
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 199 回

2018 年４月２日(月) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊森の外周りの清掃、ごみの回収。

＊森の南東部に繁茂しているサネカズラ付近の整備。

＊東側高台の散策路の整備

＊東側隣家付近のマダケの整備。

＊井戸の櫓屋根の塗装。次回は杉皮の張り付けを行う。

＊井戸の汲み上げ桶ひとつを新たに取り替えた。

＊物置小屋の上部にあった架かり木の処理。

＊低地部散策路に芽を出した筍を中心に掘り出し収穫。お土産とした。

参加者：１５名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑫田中･浪花 ⑭槻･海津

(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊３月 24日(土) 10 時～12 時 「森でごはん in 秋山の森」
参加者：大人６人、子供８人 応援団：野口･高木･小川･松田

＊次回予定：４月 28日(土)  10 時～12 時（ＯＦ秋山の森公開日）
「森ヨガ 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 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊３／21(水)の活動は雨天のため中止。

＊槻さんから｢クビアカツヤカミキリ｣の被害･対応について、標本･写真を示して
説明があった。

＊秋山の森で畑を始めた浪花さんの紹介。里やま応援団共同の畑地として耕作･
作業を行う事に。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊４月 18日(水) 10 時～12 時

油性ペンキで屋根を塗装

マダケの整備

はみ出ている枝・落下枝を整理

槻さんの話に聞き入る 竹筒各々に一合ほどのお米を入れ炊き上げ

竹筒の炊き立てご飯をいただく

クビアカツヤカミキリ
上がオス、下がメス



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録（臨時）

2018 年４月 23 日(月) 13 時～15 時  天気：曇り

活動内容 ＊南隣家内で伐倒したモウソウチク、塀を越え散策路を塞ぎ放置されたままに

なっていた２ヶ所の整備。

＊森の西側低地部・隣の畑との境の草刈り。刈払機を使い３～４ｍ幅を刈込、

散策路として確保できた。

＊森の北側の一部・フェンス近くまで、刈払機で草刈り。

＊新芽モウソウチクの選別・間引き伐倒を行った。

＊広場上部に枯れ枝があり、処理。

参加者：１３名 ①高木･小野 ②野口･三嶋 ⑦藤田 ⑧斉藤 ⑪加藤 ⑫田中 ⑭金井

⑮石崎･中村 (秋山)小川･松田

その他の

報告・連絡事項

＊OFの森の公開が始まったところでの急な呼びかけに、多くの方がかけつけて

くれました。従来の秋山の森の姿で公開日を迎えられます。感謝いたします。

＊秋山の森の公開は、４月２８日(土) 10 時～15時の予定です。準備は９時から
始めます。よろしくお願いします。

＊28日公開日に、翌日のフェスティバル時の「竹ポックリ」作りを行います。

塀を越え放置されていたモウソウチク    整備後 整備前の池の傍 数本の伐倒竹が

池の傍 塀越しのタケの処理作

西側低地部 散策路を確保



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 200 回 (ＯＦ)

2018 年４月 28 日(土) ９時～16時  天気：晴れ

活動内容 ＊９時からＯＦ公開準備を行った。
ハンモック(２基)・滑車スラロームの設置のほか、組紐作り・ストラップ作り
のスペースを設け、10時に森の公開をはじめる。

＊森の北西側、隣との隣接域を刈払機で草刈り。

＊ Save the Green による「森ヨガ in秋山の森」の実施。

＊高木さんの紙芝居の披露。

＊翌日の｢みどりと花のフェスティバル｣用に、竹ポックリ７セット製作。

＊３時に森の公開は無事終了。フェスティバルに搬入する道具類をまとめ、野口
さん・高木さんに搬送を依頼した。

＊森への来森者：総数６４名（うち子供３０名）

スタッフ参加者：9名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂･山下 ⑫田中 (秋山)小川･松田 (千葉大)長原

Save the Green ＊次回予定：５月 26 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）

畑・耕作の記録 ＊秋山の森での耕作活動は、毎月第 1月曜・第２木曜・第４木曜の月３回の活動
で実施。時間は 10時～12時の予定。11 期･浪花さんを中心に活動します。

自然観察の記録 ＊森の北側にギンラン３株が花をつけていた。目印に枯れ枝を立てた。

その他の

報告・連絡事項

＊千葉大の藁谷さん・松浦さんが、スタッフとしての長原さんの応援に来森。

＊千葉大･柳井先生が来森。しばらく滞在後、野口さんが他の森へ案内。

＊オタマジャクシを採取したいとの子供の発案で、モウソウチクを使い小型の
手提げ桶を４個作成し提供。竹ポックリを逆にしたもの。

＊地権者｡渡邉様が来森。イベントを見守っていただきました。

＊ほわほわ･駒口さんから恒例の｢そうめん流し｣の協力依頼があった。
今年は７月 15日(日)に開催するとのこと。

記録者のコメント ＊ＯＦ準備に２回森で 作業したが、あえてこの日を 200 回目の活動日とした。

次回定例活動予定 ＊５月７日(月) 10 時～12時 ＊モウソウの間伐、早めの草刈りを予定

黙してひたすら糸を回すも 楽しそう森でヨガ 体の硬さをほぐす？

受付での歓談

滑車スラロームは大人気

ギンラン
手入れが行き届けば
もっと増えそう



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 201 回

2018 年５月７日(月) 10 時～12時  天気：曇り

活動内容 ＊森の北側・東側フェンス外周のゴミの回収、落ち葉の清掃。

＊北西側低地部、フキの一部は残し草刈り。ほぼ終了。

＊池付近のマダケの整備。

＊モウソウ竹の間引きによる伐倒。

＊森への進入路脇の枯れ枝(４ｍほどの長さ)を処理。

参加者：１２名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑫浪花 ⑭海津

(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊次回予定：5月 26 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）

