
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 189回 

 2017年 10月２日(月) 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊東南部 フェンス沿いの２本の樹木の枝落し。道路の視界も良くなった。 

＊東側フェンス内、剪定バリカンを使い、笹・雑草の草刈りと整備。 

＊森のフェンス周りのゴミの回収・清掃。 

＊北西低地部の草刈り。ほぼ終了。 

＊西側低地部 隣地畑との間の草刈り。次回も継続。 

＊マダケの間伐・整備。 

参加者：１１名 ①小野･伊藤･高木 ④野坂 ⑤青木 ⑫田中 ⑭海津･槻 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊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 

＊折畳みの腰掛 23脚(中古)。セレモニーホールで使用していたもので、田中さ 

 んが貰い受けて搬入。森の中での講座などの催しで利用する。貸出もＯＫ。 

＊岡部さん提供のスチール製の物置(中古)の活用を考える。 

記録者のコメント  

次回定例活動予定 ＊10月 18日(水) 10時～12時 

ハシゴの届くところまでの枝落し    切った枝は森の中へ 

 

貰い受けた腰掛 

 

剪定バリカンを使い 笹・雑草を刈込 

 

かなりの枝を処理 

 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 190回 

 2017年 10月 18日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊北側フェンス内、笹・雑草の草刈りと整備。（剪定バリカン使用）。 

＊森のフェンス周りのゴミの回収・清掃。フェンス下部の草の整備。 
 生涯大学に通われる女性お二方の参加で作業も捗った。数は力！？ 

＊倉庫付近から北側を刈払機２台で草刈り。 こちらは生涯大学の男性お二方が 

刈った後の雑草を熊手を使って整理。 

＊モリヒロフェスタの竹細工用に、モウソウ竹１本を間伐。 
 必要部分は取り出したが、残骸は未処理。次回整理する。 

参加者：９名 

ゲスト：４名 

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑫田中 ⑭海津 (秋山)松田 

ゲスト：（生涯大学浅間台教室）石井・菊地・小川・中村（敬称略） 

Save the Green ＊次回予定：10月 28日(土) 10時～12時 ※今月から毎月第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 

＊先週、甚左衛門の森の披露会でスズメバチに刺され、５泊６日の入院をした 

 高木さんが顔見せに森に。治療の過程で声帯を痛めたようで、ミーティング後、 
通院治療のため帰宅。 

＊生涯大学浅間台教室に通われる方４名が、現場での作業体験で来森。 
森の整備活動に参加してくれた。作業後ミョウガを収穫、持帰られた。 

＊先回貰い受けた折畳みの腰掛(中古)。さらに 15脚をいただいた。 
使用する会がありましたらお分けします。 

記録者のコメント ＊いろいろな事情が有り、今回は応援団関係者の参加が少なめでしたが、体験学 

習に来森された４名の方、力になりました。  

次回定例活動予定 ＊11月６日(月) 10時～12時 

貰い受けた腰掛  お分けします 

 

落ち葉の清掃 これからの季節 毎回の作業 

 

森の北側 かなり草刈りができた 

 

体験学習で参加され  積極的に作業してくれました 

 



松戸里やま援団 秋山の森 活動記録 第 191 回 

 2017年 11月６日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森の外周りの落ち葉の清掃。 

＊北側フェンス内、笹・雑草の草刈り。 

＊モウソウ竹の切り株を下から切り取り処理。 

＊池の周りの草刈り及び不要マダケの処理。 

＊東西側マダケの間伐整理。 

＊台風の影響で倒れていたモウソウ竹の処理。 
 この竹を講座の竹細工に使用することで、小浜屋敷の森へ搬入。 

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津･槻 

 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：10月 28日(土) 10時～12時 

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 ＊台風の影響で北西部のモウソウ竹が１本森の内側に倒れていた。地下茎が浅い 

ところだったようで、折れたのではなく倒れた状態だった。それ以外は、小枝 
が落ちていたが大きな変化は無かった。 

＊死にかけたキイロスズメバチ 1匹､広場の隅で見つける｡もう暫く注意が必要｡ 

次回定例活動予定 ＊11月 15日(水) 10時～12時 

倒れていたモウソウ 

 

森の周りの落ち葉の清掃 

 

モウソウの切り株の整理 

 

池の周りの整備 

 



