
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 227 回

2019 年７月 17 日(水) 10 時～12 時 天気：曇り

活動内容 ＊広場東側隅の伐採竹の集積付近の整備。

＊西側隣家石井家の要求があり、畑内に伸びたマダケの筍を処理。また先回処理
したツル草の残骸として、倉庫内に侵食していた草を排出整理した。

＊西側低地、隣家畑との隣接域の草刈り。

＊森の北部の草刈り。

＊森の外周の草刈り・ゴミ拾い・清掃。

＊南東部駐車スペースに投棄ゴミが２袋あった。しばらくそのままにし後日検討。

＊７月１日(月)の定例活動は、雨天のため中止でした。

参加者：１１名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑧高橋 ⑫田中 ⑭海津 (根木内)三嶋

(秋山)秋元･小川･松田

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：７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 ＊

その他の

報告・連絡事項

＊浪花さんが耕作している畑から、３種類のジャガイモが収穫。希望者が肥料代

として若干の募金をし持ち帰った。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊８月５日(月) 10 時～12 時

伐倒竹の集積場所の整備森の北部の草刈り 西部低地の草刈り

森の外周の草刈り・清掃



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 228 回

2019 年 8月 5日(月) 10 時～12 時 天気：曇り

活動内容 ＊南西側隣家からみどり花に要請があり、ブロック塀際のマダケを刈り払い。

（約 50ｍ）

＊幸谷小学童の竹ポックリ材料の竹採取。

＊森の外周の草刈り・ゴミ拾い・清掃。

参加者：１１名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑧斉藤・高橋 ⑫田中 ⑮市井

(秋山)秋元･小川・吉道

Save the Green ＊次回予定：8月は休み

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 ＊次回予定：8月 22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

＊南側隣家から、敷地内に伸びたケヤキの枝伐採の要請があった。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊８月 21日(水) 10 時～12 時



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 229 回

2019 年８月 21日(水) 10 時～12 時 天気：晴れ

活動内容 ＊｢森の子ども館 流しソーメン大会(8/24・25)｣の時に使用する竹材の調達・準

備のため、スタッフの方３名が来森。竹の伐倒・枝落しをし、高木さんが搬送。

＊北西部 隣家との隣接域から、刈払機で草刈り。次回も継続。

＊西側低地、隣家畑との隣接域の草刈り。次回も継続。

＊森の外周の草刈り・ゴミ拾い・清掃。

＊南東部 駐車スペースの草刈り。

＊南部 マダケ林の整備。

参加者：１０名 ①伊藤･高木･佐竹 ②野口 ④野坂･青木 ⑥横山 ⑭海津 (秋山)小川･松田

Save the Green ＊次回予定：９月 28日(土) 10 時～12 時 「オリジナルピザ作り 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：８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

＊｢森の子ども館 流しソーメン大会｣は８月 24(土)と 25(日)に、２１世紀の森と

広場の｢森の工芸館｣前で開催。竹材で食器・ハシを作る。おみやげに竹ぽっく
りを作ります。みなさんのご協力をお願いします。10時集合。

＊北西部 草刈りの最中アシナガ蜂の巣を発見。殺虫剤で駆除。
＊野坂さんが 一部つぶれた蛇のこどもを見つけてきた。青木さんの解説では
マムシとのこと。要注意です。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊９月２日(月) 10 時～12 時

半死状態のマムシの子駆除をしたアシナガ蜂の巣

西部低地の草刈り

北西部の草刈り 前と後



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 230 回

2019 年９月２日(月) 10 時～12時 天気：晴れ

活動内容 ＊北西部 隣家との隣接域から、刈払機２台で草刈り。次回も継続。

＊森の外周の草刈り・ゴミ拾い・清掃。

＊南部 マダケ林の整備。

参加者：１１名 ①伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑫浪花 (秋山)秋元･小川･吉道･松田

Save the Green ＊次回予定：９月 28日(土) 10 時～12 時 「オリジナルピザ作り 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：９月 12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 ＊９月 18日(水) 10 時～12 時

北西部の草刈り 後



森の東側道路の北方 清掃前と後

森の北側入口から広場までの間は、

倒木・枝の落下が通路をふさいで

いる。

森の東側道路の南方 清掃前と後



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 231 回

2019 年９月 18 日(水) 10 時～12 時 天気：晴れのち小雨

活動内容 ※9/9 の台風は、森の内部にかなりのダメージを残してくれた。

中木の杉の倒木 1本、枝折れ多数、竹林もかなりの竹が倒れていた。

＊斜めに倒れたモウソウ竹 25本程を伐倒。後処理は次回以降に。

＊高台部の通路確保のための、折れて垂れ下がった枝を処理。

＊西側低地、隣家畑との隣接域を３ｍ幅位で草刈り。

＊森の外周の清掃・整備。

参加者：７名 ①伊藤･高木 ④野坂 ⑤三角 (根木内)三嶋 (秋山)秋本･松田

Save the Green ＊次回予定：９月 28日(土) 10 時～12 時 「オリジナルピザ作り 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：９月 26 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 ＊秋山の森の台風での影響は、幸いにも外に対する障害は小枝の落下・落ち葉で、

