
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 221回 

 

 2019年４月１日(月) 10時～12時 天気：晴れ 

活動内容 ＊広場東側隅に、活動当初から集積した伐倒竹の整理。運搬しやすいよう１m弱に 

カットし、あらたに集積場所とした南西低地部へ運搬・集積。次回も継続。 

＊北西隅にある木の剪定。 

＊森の外周のごみの回収。 

＊ＯＦ用のポスター・チラシを掲示板に掲載。 

参加者：１１名 ①伊藤･高木 ②野口 ⑧斉藤 ⑫田中･浪花 ⑭海津･槻 (秋山)秋本･小川･松田 

Save the Green ＊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：４月 11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 

＊ 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊４月 17日(水) 10時～12時 

植栽したサクラ(品種は？) 

集積していた伐倒竹の整理 森の南西低地へ搬出 ＯＦのＰＲ 

昨年より花域が広がったヤマブキ 

植栽したシダレザクラ 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 222回 

  

 2019年４月 17日(水) 10時～12時 天気：曇り 

活動内容 ＊先回に続き、広場東側隅に集積していた伐採竹の整理。南西低地部の集積場所 

へ運搬・集積。（３分の２ほど終了）次回も継続。 

＊ＯＦの準備を兼ね、広場上部の枯れ枝の点検。ジャングルジム用のケヤキ(高さ 
８ｍほどの部分)と、倉庫裏のサワラの枯れ枝を切り落とし処理。 

＊池周辺の整備。 

＊隣家の要望(花粉対策)もあり、北西低地部のクヌギの枝落し処理。 

参加者：１６名 ①伊藤･高木 ②野口 ④山下 ⑤青木 ⑥横山 ⑦山下･上澤 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津  

(秋山)秋本･小川･吉道･松田 (ｹﾞｽﾄ)石井 

Save the Green ＊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：４月 25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 ＊モウソウの筍、今年は生育が遅く、数も少ないように思われる。 

その他の 

報告・連絡事項 

＊ＯＦの秋山の森の公開日は、４月 20日(土)・27日(土)に実施。共に 10時～ 

 15時。(雨天中止)  当日は、ハンモック２基・滑車スラローム１基を設置。 
希望があれば竹工作を行う予定。 

＊５期の青木さんが２カ月ぶりに参加してくれました。体調が悪く 40日ほど入院 
されていたとのこと。マイペースでの参加を。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月６日(月) 10時～12時 

集積していた廃材の 

搬出、集積場所へ 

３分の２ほど終了 

クヌギの枝落しの前後 

ケヤキの枯れ枝処理 

池周辺の整備 

サワラの枯れ枝処理 



 

 

2019 年４月 20 日(土)  10 時～15時     天候：晴れ 

 

◎森の訪問者：大人…３５名／子供…３４名 

◎スタッフ：①伊藤･高木 ②野口 ⑫田中 (秋山)秋元・小川・吉道・松田…８名 

 

新緑が映え、爽やかな一日でした。 

スタッフは９時に集まり、ハンモック２基・滑車スラロームの設営、受付準備と１時間ほどで完了。１０時 

には早速訪問者が来森しました。 

今年は小学生が多く見受けられた。ほぼ全員が１～２時間ほど滞在し、タケノコ掘りを体験。子供達は遊 

具に興じ、楽しんでくれたようです。また、近隣の柏市・鎌ヶ谷市・市川市から家族での来森もあった。 

 

またこの日、谷当町堂谷津で活動されているNPO 法人バランス２１の 

メンバー二宮さんが、緑ネットの藤田さんと共に来森。松戸里やま応援団 

の活動・運営等の話をし、秋山の森のＯＦの様子を見学。その後小浜屋敷 

の森・甚左衛門の森に向かわれた。 

 

 秋山の森の２回目の公開日は、４月２７日(土) １０時～１５時 

ＳＴＧによる「森ヨガ in 秋山の森」が同時開催します。 

2019 オープンフォレスト in松戸 秋山の森 公開活動記録 

ハンモック 竹ポックリ作り 滑車スラローム 

入口の様子 

森のジャングルジム 

二宮さんとの話に地権者さんも同席 

ＳＴＧのイベントチラシ 



 

 

2019 年４月 27 日(土)  10 時～15時     天候：曇り 

 

◎森の訪問者：大人…３6 名／子供…４0 名 

◎スタッフ：①高木 ②野口 ④野坂・山下 ⑭海津 (根木内)三嶋 (秋山)小川・松田 

(里山の広報活動家)友塚さん…９名 

 

