松戸里やま応援団
2019 年１月７日(月)

秋山の森

活動記録

第 216 回

10 時～13 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。
＊西側低地部、竹林内の整備。
＊北側フェンス内の除草。

参加者：１８名

⑫ 小野･伊藤･高木･山口 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑥横山 ⑧高橋･斉藤
⑫浪花･田中 ⑭海津･槻 (秋山)秋本･小川･吉道･松田
18 名

Save the Green

＊次回予定：１月 26 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：１月 10 日(木)

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、森の整備活動は 1 時間程で切り上げ、新年会を催しました。
参加費は 500 円。みなさんからの差入れもあり、和やかな宴となりました。
トン汁風味のあったか鍋には、野坂さんから沢山の具材・調理の提供がありま
した。なお、火気使用については、廃材を燃やせないことから、七輪での炭火、
カセットコンロを使用。
＊今年の秋山の森での活動にあたり、広場隅・竹林内に積上げられた伐倒した竹
を西部低地部に移動することの提案があり､春季の活動に取り入れることに｡
＊地権者 渡邉様が来森され、酒肴料を頂きました。応援団の会計に入金します。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊１月 16 日(水)

森の外周の落ち葉の清掃

10 時～12 時

10 時～12 時

「とうふ de だんご in 秋山の森」

※毎月第２・第４木曜日に実施

10 時～12 時

西側低地部・竹林内の整理

あったか鍋の仕込み

1／26 の STG イベントチラシ

みなさん元気に 参加してくれました

平均年齢もひとつ増えます ！？

松戸里やま応援団
2019 年１月 16 日(水)

秋山の森
10 時～12 時

活動記録

第 217 回

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。
＊西側低地部、竹林内及び平地部の整備。
＊南部マダケの整備。
＊南東部駐車スペースの枯れ木を伐倒処理。
＊東側フェンス沿いのシュロ１本を伐倒処理。
＊東側フェンスを越えてはみ出ていた枝の処理。
＊松戸里やま応援団及び Save the green の広報用の掲示板を、バス停付近の
フェンスに設置。(野口さん製作)

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 ⑫田中 ⑭海津
(秋山)秋本･小川･松田 (ゲスト)宿野辺･石井

Save the Green

＊次回予定：１月 26 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：１月 24 日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日に実施
浪花さんの活躍で野菜の種類･面積も増え、堆肥作りのための集積場も完成。
みなさんの参加を歓迎します。

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊１月 29 日(火)

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月４日(月)

西側低地部・竹林内の整理

終了後

10 時～12 時

「とうふ de だんご in 秋山の森」

ステップアップ講座「ロープワークを身につける」を開催。
10 時～アウトドアセンター、午後は囲いやまの森で実施。
15 時終了。受講希望は野口さんまで。

10 時～12 時

畑付近から見た画像
シュロの伐倒

南西低地部の整備

枯れ木の伐倒

新設した広報用 掲示板
畑の堆肥作りの 落ち葉の集積場

松戸里やま応援団

秋山の森

2019 年２月４日(月)

活動記録

第 218 回

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。
＊東側・北側フェンス内、アズマネ笹を１ｍほどの幅で刈込。次回も継続。
＊南東部駐車スペース傍のケヤキ、枯れかけていた枝３カ所を切り落とし処理。
＊森の中の各所に集積されている伐倒した竹を整理するにあたり、移設する場所
を、南西低地部にすることに。

参加者：１７名

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

Save the Green

＊１月 26 日(土)
10 時～12 時 「とうふ de だんご in 秋山の森」
参加者 31 名（流山市からの来森者含む） 応援団：野口･高木･小川･松田
森への恩返しは、伐倒し未処理だったマダケの整理。
＊次回予定：２月 23 日(土) 10 時～12 時
「チョコフォンデュ＆ワインの飲み比べ 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：２月 14 日(木)

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊１月 26 日：流山市の里山ボランティアの方(大人:６名 子供：３名)が視察に
来森。野口代表により松戸里やま応援団の活動の紹介。
森の利用法としての STG のイベントに体験参加。
＊１月 26 日：昨年 11 月に聖徳大学付属小２年生の児童が、
地域学習の一環で秋山の森を訪れたことに対して、謝礼の
ため先生が来森。児童のお礼感想文と粗品をいただいた。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊２月 20 日(水)

