
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 232 回

2019 年 10月７日(月) 10 時～12 時 天気：曇り

活動内容 ＊北西低地部のケヤキ、台風の影響で枝が折れてぶら下がった状態。折れた枝は

1本と思っていたが、もう 1本モウソウの竹林内方向にあった。
今回は周りから見える 1本を処理。竹林内に折れた枝は、モウソウ竹の伐倒も
含め次回以降対応することに。

＊広場中央付近にあった架かり木を処理。

＊森の外周のゴミ拾い・整備。

参加者：１０名 ①伊藤･高木 ②野口 ⑧斉藤 (秋山)秋本･小川･吉道･松田 (ゲスト)石井･金森

Save the Green ＊次回予定：10月 26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 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

＊10月 13日(日) ９時 30 分～13時「子どもっとまつど」による竹の工作教室を、

秋山の森で開催予定。台風 19号の到来で中止も考慮。

＊次回の活動日(10/16･水)に生涯大学生が、地域のボランティアの体験活動に 7
～８名来森の予定。ゲスト参加の石井さんの紹介。

＊南側隣家からケヤキの枝打ちの要望があった。

記録者のコメント ＊台風 15号の惨状が収まらない中、19号が来襲の予想。先月以上に心配でもある。

折れた樹木の整備は当分の間続きそう。

次回定例活動予定 ＊10月７日(月)(水) 10 時～12時

パチンコ・ロープを使って引き落した

架かり木 左の写真の赤丸部分にあった

９／28 STG の森への恩返しは、

広場の落下枝の整備 拾い集めて

ビオネストへ

切り落とした枝 太い所は 40 ㎝強

竹林内に折れ下がった枝の処理の考慮

折れた枝の処理 最後はロープを架け引っ張って落した  赤丸方向にもう 1本の折れ枝が



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 233 回

2019 年 10月 16 日(水) 10 時～12時 天気：くもり

活動内容 ＊北東高台部 森の入口から広場をむすぶ通路にあるクヌギ(？)

折れた枝が垂れ下がっており、ロープを絡め数人で引っ張り落した。

＊北西低地部のケヤキ、枝が折れてぶら下がった状態。折れた枝の 1本は前回処
理をしたが、もう 1本のモウソウの竹林内方向にあった枝の処理のため、枝と
からまったモウソウ竹 10数本を伐倒。
作業の途中で、上部に伸びる枝に 1ｍほどの亀裂を見つけ、作業を中断。地権者
の渡邉様と連絡をとり、このケヤキは後日もとから伐倒することにした。

＊マダケ竹林・モウソウ竹林の倒れた竹を伐採。数は未確認。

＊森の外周の落ち葉の清掃・整備。

参加者：１７名 ①伊藤 ②野口 ④野坂 (秋山)秋本･小川･松田 (ゲスト)石井

(生涯大学生)松丸さんほか８名 (千葉大生)増田さん

Save the Green ＊次回予定：10月 26日(土) 10 時～12時 「燻製 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 24 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

＊生涯大学生の地域のボランティア体験活動に、松丸さん他８名が来森。

広場付近に散乱した小枝の整理、竹の伐採、垂れた枝処理の補助と、積極的に
作業をこなしてもらい大助かりでした。

＊千葉大柳井研究室の学生・増田さんが来森。
松戸市子どもわかもの課との協同で立ち上げた｢紙敷みちくさクラブ｣の協力要
請を受けた。秋山の森での第 1弾は 11 月 16日(土) 13 時～16 時 催し内容は
これから検討するとのこと。

＊10月 13日(日)に予定していた「子どもっとまつど」による竹の工作教室は、
台風 19号のため中止。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11 月 4日(月) 10 時～12 時

森の周囲の落ち葉の清掃、竹林内の整備と、生涯大学のみなさんが活躍

通路脇にあった垂れた枝モウソウ竹を伐倒後のケヤキ  赤丸部分に新たに縦の亀裂が



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 234 回

2019 年 11 月 4日(月) 10 時～12 時 天気：晴れ

活動内容 ＊台風で倒れた竹、先回の活動で伐倒をしたままになっていたものを、枝落とし

をし整理。次回も継続。

＊南側隣家の敷地に生えたマダケの伐採。細部の整理は次回に継続して行う。

＊森の外周の落ち葉の清掃・整備。

＊７日の講座の工作に利用する竹材の伐採、甚左衛門の森へ搬出。

＊野菊野子ども館の竹工房に使用する竹材の伐採、搬出。

参加者：１４名 ① 伊藤･高木 ②野口 ⑤青木 ⑧斎藤 ⑫田中･浪花 ⑭村井

(秋山)秋本･小川･吉道･松田 (ゲスト)高橋(盛)･金森

Save the Green ＊次回予定：11月 30 日(土) 10 時～12 時  今月は第５土曜日開催

「森のアドベントカレンダー作り 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：11月 14 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

