松戸里やま応援団 秋山の森
2021 年 1 月 20 日(水) 10 時～12 時

活動記録

第 253 回

天気：晴れ

活動内容

＊竹林内に積み上げて置いたモウソウ竹の処理。ウッドチッパー使用。
＊南西域 マダケの伐採・整備。
＊南東域の整備。
＊竹で飾り柵を作りたいとのことでマダケを所望の方がおり、搬出のための作業。

参加者：１１名

①佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑫田中 ⑰福本 (秋山)秋本･小川･米山･松田

Save the Green

＊12 月 26 日(土) 「森でゆったり保全活動」植樹のための整地、柵作り、植樹
参加者：スタッフを中心に十数名(未確認) 応援団：野口･高木･小川･米山･松田
＊次回予定：1 月 23 日(土) 10 時～12 時「森でゆったり保全活動」

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：1 月 28 日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日の予定
＊2020 年 12 月の活動記録
活動日：７日(月)・18 日(金)・24 日(木)
作業：除草及びビニールトンネル作り、周辺の整備・清掃
収穫：里芋・キャベツ・白菜・深ネギ・小松菜・ショウガ・ニラ
里芋・小松菜は秋山の森の活動日に参加者に配布。

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊昨年秋に予定し、台風のため延期になった、子どもっとまつど主催による「森で遊ぼ
う 竹の工作教室」を２月７日(日) ９時 30 分～12 時 30 分の予定で開催します。
みなさんのご協力をお願いします。９時集合。
＊地権者の渡邉様が来森。酒肴料をいただきました。

記録者のコメント ＊
次回定例活動予定 ＊２月１日（月）

チッパーを使いモウソウ竹の粉砕作業

10 時～12 時

南東域の整備
12/26 梅・アジサイ等を植栽

マダケの搬出準備作業

南西域 マダケの整備

12/26 高木さん熱演

松戸里やま応援団 秋山の森
2021 年２月１日(月) 10 時～12 時

活動記録

第 254 回

天気：曇り

活動内容

＊モウソウ竹林内の整備。伐倒してあったモウソウ竹ほか小枝等、集積場所に搬送。
＊南西域 マダケの伐採・整備。
＊広場の整備。
＊子どもっとまつどから２名、２/７の催しの事前打合せに来森。

参加者：９名

⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑰吉道 (秋山)秋本･小川･松田

Save the Green

＊1 月 30 日(土) 「森でゆったり保全活動」
参加者：子供７名･大人５名(未確認) 応援団：･高木･小川･米山･松田
＊次回予定：２月 27 日(土) 10 時～12 時

（耕作）浪花･金森

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：２月 11 日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日の予定
＊１月の活動記録
活動日：14 日(木)・18 日(月)・28 日(木)
作業：苺の追肥、周辺の整備・清掃
収穫：キャベツ・白菜・小松菜・ほうれん草･ごぼう
＊２月１日（月）秋山の森の活動参加者に、収穫したキクイモを配布。

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊２月７日(日) ９時 30 分～12 時 30 分（９時集合）
子どもっとまつど主催による「森で遊ぼう 竹の工作教室」を秋山の森で開催しま
す。みなさんのご協力をお願いします。
＊ナラ枯れ調査案件：秋山の森は２月 13 日(土)に実施。

記録者のコメント ＊
次回定例活動予定 ＊２月１7 日（水）

南西域 マダケの整備

モウソウ竹林内の整備作業

10 時～12 時

1/30 腐葉土作り

1/30 高木さんの紙芝居

松戸里やま応援団 秋山の森

活動記録

2021 年２月１7 日（水） 10 時～12 時

第 255 回

天気：晴れ

活動内容

＊モウソウ竹林内に集積しておいたモウソウ竹のチッパー処理。一山はほぼ終了。
＊南西域 マダケの整備。
＊南域 隣家に倒れていたマダケを伐倒処理。
＊東側フェンス外周の落ち葉の清掃。ブロワーを使用。
＊北側低地部にビオネストスペースを設け、刈払後の雑草や小枝を集積。

参加者：１３名

①高木・佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑭海津 ⑰福本
(秋山)秋本･小川･米山･松田

Save the Green

＊次回予定：２月 27 日(土)

(ゲスト)石井

10 時～12 時

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：２月 25 日(木)