10 時～12 時

※毎月第２・第４木曜日に実施

10 時～12 時

聖徳小児童からのお礼文

森への恩返しは
フェンス内の刈込

道路の清掃

近隣の道路の清掃

体ほぐし

マダケの伐倒体験

野口代表の説明に聞き入る流
山市からの来森の方々

みんなでお団子作り

活動前に

○部分に枯れ枝が３本

伐倒し未処理だったマダケの整理

切り落された枝

松戸里やま応援団

秋山の森

2019 年２月 20 日(水)

活動記録

10 時～12 時

第 219 回

天気：晴れ

活動内容

＊森の中の各所に集積されている伐倒した竹を整理するため、移設する場所とし
た南西低地部域の整備。
＊東側フェンス沿いにある、根元の朽ちが目立った木(樹木名未確認)１本を伐
倒処理。
＊伐倒した木のとなりにあったイヌシデ、かなり太い枝がかれており、これも
切り落とし処理。
＊南西低地部の整備。
＊東側道路の清掃・整備。
＊森の入口付近の雑草の刈込。

参加者：１３名

①小野･伊藤･高木 ②野口 ⑤三角 ⑧高橋 ⑫田中 (秋山)秋本･小川･吉道･松田
(ゲスト)宿野辺･石井

Save the Green

＊次回予定：2 月 23 日(土)
10 時～12 時
「チョコフォンデュ＆ワインの飲み比べ 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：２月 28 日(木)

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊オープンフォレストの秋山の森の公開日は、４月 20 日(土)と 27 日(土)。
27 日は Save the green の「森ヨガ」も実施される。

10 時～12 時

※毎月第２・第４木曜日に実施

＊オープンフォレストの「森の文化祭」は４月 12 日(金)～14 日(日)の３日間、
二十一世紀の森と広場のパークセンターで開催される。秋山の森の担当は 14
日(日)午前 9 時 30 分～12 時 30 分。またこの日は、草笛隊の演奏、クラフト
体験、オープンフォレストのＰＲチラシ配布を実施。
記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊３月４日(月)

10 時～12 時

伐倒竹の集積場所の整備
右の写真は作業後

朽ちた根元
これを伐倒処理

南西低地部の整備

フェンス沿いの清掃
ベニカミキリ

活動内容

松戸里やま応援団

秋山の森

活動記録

2019 年３月 20 日(水)

10 時～12 時

天気：晴れ

第 220 回

＊東側高台地の散策路・森の北側域を、刈払機で草刈り。
＊南西域の枯れたマダケ５本の伐倒・整理。
＊マダケ林内に放置されていた伐倒竹の整理。
＊森の中全域に枯れた落下枝があり、整理。次回も継続。
＊森の入口付近のシュロの枯れ葉の整備・処理。
＊森の北西部にあったシュロの木２本を伐倒。
＊植栽域にケンポナシの苗木２本を植栽。
＊３月４日(月)の活動日は雨天のため中止でした。

参加者：１５名

①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津
(秋山)秋本･小川･吉道･松田 (ゲスト)宿野辺･石井･長原(千葉大)

Save the Green

＊２／23(土)「チョコフォンデュ＆ワインの飲み比べ in 秋山の森」を実施。
森への恩返しは北側フェンス内のゴミ拾い。
＊３／16(土)「ピザ窯作り in 秋山の森」 天気予報が午前中降雨のためイベン
トを中止としたものの天気は晴れ。スタッフのみが集まり、窯作りとピザのテ
スト焼きを行った。薪の焚付けの仕方で煙は軽減できた。
次回予定：４月 27 日(土) 10 時～12 時「森ヨガ in 秋山の森」秋山の森公開日

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：３月 28 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

＊オープンフォレストの秋山の森の公開日は、４月 20 日(土)と 27 日(土)。
27 日は Save the green の「森ヨガ」も実施される。
＊オープンフォレストの「森の文化祭」は４月 12 日(金)～14 日(日)の３日間、
二十一世紀の森と広場のパークセンターで開催される。展示室の秋山の森の担
当は 14 日(日)午前 9 時 30 分～12 時 30 分。またこの日は、草笛隊の演奏、ク
ラフト体験、オープンフォレストのＰＲチラシ配布を実施。
以上は先回の活動記録にも記載。
＊訃報：一起の会所属の小野頼重さん(81 歳)が３月 11 日にご逝去されました。
合掌。先回まで元気に活動に参加されていたのでショック・残念です。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊４月１日(月)

マダケの整理作業

10 時～12 時

散策路の草刈り

北部域の草刈り
2/23 ワインでホロ酔い

枯れたマダケを 伐倒

ケンポナシの植栽

春の草花が咲き始めた

3/16 子供たちが張り
切ってレンガ積み

