
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 210 回

     

2018 年 10 月１日(月) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊台風一過の名残り、モウソウ・マダケの倒木、小枝の散乱が森内全域に見られ、

手分けしての整理。(次回も継続)
＊台風で折れた竹の伐倒・整理。(次回も継続)

＊東側・北側フェンス内外の雑草・落ち葉の整備・清掃。

＊篠田駐車場の地権者の方が、落ち葉の処理対策で来森。
活動日には当方からも様子を見て、声掛けをすることで帰ってもらった。今回
早速、台風一過の落ち葉等の処理を行った。

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

(秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊９月 29日(土)10 時～12時「虫探検 in秋山の森」降雨のためイベントは中止

STG スタッフ:松戸･山本  応援団:高木･小川･松田
10 数人が集まったことで、高木さんが紙芝居を２話披露してくれた。

＊次回予定：10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）

畑・耕作の記録 ＊次回予定： 10月 11 日(木) 10 時～12時

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊10月 14 日(日)９時 30分～13 時  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」を秋山の森で実施。その準備打ち合わせにスタッフ３名
の方が来森。10組の親子が参加の予定。作品作りは竹ポックリ・竹笛・竹箸・
一輪挿し等が候補に。
※竹細工に関心のある方の応援参加をお願いします。

＊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。  集合：8:45 野菊野こども館  準備開始：9:00～

（こどもの国の受付は 9:30～）竹細工は竹ぼっくり､竹筒弓､竹串コースター等

記録者のコメント ＊台風の影響で枝がかなり散乱していた。しばらくは架かり木に注意。

次回定例活動予定 ＊10月 17 日(水) 10 時～12 時

北側対面の駐車場・地権者宅進入路の落ち葉の処理

折れたモウソウ竹の処理

フェンス内外の除草・清掃

高さ４m 位の所から落下した
枝の直径は 20㎝ほど

マダケもかなり折れていた



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 211 回

2018 年 10 月 17 日(水) 10 時～12 時  天気：曇り

活動内容 ＊台風で折れたマダケ･モウソウ竹の伐倒･整理。池の付近に多く見受けられた。

＊東側・北側フェンス内外の雑草・落ち葉の整備・清掃。

＊西側低地部、池の周辺、畑付近の草刈り。次回も継続。

参加者：１２名 ①小野･伊藤･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋 ⑭海津 (秋山)秋本･松田

(ゲスト)石井･宿野辺

Save the Green ＊次回予定：10月 27日(土) 10 時～12 時「焼きいも&焼マシュマロ 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 ＊次回予定： 10月 25 日(木) 10 時～12時

自然観察の記録 ＊

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｣を 10月 14 日(日)

秋山の森で実施。７家族 大人８名 子供８名が参加。
応援団：野口･高木･小川･金井･松田
モウソウの伐倒体験で始まり、竹ぽっくり・ブーブー笛・竹の節を使ったカエ
ルの塗り絵？ 大人はナイフを使って竹箸作りなどを楽しんだ。

＊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。 ○集合：8:45 野菊野こども館 ○準備開始：9:00～
（こどもの国の受付は 9:30～）竹細工は竹ぼっくり､竹筒弓､竹串コースター等

＊市川市花と緑のまちづくり財団から、「市川の緑地を知る体験教室」の催しで

松戸の里やま活動の視察依頼があり、11/24(土)にＳＴＧのイベント日に合わ
せ受入。秋山の森⇒小浜屋敷の森⇒甚左衛門の森を視察の予定。

＊松戸地域活躍塾体験の一環で、11/5(月)・11/21(水)・12/3(月)の３回、秋山

の森の活動日に現場体験に来森の予定。いずれの日も２名の予定。

＊生涯大学浅間台教室の｢施設等の見学体験｣の受入要請があった。5～6名の人

数で３回の希望で、11/30(金)秋山の森(臨時活動)、12/13(木)紙敷石みやの森、
12/14(金)小浜屋敷の森で受入ることになった。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11月５日(月) 10 時～12時

