は次回の活動記録にのせます。 

次回定例活動予定 ＊７月 19日(水) 10時～12時 

フェンス外側は剪定バリカンで草刈り 

６月の STG 森への恩返し 

 

森の西側一帯 刈払機 4 機で草刈り 

フェンス外側の作業はとりあえず完了 

パパラボのチラシ 

 



  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 184回 

 2017年７月 19日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森のフェンス周りのゴミの回収・清掃。 

＊北西低地部・北部の草刈り。 

＊マダケの間伐・整備。 
＊東側フェンス内、剪定バリカンで草刈り。次回も継続。 

参加者：１１名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑭海津(秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊７月８日(土) 10時～12時 「夏の虫をさがそう in秋山の森」 
講師：佐竹さん  参加者：大人 15名･小学生 6名･幼児 4名 計 25名 
応援団：野口･高木･秋本･小川･横山･岡部･三嶋･佐竹･松田 計 9名 

＊次回予定：９月９日(土) 10時～12時  

チェーンソークラブ ＊次回予定：未定 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊７月 12日(水) 秋山の森でなごみ保育園の保母さん二人と打合せ。園児の秋山 

 の森への訪問について、園長先生と相談するとのこと。 
＊７月 17日(月) ｢パパラボ｣と｢ほわほわ｣によるイベントに協力。9:30～13:00 
 会場:向新橋青年館(松戸市紙 805-1)  流しそうめん・竹工作 他 
 応援団参加：野口･高木･秋本･小川･野坂･岡部･横山･村井･三嶋･松田 

＊子どもっとまつどのスタッフ４名が打合せに来森。野口･小川･松田が対応。 

秋山の森での実施日は８月 27日(日) ９時～12時 竹笛･水鉄砲作り 他 
＊ＮＹタイムズ大西さんが来森。里やま応援団について取材。高木さん対応。 
＊三嶋さんの紹介で近隣の石井さんが来森｡仲間と活動に参加したいとのこと｡ 
＊囲いやまの馬場さんが来森。秋山の森の植生を観察。 

＊７月 24日(月) 10時～12時 高塚八幡神社参道脇緑地の整備活動。 

 時間の取れる方の協力をお願いしたい。 

＊７月 31日(月) 日本テレビ番組｢鉄腕ダッシュ｣のロケの予定。 

10:00～10:45  14:15～14:55の２回に分けて撮影予定。 

＊８月 17日(木) 10時～12時 ｢幸谷学童クラブ｣ 場所:幸谷小グラウンド 

竹ポックリ作り 他 

＊８月 26日(土) ｢上本郷第 2放課後児童クラブ｣ 水鉄砲作り 他 
8/19(土)秋山の森にて竹材の切出し（場所・時間等は次回の活動記録で） 

記録者のコメント ＊佐竹さんのご厚意を受け 作業後みんなで西瓜をいただきました。 

次回定例活動予定 ＊８月７日(月) 10時～12時 

STG 佐竹さんの話に聞き入る 
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  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 185回 

 2017年８月７日(月) ９時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森のフェンス周りのゴミの回収・清掃。 

＊西 畑との境地・フェンス内・散策路の草刈り。 

＊マダケの間伐・整備。 

＊日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の学生 30名程、教員５名が来森。 
 ５班に分け、モウソウ竹 50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。 

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧高橋 ⑭海津 (根木内)三嶋 

(秋山)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９日(土) 10時～12時 （８月は休止） 

チェーンソークラブ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊８月 17日(木) 10時～12時 ｢幸谷学童クラブ｣ 竹ポックリ作り 他 

場所:幸谷小グラウンド 

＊８月 26日(土) 13時～ ｢上本郷第 2小学校学童クラブ｣ 水鉄砲作り 他 
        場所：上本郷第２小学校内学童クラブ前広場 

８/19(土)  10時～ 秋山の森にて竹材の切出し 

＊８月 27日(日) ９時～12 時 「子どもっとまつど」水鉄砲・竹笛作り 他 

＊８月 28日(月) 10時～12時  高塚八幡神社参道脇緑地の整備活動。 
     時間の取れる方の協力をお願いしたい。 

＊７月 31日(月)の日本テレビ番組｢鉄腕ダッシュ｣の 
ロケは、野口･松田で対応。放映日は未定。 

記録者のコメント  

次回定例活動予定 ＊８月 16日(水) 10時～12時 

作業前に注意事項の説明 

 

竹についての説明に聞き入る 

 

孟宗竹の伐倒・枝打ち作業 

 

散策路の草刈り 

 

