松戸里やま応援団
2018 年７月２日(月)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 204 回

天気：晴れ

活動内容

＊フェンス外周のゴミの回収、草刈り、清掃。
＊南西側のマダケの整備。
＊森の北西部、古いモウソウ竹 10 数本を伐倒・整理。
＊西側低地部、散策路付近の古いモウソウ竹 10 数本を伐倒・整理。
こちらは、高木さん指導のもと生涯大学校の男性陣が奮闘してくれた。
＊森の北西部と、西側低地部の畑との境の草刈り。
＊東側道路にフェンスからはみ出し垂れ下がっていた枝２本をカット処理。

参加者：２２名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑫田中･浪花 ⑭海津･槻
(秋山)秋本･小川･松田 (体験参加)千葉県生涯大学校 浅間台教室の方８名

Save the Green

＊６月 23 日(土)
10 時～12 時
「草木染め＠秋山の森」
森への恩返し：西側低地部に伸びたマダケを伐倒。
参加者：大人 14 名
子供 14 名
応援団：野口・高木・小川・松田
＊次回予定：７月 28 日(土)
10 時～12 時
「虫探検 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）

畑・耕作の記録

＊６月 30 日 浪花さんがじゃがいもを収穫。引っ越し用段ボール 3 個弱になっ
た。７／２の参加者に配布した。
＊今月予定：7/12(木)・26(木) 10 時～12 時

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊６月 25 日(月) ９時 30 分～ みどりの行動会議の「七夕プロジェクト」によ
る、マダケを放課後児童クラブにプレゼントするため、マダケ 32 本を提供。
市役所のトラック２台で各施設に搬送。
＊７月７日(土) 10 時～
パパラボ主催の｢ソーメン流し｣のためのモウソウ
竹３本ほどの切り出しを行う。イベントは 7/15(日) 10 時～ 東松戸の向新
橋青年館で開催される。竹材でのカップ・箸作り等で応援参加する。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊７月 18 日(水)

10 時～12 時

草木染め

モウソウの伐倒体験

北西部の草刈り

作業後の森の東側

西側低地部の草刈り

様々な模様が現れた

草刈り・清掃後の国道沿い

森への恩返しはマダケの伐倒

松戸里やま応援団
2018 年７月 18 日(水)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 205 回

天気：晴れ

活動内容

＊フェンス外周のゴミの回収、草刈り、清掃。
＊森の北西部、古いモウソウ竹４本を伐倒・整理。
＊西側低地部の草刈り。
＊森への進入路、２通路の草刈り。
＊北側の草刈り。整備は４分の１程度で次回も継続。
＊南西部のマダケの整理。
＊学童クラブの水鉄砲作りのために提供するマダケを準備。高木さんが搬出。

参加者：１３名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑫田中 ⑭海津 (根木内)三嶋
(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：７月 28 日(土)
10 時～12 時
講師：小川さん(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）

畑・耕作の記録

＊7/12(木) 枝豆を収穫 畑周辺の草刈り・整備
参加者：浪花・近所の女性･田中･海津･松田
＊次回予定：7/26(木) 10 時～12 時

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊次回の活動日(8/6)に、日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の学生が来
森。作品作りのため、モウソウ竹数 10 本を間伐・搬出の予定。昨年は学生
30 名程、教員５名が来森。
＊８月９日(木) 9 時 30 分～12 時 ｢幸谷学童クラブ｣ 水鉄砲作り
場所:幸谷小グラウンド
＊８月 18 日(土) 9 時 30 分～12 時 ｢上本郷第 2 学童クラブ｣ 竹ポックリ作り
場所：上本郷第２小学校内学童クラブ前広場
※学童クラブの活動に、応援団みなさん時間のとれる方の協力をお願いします。

「虫探検 in 秋山の森」

※高木さんからの報告：18 日午後、秋山の森へ行ってスズメバチトラップを仕
掛けてきました。2 か所に各 2 つ。2 つずつというのは誘引剤を変えて、効果
の違いを見るため。誘引剤①ヤクルト＋グレープジュース、②日本酒＋酢＋砂
糖（グレープジュースも少し加えた） 設置場所：畑付近と竹ドーム付近
記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊８月６日(月)

モウソウの伐倒

10 時～12 時

西側低地部の草刈り

森への進入路の 草刈り

北部の草刈り

松戸里やま応援団
2018 年８月６日(月)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 206 回

天気：曇りのち晴れ

活動内容

＊フェンス外周のゴミの回収、草刈り、清掃。
＊北側のフェンス内側の草刈り。次回も継続。
＊南側、隣家との境付近のマダケの整理。
＊日本大学短期大学部建築･生活デザイン学科の学生 36 名・先生５名が来森。
作品作りのためのモウソウ竹 50～60 本を伐倒・持ち帰った。
学生を６班に分け、応援団から各班に 1 名が付き指導にあたった。
＊先回に続き、学童クラブの竹ポックリ作りのために提供するモウソウを準備。
高木さんが搬出。

参加者：１４名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑫田中･浪花 ⑭海津
(秋山)秋本･小川･松田
(市川わんぱくの森)大峽さん

Save the Green

＊７月 28 日(土)「虫探検 in 秋山の森」は雨天のため中止。
＊次回予定：９月 22 日(土)
10 時～12 時
（＊８月はお休み）

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

＊ネギを新たに植栽。他に現在栽培しているものは落花生とキクイモとのこと。
＊次回予定： ８月 23 日(木) 10 時～12 時 （8/9(木)は台風模様のため休み）