畑・耕作の記録 ＊耕作地に種付けした種類は、ジャガイモ・キクイモ・エダマメ・カボチャの

4種。葉もでてきており、土寄せを施した。次回は５/10(木)10 時～12 時。

自然観察の記録 ＊モウソウ竹間伐の際、眠りから覚めたばかりのようで動きが鈍いヒキガエルを

みつけた。そのまま元へ戻す。

その他の

報告・連絡事項

＊火気制限により、伐倒木・伐倒竹の処理方法、集積のしかた等を検討する。

朽ちるまで 10年近くかかることから難題でもある。

＊先回の活動記録にも記載しましたが、秋山の森での耕作活動は毎月第 1 月曜・
第２木曜・第４木曜の月３回の活動で実施。時間は 10時～12時の予定。現在
11期･浪花さんが中心に活動しています。自由参加ですので、関心のある方の
参加大歓迎です。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊５月 16日(水) 10 時～12 時

池の東西側 マダケの整備もほぼ完了

枯れ枝処理の様子 かなり高所でした草刈り作業後の様子

北西低地部 刈払機で草刈り

眠気から覚めやらな
い様子のヒキガエル

森の外周の清掃



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 202 回

2018 年５月 16 日(水) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊森のフェンス外周及び内側のゴミの回収、清掃。

＊池の西側のマダケの整備。

＊森の北西側、ミョウガ群を残し草刈り。

＊枯れたモウソウ竹の伐倒。

＊間伐・伐倒したモウソウ竹の整備。

参加者：１３名 ①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋 ⑭槻 (生涯大学)石井

(秋山)小川･松田 (伊藤さん知人)宿野辺さん

Save the Green ＊次回予定：５月 26 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）

畑・耕作の記録 ＊次回予定：５月 24日(木)  10 時 ～12 時

ジャガイモが花を咲かせている。先回(5/10)は雨天のため活動は中止でした。

自然観察の記録 ＊今年のモウソウ竹は、筍の出も早くまだ出てきている。また近年になく太いも

のが多い。古いモウソウの間伐が今後必要。

その他の

報告・連絡事項

＊里やまフィールドのゴミの回収は、今回は秋山の森は少量で必要無しとした。

＊雑草の繁茂期を迎え、刈払機 1台を購入の予定。(現在は 1台)

＊過去に伐倒したケヤキの切り株が朽ち始めており、スズメバチの巣にならない
よう他の場所も含め観察が必要。(佐竹さん談) 本日も 1匹飛んでいた。

＊千葉県生涯大学校 東葛飾学園 浅間台教室の森の整備体験学習を、秋山の森
で行いたいとの相談があった(石井さん)。後日、学園から連絡があるとのこと。
前回は一昨年７月にモウソウの間伐体験・竹細工を行った。

＊今年の七夕プロジェクトは、秋山の森からマダケを調達する予定。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊６月４日(月) 10 時～12時

フェンス内の草刈り

竹林内の間伐モウソウ竹は集積場所へ

北西低地部 刈払機で草刈り

マダケの整備



里やま応援団 秋山の里里森 活動記録 第 203 回

2018 年６月４日(月) 10 時～12時  天気：晴れ

活動内容 ＊フェンス外周及び内側のゴミの回収、草刈り、清掃。

＊池の周辺のマダケの整備。

＊間伐・伐倒したモウソウ竹の整備。（竹林内、散策路脇など）

＊西側低地部タケノコの伐倒

＊南東部駐車スペースの草刈り。西低地部 畑との境の草刈り

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

(秋山)秋本･松田

Save the Green ＊５月 26 日(土) 10 時～12 時 「秋山の森でヨガ」

森への恩返し：今年芽を出し伸びたモウソウの伐倒(森の北西域)
参加者 大人:11名 子供:12 名   応援団 高木･小川･松田

＊次回予定：６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）

畑・耕作の記録 ＊５月 24日(木) 10 時～12 時  参加者：浪花･松田

＊次回予定：改めてメールで配信します。

今月の活動予定の 6/14・6/28 は、浪花さん別件の用が有り中止。

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊刈払機 1台 (STIHL 製･軽量型)を伊藤商会より購入。秋山の森に刈払機が２台

になりました。貸出は可能です。(松田が受付けます)

＊今年の七夕プロジェクトは秋山の森からマダケを調達の予定。日にちは未定。

＊パパラボ主催の｢ソーメン流し｣が 7/15(日)に開催される。モウソウ竹の提供
及び竹を使った工作の依頼があった。

＊NPO 子どもっと松戸主催｢森であそぼう！｣の一環で、秋山の森では 10/14(日)

｢竹の工作教室｣を開催。

＊一昨年実施した、千葉県生涯大学校 東葛飾学園 浅間台教室の森の整備体験学
習を、今年も秋山の森で行いたいとの申し入れが生徒の石井さんからあった。
日にちは未定。後日、学園から連絡するとのこと。

＊日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の学生が、作品製作のためモウソ
ウ竹を調達したい旨、市川わんぱくの森大峽さんから連絡があった。例年８月
の第 1月曜日の活動日に実施しているが、日にちは未定。(今年で５回目)

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊６月 20日(水) 10 時～12 時

西側低地部に伸びた竹を処理散策路脇の伐倒竹の整備

伐倒モウソウの整備池周辺のマダケの整備 森でヨガ

新規の刈払機を始動

高木さんの紙芝居