畑との境の草刈り 

 

ロケ準備中のスタッフ 

 

 



  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 186 回 

 2017年８月 16日(水) 10時～11時  天気：小雨 

活動内容 ＊北側フェンス内の草刈り。 

 森の手入れ活動はこれのみ。 

参加者：５名 ①伊藤･高木 ⑭海津 (秋山)小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：９月９日(土) 10時～12時 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊ＮＹタイムズ大西さんが同僚の方 1名を連れ再来森。高木・松田が応対。 

 常盤平団地を拠点に、高齢化の地域問題・孤独死問題等の取材をしているとのこ 
と。応援団最高齢の伊藤さん(91歳)の生活行動に関心を持っている様子。 

 

[以下は、先回の記録と同様] 

＊８月 26日(土) 13時～ ｢上本郷第 2小学校学童クラブ｣ 水鉄砲作り 他 
        場所：上本郷第２小学校内学童クラブ前広場 

８/19(土)  10時～ 秋山の森にて竹材の切出し 

＊８月 27日(日) ９時～12 時 「子どもっとまつど」水鉄砲・竹笛作り 他 

＊８月 28日(月) 10時～12時  高塚八幡神社参道脇緑地の整備活動。 
     時間の取れる方の協力をお願いしたい。 

記録者のコメント ＊小雨の中だったが、ＮＹタイムズの記者が訪れたいとのことで、５名が参加。 

 途中で雨足が強くなり、１時間ほどで解散とした。 

次回定例活動予定 ＊９月４日(月) 10時～12時 

フェンス沿いを刈払機で草刈り 

 



  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 187回 

 2017年９月４日(月) 10時～11時 30分   天気：小雨 

活動内容 ＊西側低地部、刈払機２台で草刈り。隣地畑との境から３ｍほどの幅で南北に 

わたり刈込み。 

参加者：８名 ①小野･伊藤･高木 ④野坂 ⑫田中 (秋山)秋本･小川･松田 

青字の方は、来森したものの雨のため帰宅 

Save the Green ＊次回予定：９月９日(土) 10時～12時「ミニリースを作ろう in秋山の森」 

チェーンソークラブ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊ 

記録者のコメント ＊８月の森での活動は、1回は日大生の対応、2回目は雨天で活動はできず、 

低地の草は伸び放題の状態だった。畑の地主さんから、みどりと花の課を通し 
 草刈りの要請があった。臨時の活動日を設けようとも考えたが、参加者の気概 
 で小雨の中で草刈りを実施。全面的ではないが、隣地からの要請には答えられ 
 たのではと思っている。次回も継続。 

次回定例活動予定 ＊９月 20日(水) 10時～12時 

ＳＴＧイベント案内チラシ 

 

作業終了間際 南側からの様子 

 

作業前 畑との境の様子 

 

草刈り作業中 

 

作業終了後 北側からの様子 

 

https://ameblo.jp/stgakiyama/image-12303898091-14011258400.html


  松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 188回 

 2017年９月 20日(水) 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊森のフェンス周りのゴミの回収・清掃・草刈り。 

＊北西低地部、刈払機２台で草刈り。８割方刈込。 

＊マダケの間伐・整備。 

＊フェンス内、以前に刈り込んだ草の整理。 

＊モウソウ竹林内、４本ほど間伐。 

＊北側伐採後地にハナカイドウ１株植栽。（以前植栽したもので２株枯れていた） 

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高橋 ⑭海津  

(根木内)三嶋･壱岐 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊９月９日(土) 10時～12時「ミニリースを作ろう in秋山の森」 

 森への恩返しは、スタードーム周辺の草刈り 

＊次回予定：10月 28日(土) 10時～12時  ※今後は毎月第４土曜日に実施 

チェーンソークラブ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

カブトムシ ほか  

自然観察の記録  

その他の 

報告・連絡事項 

＊活動を始める折、低地に向かう散策路にキイロスズメバチ１匹飛んでいた。 

偵察に飛来するのか、活動のたびに必ず１匹は見かける。要注意。 

＊９月 25日(月) 10時～12時  高塚八幡神社参道脇緑地の整備活動。 
     時間の取れる方の協力をお願いしたい。 

記録者のコメント ＊３日前の台風、森の中は小枝が落ちていた程度で、大した影響はなかった。 

次回定例活動予定 ＊10月２日(月) 10時～12時 

北西低地部 作業前 

 

北側道路の清掃 

 

ミニリース 力作のお披露目 

 

 

 

作業後 

 

東側道路の清掃 

 


