
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 247回 

     

  2020年 10月５日(月)  10時～12時  天気：曇りたまに小雨 

活動内容 ＊子どもっとまつどのイベント(10/11)に備え、広場及びそこにつながる散策路の 

一部の草刈り。 

＊北部域の草刈り。 

＊南西域のマダケの整備。 

＊東側 フェンス外周の清掃・草刈り。 

＊東側 フェンスからはみ出た枝の伐採処理。 

参加者：８名 ① 高木 ②野口 ⑤青木 ⑫浪花(耕作)  (秋山)小川・松田 (ゲスト)石井・金森(耕作) 

Save the Green ＊９月 26日(土)９時～12時 参加者:スタッフ 5名 応援団 4名 植樹のリハーサル 

＊次回予定：10月 17日(土) ９時～12時 

今回も一般の人の募集は行わず、メンバーだけで森作り(植樹)のリハーサルを予定 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：10月８日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊９月の活動：3日(木) ２名・４日(金) １名・10日(木) ２名・21日(月) ２名 

    作業：追肥、土寄せ、水やり、雑草取り ほか ブロッコリー10株定植 

    収穫：トマト・キュウリ・ナス・人参・ミョウガ・カボチャ など 

みなさんの参加 歓迎します。問合せは、12期浪花さん宛で連絡・確認ください。 

自然観察の記録 ＊秋山の森においても、数本のナラ枯れが確認された。 

その他の 

報告・連絡事項 

＊授業の一環で、２年前に秋山の森に来森した聖徳小の児童５名から、６月にみどり 

 と花の課を通してお手紙がきました。一通を下記掲載します。 

＊10月 11日(日) 子どもっとまつど主催の｢森であそぼう－竹の工作教室｣を秋山の

森で開催します。竹ポックリ・竹キャンドル・竹カエル等を制作予定。 

９時集合、13時 30分解散。参加者は９家族 24名。秋山の森のスタッフが現在３ 

名で、時間の取れる方の応援・協力をお願いします。（台風次第で中止も考慮） 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊10月 21日(水) 10時～12時 

東側フェンス外周の清掃 

9／26 のＳＴＧの植樹リハーサル 

広場の草刈り 

聖徳小児童からのお手紙 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 248回 

     

  2020年 10月 21日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊北部域の草刈り。 

＊南西域のマダケの整備。 

＊広場の階段から北東部出入口にかけ、歩道部の草刈り。 

＊池付近の草刈り。 

＊散策路に伸びた枝類の伐採処理。 

＊倉庫前にある木の枯れ枝(直径 15㎝強・長さ 1.5ｍほど)、高さ 7～8ｍほどところ 
にあり、ビッグショットを使い処理。かなり朽ちていて、ロープをかけている最中 
に落下。 

参加者：６名 ①高木 ②野口 ⑤青木 ⑫田中  (秋山)小川・松田 

Save the Green ＊10月 17日(土)は雨天のため中止。 
18 日(日)に臨時活動を行い、北側フェンス沿いにアジサイを５株植栽。東側フェンス 
外の落ち葉の清掃。 

＊次回予定：11月 28日(土) 10時～12時 「アドベントカレンダー作り」 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：11月 12日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊みなさんの参加 歓迎します。問合せは、12期浪花さん宛で連絡・確認ください。 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊10月 11日(日)に予定していた、子どもっとまつど主催の｢森であそぼう－竹の工 
作教室｣は台風の影響で中止でした。代替日は年明けの２月７日(日)に予定。 

＊⑫田中さんが久しぶりに来森。怪我が完治せずも元気な様子。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊11月２日(水) 10時～12時 

東側フェンス外周の清掃 

池付近の草刈り 

森への進入路の草刈り 

北部域の草刈り 

アジサイを植栽 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 249回 

     

  2020年 11月２日(月) 10時～12時  天気：曇り時々晴れ 

活動内容 ＊フェンス外周の落ち葉の清掃及び除草。 

＊北側 歩道に張り出し、垂れ下がった枝の刈込処理。 

＊ウッドチッパー(10/22に八ヶ崎の森から秋山の森に搬入)を使い、竹林内に積み上 
げて置いたモウソウ竹の処理を始める。 

＊南西域のマダケの整備。 

 

参加者：１２名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑫浪花(耕作) ⑰吉道  (秋山)小川・松田 

(ゲスト)石井･金森(耕作) 

Save the Green ＊次回予定：11月 28日(土) 10時～12時 「アドベントカレンダー作り」 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：11月 12日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

みなさんの参加 歓迎します。問合せは、12期浪花さん宛で連絡・確認ください。 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊秋山の森の次回の定例活動(11/18)は、ステップアップ講座「チェーンソー・刈払 
機の安全講習」と重なり、11月 16日(月)に変更します。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊11月 16日(月) 10時～12時 

フェンス外周の清掃・除草 フェンスからはみ出

た枝の刈込処理と除
草(作業前と後) 

チッパーを使い廃材の処理 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 250回 

     

  2020年 11月 16日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊ウッドチッパーを使い、竹林内に積み上げて置いたモウソウ竹の処理。 