10 時～12 時

※毎月第２・第４木曜日の予定

自然観察の記録

＊西側低地にフィキノトウが芽吹きはじめ、収穫。

その他の
報告・連絡事項

＊２月７日(日) ９時 30 分～12 時 30 分（９時集合）
子どもっとまつど主催による「森で遊ぼう 竹の工作教室」を開催。
参加者:３家族 子供 6 名 大人４名
子どもっとスタッフ:６名
応援団:野口・高木・佐竹・金井・秋本・小川・松田
＊紙敷新田子供会から、代表の菊池さんほか 1 名 見学に来森。
＊コロナ禍のなかですが、５月にオープンフォレストの開催を予定し準備をしていま
す。秋山の森の公開日は、５月 15 日(土)・19 日(水)・22 日(土)を予定しています。

記録者のコメント ＊
次回定例活動予定 ＊３月１日（月）

モウソウ竹のチッパー作業

10 時～12 時

廃材竹を使いビオネスト造り

南西域 マダケの整備

フェンス外周の落ち葉清掃

2/7 モウソウ竹の輪切りに挑戦

2/7 準備中の様子

松戸里やま応援団 秋山の森
2021 年３月１日（月） 10 時～13 時

活動記録

第 256 回

天気：晴れ

活動内容

＊モウソウ竹林内に集積(これまでとは別)しておいたモウソウ竹のチッパー処理。
＊南西域 マダケの整備。
＊西側 畑耕作内に立つクヌギを伐倒。隣家の花粉による苦情対策もあった。
＊北側低地部、刈払機で整備。

参加者：１６名

①高木・佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑭海津 ⑰福本･吉道
(秋山)秋本･小川･米山･松田 (畑耕作)浪花･金森 (ゲスト)石井

Save the Green

＊２月 27 日(土) 10 時～12 時 「里庭計画、始めます」
参加者：大人 7 名・子供 10 名(スタッフ含む)
応援団：野口･高木･佐竹･小川･米山・松田
里庭計画のミーティング・竹材で木(竹)琴作り・グミの木の植栽 他
「朝日れすか」の記者が、里やまアワード大賞受賞の取材の一環で来森。
＊次回予定：３月 27 日(土) 10 時～12 時

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

＊２月の農園活動 活動日：1 日(月) 2 名･11 日(木) 2 名･25 日(木) 2 名
作業：ﾈｯﾄ･ﾋﾞﾆｰﾙﾄﾝﾈﾙ撤去、周辺の整備、じゃがいも植え付け準備、苦土石灰散布
収穫：白菜･小松菜･菊芋･ほうれん草･ごぼう･深ネギ
＊次回予定：３月 11 日(木)

10 時～12 時

※毎月第２・第４木曜日の予定

自然観察の記録

＊

その他の
報告・連絡事項

＊コロナ禍のなかですが、５月にオープンフォレストの開催を予定し準備をしていま
す。秋山の森の公開日は、５月 15 日(土)・19 日(水)・22 日(土)を予定しています。

記録者のコメント ＊
次回定例活動予定 ＊３月 17 日（水）

10 時～12 時

モウソウ竹のチッパー作業

2/27 活動前のミーティング

クヌギの伐倒
右上の写真：ポータ
ブルロープウインチ
を使って伐倒木を移動
南西域 マダケの整備
2/27 グミの植栽

トラ刈状態だった雑草の整備

松戸里やま応援団 秋山の森

活動記録

2021 年３月 17 日（水） 10 時～12 時

第 257 回

天気：晴れ

活動内容

＊西側低地部、刈払機を使い整備。
＊南西域 マダケの整備。
＊森の南東部 サネカズラの群生域の整備。
＊低地部 散策路の整備。
＊北西域にあるエノキの剪定。
＊北側低地部、刈払機で整備。

参加者：１5 名

①高木・佐竹 ②野口 ④野坂・山下 ⑤青木･三角 ⑧斉藤 ⑰福本･吉道
(秋山)秋本･小川･米山･松田 (ゲスト)石井

Save the Green

＊次回予定：３月 27 日(土)

10 時～12 時

里庭計画、始まりました！

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：３月 11 日(木)

10 時～12 時

※毎月第２・第４木曜日の予定

自然観察の記録

＊ヤマブキが群生を拡げ満開でした。また桜・スイセンをはじめ春の球根の花が咲き
はじめました。

その他の
報告・連絡事項

＊３月 19 日(金) 10 時～
しんやまの森で、ナラ枯れ対策によるネット巻き講習
会を開催。
＊３月 24 日(水) 10 時～
甚左衛門の森で、チェーンソーを使った伐倒講習会。

記録者のコメント ＊
次回定例活動予定 ＊４月５日（月）

西部低地域の整備

上＝整備前・下・整備後

10 時～12 時

散策路の整備

サネカズラ群生域の整備

満開のヤマブキ