大きな被害は無くて済んだ。内部はかなり荒れており、全体の確認はできず、
通路の確保が先行する活動で終えた。

次回定例活動予定 ＊10月７日(月) 10 時～12 時

北西低地部のケヤキ

荒れたモウソウ竹林

西部低地の草刈り

高台通路をふさぐ 折れて垂れ下がった枝

フェンス周りの清掃折れて垂れ下がった枝の処理



活動の経緯/経過

2018年に植栽した 10 本のうちの 9本が 植え替えが必要となる事態を招いたことを踏まえ、

み・どりーむ秋山としても積極的に、去年の反省会を行い、今度こそ失敗しないよう秋山駅前緑化

プロジェクトを進めたいと思っております。

市民団体の対策として：

専門家として、高木 喜久雄先生（里やま応援団のベテラン、元造園会社勤め）をみ・ドリーム秋山

のアドバイザー及び、オブザーバーとして招聘。高木先生、改めて、お礼申し上げます！

松戸市みどりと花の課のご担当者様と一緒に下記の 3項目についてスケジュールを細かく策定

し、我々市民団体が松戸市のフォローを行う。

１) 9本の樹木の植替えスケジュール管理・フォロー(現在の大まかなスケジュールではなく、植え

替え作業を細かく決める。水やり、植え替えの日程、植え替え後の確認、等。み・ドリーム秋山として

も松戸市を支援)

２) 低木及びグランドカバーの決定、植林スケジュール管理・フォロー （2019 年 9月まで松戸市

からの低木の提案を頂き、9月末までに低木を選定する。10月には発注先を決定していただき

11 月には低木植林作業を開始できるようにする）

３) 現在の 10本の元気のない樹木に対して、10月 31日までという判断期日を設けた上で、できる

ことを行い、それでも元気にならなければ11月に植え替えを実行する。樹木を元気にするご提案

（A～D)を高木先生にご提案頂きました。

対策 A) 堆肥を樹木に与える （モミガラ、燻炭（くんたん）、堆肥のミッスクを作り、それに穴を空け

た竹に入れ込み、樹木の周り４か所に入れ込む）。

対策 B) 30ｃｍほどの穴を掘り、樹木の周りに Aの堆肥を埋め込む作業。

対策C) 樹木の周りにドテをつくり、水やりを行うときに水が樹木の周りに吸収されるように工夫する

対策。秋山の駅のロータリーの土が水をためこまない土のため、できる限り樹木が雨水を吸収でき

るように、ドテを樹木の周りに作ってあげる作業。

対策 D) 樹木にいまだにまかれている包帯を取る作業。去年の春に植栽されてから、冬のプロテク

ションのために巻かれていた包帯がそのまま放置されてことから、包帯を樹木から取り外してあげる

作業を松戸市にお願い。

樹木 10本を元気にする対策について：

2019 年 8月 4日午前 9時から、高木 喜久雄先生（里やま応援団）の指示にて、み・どりーむ秋山

のボランティアの皆様、里やま応援団のボランティアの皆様 10名、秋山花と緑の会のボランティア

の皆様にて、上記の対策Aの作業を行いました！みなさま、暑い中、有難うございました！

秋山の駅前には水道がないため、後日の 8月 5日に松戸市みどりと花の課のご担当者様がタンカ

ー車（500 リッター程）の水やりを行ってくださいました。みどりと花の課の皆様にも、このプロジェクト

にご協力いただいて感謝しております！改めて、有難うござます。

作業をスタートする前に、木の根がどのくらい伸びているか確認するために、掘って頂きましたが、

少しも伸びていなかった事が分かりました。

各樹木の状態を高木先生や里やま応援団のボランティアがチェックしてから、元気にする作業がス

タート！

対策 A) 堆肥を樹木に与える （モミガラ、燻炭（くんたん）、堆肥のミッスクを作り、それを穴をあけ

た竹に入れ込み、樹木の周り４か所に入れ込む）。堆肥は、下記をミックスして用意いたしました。竹

筒に肥料を入れて埋め込む作業をしました。全部の木には出来ませんでしたが、対策をした木と、

しなかった木（カツラ２本シラカシ２本）との比較にもなります。

堆肥として使用したのは：

・もみ殻くん炭（14L)×10袋（398円/袋）

・有機堆肥（40L)x５袋（498円/袋）

・完熟腐葉土（30L)x５袋（580円/袋）

秋山駅前プロジェクト活動経緯   2019 年 8月



高いはしごが必要なため、み・どりーむ秋山ではこの作業が行えませんでしたが、里やま応援団の

ボランティアの方々に対応していただき、枯れ葉や枯れ枝を取り除いて頂きました。ご協力誠に有

難うございます！

以上、対策A～Dの結果を温かく見守りたいと思います。同日に、 低木及びグランドカバーの決

定、植林スケジュール管理・フォロー」及び「 9 本の樹木の植替えスケジュール管理・フォロー」を行

いながら、秋山駅前のロータリーを緑化することを実現するように努力いたします。ぜひ、皆様のご

支援のほどよろしくお願いいたします！

＜文：マリヤン 写真：東牧＞

https://ameblo.jp/m-dream-akiyama/entry-12504880981.html