＊11月 16 日(土) 13 時～16 時 ｢紙敷みちくさクラブ｣の催しを、秋山の森で開

催。千葉大柳井研究室の学生・増田さんが松戸市子どもわかもの課との協同で
立ち上げたもので、協力要請を受けたが催し内容は未定。

＊11月 28 日(木) 10 時～12 時 聖徳大附属小２年生が校外学習で２班に分け来
森。来訪児童が多いので、可能な方の応援をお願いします。

＊地権者・渡邉様が来森。隣家の苦情対応の相談を受けた。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊11月 20 日(水) 10 時～12時

先に枝落としの要求があったケヤキ

赤丸の枝が塀を超えている

南隣家の敷地に生えたマダケを伐倒林内の伐倒竹の整理   作業者の姿が見えずらくゴメン



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 235 回

2019 年 11 月 20 日(水) 10 時～12 時 天気：晴れ・微風あり

活動内容 ＊落ち葉対策にブロワー(エンジン式)を購入。森のフェンス回りの道路の清掃に

使用。作業の効率化に効果あり。

＊先回行った、南側隣家の敷地に生えたマダケの伐採後の整理を実施。完了。

＊11月 28 日(木) 10 時～12 時に予定している、聖徳大附属小２年生の来森に備
え、散策路の草刈り・はみ出ている木の枝の刈込。ヘッジトリマーを使用。

＊井戸の上部にあった架かり木を処理。チルホールを使い人力では無理なため車
で牽引し引き落とし処理をした。

＊マダケの拡散を防ぐため、竹を枯らすための実験を施した。ドリルで穴をあけ
薬剤を注入。結果確認は２～３か月後とのこと。

＊台風で被害のあったケヤキの折れてぶら下がった枝の処理及び伐倒は、微風も
あり作業は先送りとした。

参加者：１０名 ① 伊藤･高木･佐竹 ②野口 ⑤青木 ⑧高橋 ⑫田中 (秋山)秋本･小川･松田

Save the Green ＊次回予定：11月 30 日(土) 10 時～12 時  今月は第５土曜日開催

「森のアドベントカレンダー作り 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：11月 28(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

＊11月 16 日(土) 13 時～16 時 ｢紙敷みちくさクラブ｣の催しは、枝を輪切りに

した板材にビーズを散りばめお絵かき・竹ポックリ制作・ほか。参加者：児童
８名+父兄、スタッフ５名、応援団３名。

＊11月 28 日(木) 10 時～12 時 聖徳大附属小２年生が校外学習で２班に分け来
森。引率者含め 60名ほどの予定。

記録者のコメント ＊

次回定例活動予定 ＊12月２(月) 10 時～12 時

赤丸部分にある架かり木、枝周りは 20 数センチの

太さ  右の写真は引き落とし後の処理作業

南隣家の敷地に生えたマダケの伐倒後の整理 ブロワーを使って落ち葉の清掃



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 236回 

 

  2019年 12月 18日(水)  10時～13時  天気：晴れ 

活動内容 ＊台風で枝が折れたケヤキの枝落としを行った。 

 折れた個所は高さ８m 位の所で、二連はしご･高枝鋸･チルホールを使っての、かな 

り危険を伴う作業も無事終了。当初、伐倒しなければならないとしていたが、枝落 

とし後の木の様子で伐倒は行わないことにした。ただし要観察ではある。 

＊北側・東側道路の落ち葉の清掃。 

＊西部低地部、放置されていた伐倒竹の整理。 

参加者：１３名 ① 伊藤･高木 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧高橋 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：1 月 25 日(土) 10 時～12 時 

＊11 月 23 日(土)の｢森のアドベントカレンダー作り｣の参加者は 38 名程(未確認) 

応援団：野口･高木･小川･松田  「森への恩返し」は竹枝の整理 

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 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 

＊12 月 11 日(水) 10 時～12 時 聖徳大附属小２年生が校外学習で２班に分け来森。 

児童 50 名∔引率者３名。 応援団：野口･高木･野坂･三嶋･小川･松田 

＊12 月２日の活動は雨天のため中止でした。 

＊１月 15日(水)に秋山の森で里やま応援団としてささやかな新年会を行います。 

 参加費は 500円。準備のため人数の確認をいたしたく、１月 10日までに松田宛 
連絡をお願いします。メールまたは携帯 090-4436-0428まで。 

記録者のコメント ＊今年一年無事故で終えたことに感謝。 

次回定例活動予定 ＊１月 15日(水) 10時～13時（新年会） 

未整理だったマダケの伐倒後の整理 落ち葉の清掃 この時期かなりの量があった 
森への恩返しは 未整理の竹枝の整理 

 

町の探検で来森した聖徳小の児童 

 

高枝鋸で奮闘中の高木さん 落下中の枝 枝落とし後のケヤキ 