畑周辺の草刈り

折れたモウソウ竹の整理 森の外周の清掃

折れたマダケの整理

寡黙にナイフで竹箸作り 高木さん提案の竹節のグッズ

モウソウの伐倒体験



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 212 回

2018 年 11 月 5日(月) 10 時～12時  天気：曇り

活動内容 ＊年末のゴミの回収に備え、投棄ゴミの分別・整理。３回ほど回収は辞退してき
たが、今回はお願いすることにする。

＊東側・北側フェンス外の落ち葉の清掃・整備。地域活躍塾体験で来森した徳永
さん・斎藤さんも活動に参加。

＊北西低地部の草刈り。

＊北西低地部、台風で倒れたモウソウ竹の整理。

＊池周辺のマダケの整理。

＊市川市花と緑のまちづくり財団による「市川の緑地を知る体験教室」のスタッ
フの方６名が下見に来森。野口代表が応対した。秋山の森の後、小浜屋敷の森・
甚左衛門の森へ案内。本実施は 11月 24 日(土)に 20 数名が来森予定。

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

(秋山)秋本･小川･松田 (松戸地域活躍塾)徳永さん･斉藤さん

Save the Green ＊次回予定：11月 24 日(土) 10 時～12時
「クリスマス準備＠秋山の森」  アドベントカレンダー作り
市川の緑地を知る体験教室の参加者が見学の予定。

＊10月 27 日(土)の「焼きいも&焼マシュマロ in秋山の森」は雨天のため中止。

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： 11 月８日(木) 10 時～12 時   ※第２・第４木曜日に実施

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊松戸地域活躍塾体験の秋山の森の受入、次回は 11/21(水)。

＊生涯大学浅間台教室の｢施設等の見学体験｣は、11/30(金)秋山の森(臨時活動)、
12/13(木)紙敷石みやの森、12/14(金)小浜屋敷の森で受入る。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11月 21 日(水) 10 時～12 時

投棄ゴミの分別・整理折れたモウソウ竹の整理と草刈り

森の外周の清掃 徳永さん･斎藤さんに森&スズメバチの解説

STGのイベントチラシ
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2018 年 11 月 21 日(水) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊東側・北側フェンス外の落ち葉の清掃・整備。

＊古いモウソウ竹の伐倒・整理。生涯大学のみなさんが奮闘。

＊放置されていたマダケの整理。

＊南東部のマダケの伐倒・整理。

＊南東部･駐車スペースの北側の整備。シュロの木を７～8本伐倒。

＊ゴミの回収に備え、投棄ゴミの分別・整理。小物可燃物２袋、不燃物２袋、
ビン類・缶類各１袋、ビデオデッキ１台。駐車スペースにシート被せ集積。

＊子どもっとまつどによるイベントで、子供達による花器作りに、モウソウ竹
２本を伐倒し提供。

参加者：２２名 ①小野･伊藤･高木･佐竹 ⑤青木･三角 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津 (秋山)秋本･松田

宿野辺さん(地域活躍塾)徳永さん(子どもっと)3 名 (生涯大学)石井さん他 5名

Save the Green ＊次回予定：11月 24 日(土) 10 時～12時
「クリスマス準備＠秋山の森」  アドベントカレンダー作り

市川の緑地を知る体験教室の参加者が来森。

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 ＊次回予定：12 月 13 日(木) 10 時～12 時   ※第２・第４木曜日に実施

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊11/24(土) 市川市花と緑のまちづくり財団による｢市川の緑地を知る体験教

室｣で 20 数名が 10 時頃に来森予定。秋山の森の後、小浜屋敷の森・
甚左衛門の森を訪問する。

＊11/25(日) モリヒロフェスタに里やま応援団のブース。9時 30分～16 時、竹

細工を中心に対応。

＊11/28(水) 聖徳学園小学校２年生の｢まち探検｣の学習で９時 30分～10 時に

14名+保護者３名、10時 50 分～11 時 20 分に 12 名+保護者３名が
秋山の森に来森。

＊11/30(金) 秋山の森(臨時活動) 10 時～12 時 生涯大学浅間台教室の｢施設等

の見学体験｣を受け入れ。12/13(木)紙敷石みやの森、12/14(金)小
浜屋敷の森で受け入れる。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊12 月３日(月) 10 時～12時