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊秋山の森の次回活動予定の８/15(水)は、旧盆のため活動は休みます。
※学童クラブの活動に、応援団みなさん時間のとれる方の協力をお願いします。
＊８月９日(木) 9 時 30 分～12 時 ｢幸谷学童クラブ｣ 水鉄砲作り
場所:幸谷小グラウンド
は台風のため中止。
＊８月 18 日(土) 9 時 30 分～12 時 ｢上本郷第 2 学童クラブ｣ 竹ポックリ作り
場所：上本郷第２小学校内学童クラブ前広場
＊18 日に高木さんが仕掛けたスズメバチトラップには、残念ながらスズメバチ
は捕獲されなかった。確認はできていないが、森の北東エリアにスズメバチを
見かけることが多く、巣があるのでは？とのメンバーからの話もある。
＊日大生・来森のため育苗圃から借用したヘルメットは、学校側が用意してきた
ため未使用で済んだ。７日に返却。
＊日大生によるモウソウ竹の伐倒・搬出は、カリキュラムの変更？等で今年が
最後になりそう… と紹介者の大峽さんから話があった。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊９月３日(月)

10 時～12 時

フェンス内の草刈り

作業前のミーティング

モウソウの伐倒・搬出

スズメバチトラップ

松戸里やま応援団
2018 年９月３日(月)

秋山の森

活動記録

10 時～11 時

第 207 回

天気：小雨・晴れ間あり

活動内容

＊８月中旬の活動を休みにし、１カ月ぶりの活動日。明け方から小雨の降る中
６名が参加。
＊８/６の日本大学短期大学部の学生がモウソウ竹を持ち帰った後、広場に放置
していた残骸廃材の整理を行った。(倉庫脇・井戸の脇・竹林内ほか)
枝打ちをし、集積場所に運搬。
＊森の北部、西部の低地部の雑草が繁茂して気になるが、雨に濡れていることで
手は付けなかった。

参加者：６名

①小野 ⑤青木 ⑫田中(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊次回予定：９月 22 日(土)

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：９月 13 日(木)

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

＊森の北部・西部の雑草、今夏 手つかずの部分もあり、結構繁茂している。
見苦しさもあり、畑の耕作日の９月 13 日(木)10 時～12 時の予定で、草刈りを
中心に臨時活動を行います。時間の取れる方の応援参加をお願いします。

次回定例活動予定

＊９月 19 日(水)

10 時～12 時

10 時～12 時

10 時～12 時

倉庫脇、井戸の脇の廃材の整理。 写真で見る

整理後の様子

倍以上の量があった。

松戸里やま応援団
2018 年９月 13 日(木)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 208 回（臨時）

天気：曇り

活動内容

＊東側フェンス内外のゴミの回収、落ち葉の清掃。
＊北側フェンス内側・植栽エリアの草刈り。次回も継続。
＊北西部、隣家との境付近から畑エリアの草刈り。次回も継続。

参加者：９名

①高木 ②野口 ④野坂 ⑫浪花 ⑭海津 (根木内)三嶋･壱岐
(秋山)小川･松田

Save the Green

＊次回予定：９月 29 日(土)

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

＊カボチャを収穫
＊次回予定： ９月 27 日(木) 10 時～12 時

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊畑付近のクヌギにスズメバチが樹液を吸っていたのを確認。近くに巣がありそ
うで要注意。
＊掲示板の掲示物をリニューアル。３点の掲示物の内容は、直近の松戸里やま応
援団を表現したもの。それに里やま講座の募集ポスターを掲示。

記録者のコメント

＊旧盆で定例活動を休んだ後、今月の月初めの活動が小雨の天候で整備活動が
ままならず、雑草の繁茂を許した状態だったため臨時活動を実施した。
森の北部・西部低地部の草刈りは、５～６割は出来たと感じている。

次回定例活動予定

＊９月 19 日(水)

10 時～12 時

※今月のみ第４土曜日に変更

10 時～12 時

落ち葉の清掃

北部域の草刈り (上下とも)
)
掲示物をリニューアル
北西部域の草刈り (上下とも)

モウソウ竹林内の彼岸花

松戸里やま応援団
2018 年９月 19 日(水)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 209 回

天気：曇り

活動内容

＊北側フェンス内側・植栽エリアの草刈り。ほぼ完了。
＊北西部、隣家との境付近から畑エリアの草刈り。８割ほど終了。
＊西側・隣地畑との境界、1.5ｍほどの幅で草刈り。次回も継続。
＊モウソウ竹林内の切り株を、下から切り整理。

参加者：１１名

①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津
(秋山)小川･松田

Save the Green

＊次回予定：９月 29 日(土) 10 時～12 時
※今月のみ第４土曜日に変更

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： ９月 27 日(木) 10 時～12 時
先回収穫したカボチャを、希望者に配布。

自然観察の記録

＊森の東南部域でビナンカズラ(サネカズラ)が１輪花を付けていた。
撮影した写真が不鮮明だったため、下記掲載の写真はネットから流用。

その他の
報告・連絡事項

＊子どもっとまつど主催による「森であそぼう・竹の工作教室」が、10 月 14 日
(日)９時 30 分～13 時の予定で秋山の森で実施。10 月１日(月)にその準備打ち
合わせに来森の予定。
＊10 月 21 日(日)に行われる、野菊野こども館による｢こどもの国｣に、竹細工の
応援依頼があった。詳細は後日。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊10 月 1 日(月)

北西部域の草刈り

モウソウ切り株の整理

(生涯大)石井

「虫探検 in 秋山の森」

10 時～12 時

北部域の草刈り

ビナンカズラの花 (ネットから )

