松戸里やま応援団
2018 年 1 月 17 日(水)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 195 回

天気：曇り

活動内容

＊森の外周りの落ち葉の清掃。
＊伐倒モウソウ竹の整理。
＊伐倒マダケの整理。一部を低地部に敷き詰める。
＊池の周りの落ち葉の整理。
＊広場の落ち葉の整理。一部をカブトムシの養生箱へ。
＊危険木の調査。枯れ枝が目立つ樹木が数本あったが、森のメンバーで処理する
ことが可能と判断した。

参加者：１２名

①小野･伊藤･高木 ②野口 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：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

＊次回活動から、井戸の櫓の作り替えを行う。
＊古ヶ崎小の読み語りボランティアをしている霞さんから、4 月に秋山の森でイ
ベントを行いたい旨、高木さんを介して申入れがあった。
＊田中さんから日本酒の差入れがあった。新年会は中止としたため、応援団の
イベントの時にいただくことにした。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月５日(月)

フェンス周りの落ち葉の清掃

広場にあるソメイヨシノ 枝別
れした部分がかなり朽ちている

「だんご作り in 秋山の森」

10 時～12 時

池の周りの落ち葉の整理

伐倒マダケの整理

タヌキの溜め糞

スチール物置２庫設置
西側低地に咲いたスイセン

松戸里やま応援団

秋山の森

2018 年２月５日(月)

活動記録

10 時～12 時

第 196 回

天気：晴れ

活動内容

＊森の外周りの落ち葉の清掃。
＊北側に積み上げておいた伐倒木の整理。暖房用に利用するため、広場の隅及び
倉庫脇に移動。
＊モウソウ竹林内に積み上げておいた、伐倒モウソウ竹の整理。焼却炉に入れや
すくするため 70 ㎝程にカットし、広場の隅へ搬出。
（継続）
＊広場にあるクリの木の、枯れた枝を切り落とし処理。
＊池の南側、隣接する家との塀の付近のマダケ・雑草を整理。
＊伐倒マダケの整理。一部を低地部通路に敷き詰める。

参加者：１５名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧高橋･斉藤 ⑫田中 ⑭海津･槻
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊１月 27 日(土) 10 時～12 時
「だんご作り in 秋山の森」
森への恩返し：北側歩道・バス停付近の除雪を行った。
参加者：大人８名 子供８名
応援団：野口･高木･小川・松田 ４名
＊次回予定：２月 24 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

＊12 期の浪花さんが来森。秋山の森で畑づくりを行いたいとのこと。雑草対策
にもなり里やま応援団の畑として、森の西側低地の一部をつかって行う事にし
た。詳細はこれからだが、参加を希望される方を募ることにする。
＊井戸の櫓の作り替えは次回から行う。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月 21 日(月)

積み上げてあった伐採木の移動

10 時～12 時

積み上げて置いた伐倒竹の整理

枯れ枝を枝落し処理

上の写真の作業 後の様子

親子で団子作り

低地通路に敷いたマダケ

バス停付近の除雪

森の周囲の落ち葉掃除

松戸里やま応援団
2018 年２月 21 日(水)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 197 回

天気：曇り

活動内容

＊森の外周りの落ち葉の清掃、ごみの回収。
＊過日の降雪の影響を受けた、広場付近の折れた孟宗竹、曲がった孟宗竹 10 本
程を伐倒し整理。一部を工作材にと秋本さんが持ち帰る。
＊池付近のマダケの間伐・整備。
＊2 月 17・18 日に、12 期・浪花さんが畑の耕作を始めた。その時に掘り出され
たゴミの回収。栽培物はジャガイモとのこと。
＊森の南東部(駐車スペースのそば)にサネカズラが繁茂しており、保護作業を行
った。次回も継続。
＊井戸の櫓を新設するため、撤去。
＊以前伐倒し枝打ちしたモウソウの枝部分を、垣根作りに使うとのことで、高木
さんが持ち帰った。

参加者：１３名

①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津
(秋山)秋本･松田 (生涯大学)石井さん

Save the Green

＊今月の予定：２月 24 日(土) 10 時～12 時「ちょこフォンデュ＠秋山の森」
＊次回予定：３月 24 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

＊2／19(月)井戸の櫓の作りの材料を購入。
＊新しい井戸の櫓作りのため、2／26(月)10 時～15 時の予定で臨時活動を行う。
午前のみ、午後のみでかまいませんが、応援団の方々に協力を要請した。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊３月５日(月)

10 時～12 時

池周辺の整備

折れたモウソウ竹の除去作業

竹枝を垣根に再利用することに

新しい櫓を待つ井戸

群生しているサネカズラ

STG のイベントチラシ

松戸里やま応援団
2018 年３月５日(月)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 198 回

天気：曇り

活動内容

＊森の外周りの清掃、ごみの回収。
＊サネカズラが繁茂している森の南東部(駐車スペースのそば)の整備。雑草・
落下枯れ枝・ごみ等を回収。
＊池周りのマダケの伐倒処理ほか、整備。
＊広場に垂れ曲がっていたモウソウ竹１本伐倒処理。
＊東側隣家付近のマダケの整備。
＊2／26(月)に新設した井戸の櫓の追加工事。柱の補強に梁・杭を取り付けた。
また、柱の下部・屋根に防腐剤を塗布。完成までもう少しだが、滑車を使い、
水を汲み上げることが可能になった。

参加者：１５名

①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋･斉藤 ⑫田中 ⑭槻
(秋山)秋本･小川･松田 (生涯大学)石井さん

Save the Green

＊２月 24 日(土) 10 時～12 時
「チョコレートフォンデュ in 秋山」
森への恩返し：竹の間伐・枝落し体験
参加者：10 数組の親子(未確認)
応援団：野口･高木･小川･松田
＊次回予定：３月 24 日(土) 10 時～12 時
「森でごはん 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）

自然観察の記録

＊井戸の脇(階段付近)にウグイスカグラが花をつけている。
＊ヒキガエルも冬眠から覚めたようす。低地部で何人かが目撃。

その他の
報告・連絡事項

＊2／26(月)10 時～15 時に、新しい井戸の櫓作りを行った。
参加者：野口･高木･小川・⑭村井･松田
＊12 期浪花さんが始めた畑は、７畝になった。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊３月 21 日(水)

10 時～12 時

チョコレートフォンデュ作り
池周辺の整備

いい雰囲気に！

モウソウ竹の伐倒

2／26

サネカズラ群周辺の整備

マダケの枝打ち体験
櫓の組立作業
ヘルメットを被り体験作業へ

昨年伐倒した杉材を利用している

ウグイスカグラ

動きの鈍いヒキガエル