投棄ゴミの分別・整理

古いモウソウ竹の間伐・整理森の外周の清掃

モウソウを搬出用に裁断 STGのイベントチラシ

マダケ林の整備シュロを伐倒、整備が進む



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 214 回

2018 年 12 月３日(月) 10 時～12 時  天気：曇り

活動内容 ＊東側道路・北側フェンス外の落ち葉の清掃・整備。

＊伐倒し、未処理のモウソウ竹の整理。

＊池周辺・森の南東部のマダケ林の整理。

＊入口のフェンスを支える竹の交換。

＊鉢植えの枝垂れ桜・紅葉ほか８本の樹木を植栽。

参加者：１７名 ①小野･伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧高橋･斉藤 ⑫田中･浪花 ⑭海津･槻
(秋山)秋本･小川･松田  金森(16 期受講生) (松戸地域活躍塾)吉道さん

Save the Green ＊次回予定：12 月８日(土) 10 時～12 時 「森のクリスマス会 in秋山の森」

      12 月は定例の第４土曜日から第２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： 12 月 13 日(木) 10 時～12時   ※第２・第４木曜日に実施

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊11/24(土) 市川の緑地を知る体験教室の参加者 20数名が来森。森内観察と
      ＳＴＧのイベントを見学。その後、小浜屋敷の森・甚左衛門の森へ

＊11/28(水) 聖徳大学付属小学校２年生児童が｢まち探検｣の学習の一環で、２班

に分けた 26名+保護者７名が来森。野口さん作製の「ブンブンゴマ」
をおみやげに提供。野口･高木･松田で応対。

＊11/30(金) 生涯大学浅間台教室の｢施設等の見学体験｣は、秋山の森では、モウ
ソウ竹の間伐・伐倒体験。それを素材に竹細工を楽しんだ。
生徒さんは奥山さん他７名。応援団：①高木･伊藤②野口⑫田中(秋
山)秋元･小川･松田で応対。

＊松戸地域活躍塾から体験学習で来森した吉道さん、秋山の森に入会したいとの

こと。大歓迎！

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊12 月 19日(水) 10 時～12 時

マダケ林の整理

モウソウ竹の整理

森の外周の清掃
右上下写真は作業後

生涯大生の伐倒体験

STG のイベント 写真上下

森内を探検 聖徳小児童



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 215 回

2018 年 12 月 19 日(水) 10 時～12 時  天気：晴れ

活動内容 ＊東側道路・北側道路の落ち葉の清掃・整備。

＊斜面域の古いモウソウ竹７～８本を伐倒・整理。

＊西側低地部、竹林内の整備。

＊サネカズラが繁茂している森の南東部の整備。シュロを４～５本を伐倒。

＊広場中央部に伸びていた枯れ枝を処理。

＊植栽した樹木の剪定。

＊北側・バス停付近に設置予定の掲示板の準備。

参加者：１５名 ①小野･伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑧高橋 ⑫浪花 ⑭海津 (根木内)三嶋

(秋山)秋本･小川･吉道･松田  (生涯大)石井さん

Save the Green ＊次回予定：１月 26日(土) 10 時～12時 「とうふ de だんご 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 ＊次回予定：１月 10 日(木) 10 時～12 時  ※毎月第２・第４木曜日に実施

自然観察の記録 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊新年最初の活動日１月７日(月)に秋山の森内で１時間ほど新年会を催します。

参加費は 500 円程度を考えています。応援団みなさんの参加を歓迎します。

＊

記録者のコメント ＊今年最後の活動日でした。1～2苦情があったものの、無事故で終了できた事

に感謝いたします。より良い新年でありますよう！

次回定例活動予定 ＊１月７日(月) 10 時～12時

枯れ枝の処理

モウソウ竹の伐倒・整理

森の外周の落ち葉の清掃

森への恩返しは 落ち葉の清掃

12/8  STG のイベントの 1 コマ

植栽木の剪定

創作中のサネカズラのツリー

モウソウ竹林内の整理