＊東側フェンス内 鎌・ハサミを使い草刈り。 

＊北西部低地 刈込バサミで草刈り。 

＊南西域のマダケの整備。 

＊広場からモウソウ竹林内に向け、刈払機で草刈り。 

参加者：８名 ① 高木 ②野口 ⑤青木 ⑧斉藤 ⑫浪花(耕作)・田中 (秋山)小川・松田 

Save the Green ＊次回予定：11月 28日(土) 10時～12時 「アドベントカレンダー作り」 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：11月 12日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊10月の活動：1日(木)･5日(月)･7日(水)･20日(火)･22日(木)･28日(水) 
＊作業：除草、追肥、土寄せ、畑周辺の整備 ほか 
＊定植：白菜･レタス･春菊･セロリ･春キャベツ･深ネギ･葉玉葱･苺 ほか 
＊種まき：大根･ほうれん草･小松菜･カブ 
＊収穫：ニラ･カボチャ･トマト･なす･人参･ミョウガ･インゲン･自然薯 
 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊「一日里やま体験」に参加した米山さんから、秋山の森の活動に参加したいとの 
 電話がありました。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊12月７日(月) 10時～12時 

フェンス内の草刈り チッパーを使い廃材の処理 

マダケの整備 

北西部の草刈り 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 251回 

      

  2020年 12月７日(月) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊東側道路の落ち葉の清掃。 
＊東側フェンス内 アズマネ笹の草刈り。 
＊前回に続き、ウッドチッパーを使いモウソウ竹の処理。 
＊北側フェンス内の除草。 
＊南東域 マダケの整備。 
＊南西域 マダケの整備。 
＊北部低地域 刈払機で草刈。 

参加者：２０名 ①伊藤･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑫浪花(耕作) ⑭海津 ⑰渕上･岸本･羽根･福本･ 

山本･吉道 (根木内)三嶋 (秋山)秋本･小川･米山･松田 (ゲスト)石井 

Save the Green ＊次回予定：12月 26日(土) 10時～12時 「森でゆったり保全活動」 
植樹のための整地、柵作り、植樹を予定 

＊11月 21日(土) 10時～12時 「アドベントカレンダー作り」  
参加人数未確認  応援団：野口･高木･小川･米山･松田 
ちょっと風が強く、全員ヘルメット着用でのイベントでした。 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：12月 11日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 
みなさんの参加 歓迎します。問合せは、12期浪花さん宛で連絡・確認ください。 

＊11月の活動：２日(月)･８日(日)･12日(木)･16日(月)･26日(木) 
＊作業：除草、追肥、収穫後の撤去、畑周辺の整備 ほか 
＊定植：豆類の植え付け準備、深ネギ追加定植、葉玉葱･苺 ほか 
＊種まき：スナックエンドウ・グリーンピース･そら豆・カブ 
＊収穫：なす･さつま芋・キャベツ・セロリ・深ネギ･小松菜・里芋・ショウガ 他 
＊新規調達：玉葱の苗・牛糞堆肥・藁束・もみ殻 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊野口代表が購入したポータブルロープウインチを披露。伐倒・枝落としをした木材 
 を目的場所に運搬することに使用。(写真撮影していませんでした) 
＊浪花さんから 秋山の森の畑で収穫した里芋･小松菜、また海津さんからオニユズの 
 差入れがあり、参加の皆さんに配布した。 
＊新年は、1月 20日(水)が初活動になります。 

記録者のコメント ＊17期の有志のみなさんが参加、また米山さんの新加入があり、活動も幅を広げ効率 
 よくできました。 

次回定例活動予定 ＊12月 16日(水) 10時～12時  今年の最終活動 

フェンス内の草刈り チッパーを使い廃材の処理 

東側道路の落ち葉の清掃 
STG（11／21）イベント前に森でヨガ体操 

STG（11／21）森への恩返しは落ち葉の清掃 



松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 252回 

     

  2020年 12月 16日(水) 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊東側道路の落ち葉の清掃。エンジンブロワーも使用。 
＊古いモウソウ竹 7～8本を伐倒。 
＊北側フェンス内・外の除草。 
＊南西域 マダケの伐採・整備。 
＊北部低地域及び広場の草刈り。刈払機を使用。 
＊南東域の整備。 

参加者：１２名 ①伊藤･佐竹･高木 ②野口 ⑤青木 ⑭海津 ⑰福本･吉道 (秋山)秋本･小川･米山･松田 

Save the Green ＊次回予定：12月 26日(土) 10時～12時 「森でゆったり保全活動」 
植樹のための整地、柵作り、植樹を予定 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊次回予定：未定（しばらく休止） 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：12月 25日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 
みなさんの参加 歓迎します。問合せは、12期浪花さん宛で連絡・確認ください。 

自然観察の記録 ＊ 

その他の 

報告・連絡事項 

＊新年の初活動は、1月 20日(水)10時～12時になります。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊１月 20日（水） 10時～12時   

北部フェンス内・外の草刈り 

マダケの整備 

東側道路の落ち葉の清掃 南東域 雰囲気が変わりました 