松戸里やま援団 秋山の森 活動記録 第 192 回 

 2017年 11月 15日(水) 10時～12時  天気：曇りのち晴れ 

活動内容 ＊森の外周りの落ち葉の清掃。 

＊モウソウ竹林北側の切り株を下から切り取り処理。 

＊東西側マダケの間伐整理、ほぼ完了。青木さんの成果です。 

＊昨夜の雨で下地が濡れており草刈りはせず、散策路・竹林内・広場の小枝・ 
竹の枝等の整理。 

＊12月の森のゴミの回収のため、集積していた投棄ゴミの分別整理。 

参加者：１１名 ①小野･伊藤･高木･佐竹･岡部 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋 ⑭海津 (秋山)小川･松田 

Save the Green ＊次回予定：11月 25日(土) 10時～12時   ※下記チラシ掲載 

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 ＊タヌキの新しい溜め糞があった。昨年とまったく同じ所で。しばらく居なかっ 

 たタヌキが戻ってきたのか、新規のタヌキが棲みついたのか？ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊ 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊12月４日(月) 10時～12時 

モウソウ竹の切り株の処理 

 

森の周りの落ち葉の清掃 

 

タヌキの溜め糞 

 

2 年程集積していた投棄ゴミ 

 

ヒヨドリジョウゴ 

 

STG のイベントチラシ 

 



松戸里やま援団 秋山の森 活動記録 第 193 回 

 2017年 12月４日(月) 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊森の外周りの落ち葉の清掃。 

＊モウソウ竹林内の切り株を下から切り取り処理。 

＊東側マダケの間伐整理。 

＊森の北西側・南西側、2カ所の雑草を刈払機で草刈り・整備。 

＊東側フェンスからはみ出した枝の枝落し。 

参加者：１１名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑭槻 (根木内)三嶋 

(秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊11月 25日(土) 10時～12時 「アドベントカレンダー作り」 

 森への恩返し：森の外周の落ち葉の清掃 

＊次回予定：12月 23日(土) 10時～12時 

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 ＊植栽したキンカン、多くの実をつけていた。次回には収穫可能。 

次回定例活動予定 ＊12月 20日(水) 10時～12時 

モウソウ竹の切り株の処理 

 

刈払機で草刈り 

 

枝落し後のフェンス沿いの様子 

 

マダケの間伐整理 

 

美をつけたキンカン 

 

「アドベントカレンダー作り」 

 

森への恩返し 

 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 194回  

 

 2017年 12月 20日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森の外周りの落ち葉の清掃。 

＊モウソウ竹林内の切り株を下から切り取り処理。 

＊岡部さん提供のスチール製物置を組み立て。応援団の保存物の置き場とした。 

＊千葉大園芸学部・長原さんが取材に来森。松田が応対。 

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木･佐竹･岡部 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑭海津 (秋山)小川･松田 

ゲスト：石井さん(生涯大学)・長原さん(千葉大･取材に来森) 

Save the Green ＊12月 23日(土) 10時～12時 「クリスマス会＠秋山の森」 

 森への恩返し：落ち葉の清掃・整理    高木さんの紙芝居が復活 
参加者：大人 15名・子供 15名ほど(未確認)  
ゲスト：長原さん・友塚さん(ちば里山センターの広報の方) 
応援団：野口ご夫妻･高木･小川･藤田･松田  

＊次回予定：１月 27日(土) 10時～12時 

チェーンソークラブ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊高木さんから、スズメバチに刺されての入院・通院の保険金が、スポーツ安全 

 保険から振込があり、終了した旨の報告があった。 

＊地権者の渡邉様が来森。新年会にでもとのことで、酒肴料を頂いた。有難う 
 ございます。有効利用します。 

＊岡部さん提供のスチール製物置(小)を、12月 23日(土)の Save the Greenの 
 イベント時に組立をした。 

＊来年のＯＦでの秋山の森の公開日は、４月 28日(土)の一日に決定。 

記録者のコメント ＊今年最後の活動でした。新年も元気にお会いしましょう。 

次回定例活動予定 ＊1月 17日(水) 10時～12時 

モウソウ竹の切り株の処理 

 

森の周りの落ち葉の清掃 

 

スチール物置の組み立て 

 

休憩時 差入れの焼き芋・カステラを食し歓談 

 

ネット上のイベントチラシ 

 

イス取りゲームも楽しみました 
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