先週の公開日と変わり、雨上がりで、準備中は寒さを感じる日でした。 

モウソウの筍の発芽・育ちが遅いとはいえ、１週間が過ぎ雨上がりのこの日は、思った通りに沢山の筍が 

地表 20～30cm 程に生育。中には１m程のものもあった。残したい筍には、野口さんがビニール紐で輪 

を作り印としチェック。他の受入準備は STG のスタッフも加わり、先回同様にハンモック２基・滑車スラ 

ロームを設置。10 時前には早々来森者があった。 

千葉大園芸学部の柳井先生が学生６名程(大半が留学生)を引率し来森。高木さんが加わり、日本のまたは 

松戸の民有林等の話をし林内を観察。その後、この日のメインイベントであるＳＴＧによる「森ヨガ in 秋 

山の森」にも参加。高木さんの紙芝居もあり、楽しんでもらえたと思います。ほぼ午前中滞在し次の森へ行

かれた。 

 訪問者は家族連れが大半で、それぞれに遊具・筍掘りを楽しんでいた。 

午後２時頃に小雨が降り出し、訪問者もほとんどが帰られ、スタッフも後片付けを始め３時に終了した。 

 里山の広報活動家の友塚さんが来森され、スタッフ同様に設営から後片付けまで協力をしてもらいました。 

ほかに、過日設置したレンガ積みの窯を披露。野口さん・小川さんと共に、一度解体し再組立をした。なぜ

かレンガが２個余ってしまった？？もともと余っていた？？ 

2019 オープンフォレスト in松戸 秋山の森 公開活動記録② 

ハンモック 柳井先生と千葉大生 兄弟で筍掘り 森のジャングルジム 

設営中のスタッフ みんなで森ヨガ 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 223 回

2019 年５月６日(月) 10 時～12時 天気：曇り

活動内容 ＊先回に続き、広場東側隅に集積していた伐採竹の整理。南西低地部の集積場所

へ運搬・集積。（5～6往復）

＊刈払機を使っての草刈り。西部隣の畑との境､北部域､南東部駐車場所の３カ所。

＊モウソウ竹林内の枯れた竹 数本を伐倒処理。

＊南西部のマダケ域、北西畑付近の整備。

＊北側一般道 歩道の落ち葉の清掃。

＊６月のゴミ回収に備え、投棄ゴミの整理。次回再整理する。

参加者：１４名 ①伊藤･高木 ②野口 ⑤青木 ⑥横山 ⑧高橋･斉藤 ⑫田中 ⑭海津 (根木内)三嶋

(秋山)秋本･小川･吉道･松田

Save the Green ＊次回予定：５月 11日(土) 10 時～12 時 「石窯ピザ 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：５月９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

＊

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊５月 15日(水) 10 時～12 時

広場の隅に集積していた伐倒竹の整理

北西畑付近の整備

歩道の清掃

西部域 畑との境の草刈り 北部域の草刈り



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 224 回

2019 年５月 15 日(水) 10 時～12 時 天気：曇り

活動内容 ＊先回に続き、広場東側隅に集積していた伐採竹の整理。

＊北西部畑付近から隣家裏の境付近までを、刈払機を使って草刈り。６割程終了。

＊広場付近で邪魔になっていた枝を剪定処理。

＊森の外周のゴミ拾い・清掃。

＊南西部のマダケの整備。

＊広場の草刈り。

＊６月のゴミ回収に備え、投棄ゴミの整理。次回に再整理する。
森の活動に使用し、壊れた熊手･竹ほうき･シャベルなどの回収もお願いをする。

参加者：８名 ①伊藤･高木･岡部 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑫田中 (秋山)松田

Save the Green ＊５月 11日(土) 10 時～12 時 「石窯ピザ in 秋山の森」

  参加者：大人 15 名 子供 14 名  応援団：野口・高木・小川・松田

＊次回予定：６月８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 23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

＊ＯＦ時の募金箱の開封。秋山の森での募金額は 4,803 円でした。次回のＯＦ実

行委員会でＯＦ事務局に提出します。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊６月３日(月) 10 時～12 時

伐倒竹の整理 もうチョットです

剪定した枝 作業中の

写真が撮れませんでした

トッピング具材も多彩でした北西部域の草刈り（作業前と作業後）

広場の草刈り ピザ窯で 10 数枚を焼きました



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 225 回

イベント

2019 年６月３日(月) 10 時～12時 天気：曇り時々晴れ

活動内容 ＊先回に続き、広場東側隅に集積していた伐採竹の整理。

集積していた奥部を、マダケで囲いを作り枝部分を集積。

＊北西部 隣家脇の境付近を、刈払機を使って草刈り。

＊森の外周のゴミ拾い・清掃。

＊南部のマダケの整備。

＊モウソウ竹の間伐。

＊ゴミ回収に備え、投棄ゴミの整理。
森の活動に使用し、壊れた熊手･竹ほうき･シャベルなどの回収もお願いをする。
６月４日に 7期山下さんにメールにて依頼。

参加者：１３名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑫浪花 (秋山)秋元･小川･吉道･松田

(ゲスト)石井さん･金森さん

Save the Green ＊次回予定：６月８日(土) 10 時～12 時 「初夏の森あそび in秋山の森」

ネイチャーゲーム＆ジュースでシャーベット作り

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：６月 13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

＊

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊６月 19日(水) 10 時～12 時

伐倒竹の整理 竹で囲い竹枝を集積

投棄ゴミを分類整理

北西部域の草刈り 南部マダケの整備

STG イベントチラシ



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 226 回

きれいになった隣家倉庫の壁

2019 年６月 19 日(水) 10 時～12 時 天気：晴れ

活動内容 ＊北西部 隣家倉庫の壁・屋根に絡んだつる草の除去

＊森の外周のゴミ拾い・清掃・笹刈り。

＊南部のマダケの整備。

＊西側草地と隣接畑のマダケのタケノコ除去

＊千葉大増田さんを案内

参加者：１０名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木 ⑭海津 (秋山)秋本･小川

(ゲスト)千葉大・増田さん  渡邉さん

Save the Green ＊次回予定：7月 20 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 ＊次回予定：６月 27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

＊6月 26 日（水）9時 30 分～ 七夕プロジェクト

放課後児童クラブに提供する七夕用の竹の伐り出しを行います。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊7月 1日(月) 10 時～12 時


