
松戸里やま応援団 秋山の森 活動記録 第 258回 

    備 

  2021年４月５日（月） 10時～12時  天気：小雨 

活動内容 ＊小雨が降り続き、森の手入れ作業は出来なかった。 

＊今年のモウソウの筍は 3月末から芽吹き始め、かなりの大きさに成長。間伐を考慮 
したタケノコ掘りを行った。 

参加者：１０名 ①高木 ⑤青木 ⑫田中 ⑭海津 ⑰吉道 (秋山)小川･松田 (ゲスト)石井・霞(親子) 

Save the Green ＊３月 27日(土) 10時～12時   里庭計画、始まりました！ 

参加者：20数名(スタッフ含む) 応援団：野口･高木･小川･米山･松田 

＊次回予定：４月 24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 ＊次回予定：４月 22日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊３月の活動 活動日：１日(月)・７日(日)・11日(木)・25日(木)・27日(土) 
       作業：周辺の整備、落ち葉集積、草取り 
          じゃがいも植え付け(85株)、大根･ほうれん草･枝豆ほか種まき 
          そら豆・グリーンピース支柱設置、椎茸榾木菌打ち 
       収穫：ニラ・ブロッコリー・深ネギ 

自然観察の記録 ＊西側低地部でショウブの花 1株発見。時期的に早いものの、秋山の森では初めて。 

その他の 

報告・連絡事項 

＊４月 15日(木) 10時～  秋山の森でナラ枯れ対策ネット及び固定ピンを配布。 

＊４月 11日(日) 9時 30分～12時 30分 ボーイスカウト松戸 9団 カブスカウト隊 
による隊集会を秋山の森で実施。 

＊４月 24日(土) 10時～  ｢み･どりーむ秋山｣による秋山駅前緑化プロジェクトの
申し入れで、長さ 90㎝の竹による杭 240本を製作します。(太さは問題にしな
い) 応援団みなさんの応援協力をお願いします。 

＊隣家渡邉さんから、西側低地のクヌギ伐倒の要望あり。高木さんが応対。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊４月 21日（水） 10時～12時   

ショウブの花 

収穫したタケノコ 

3/27活動前にストレッチ 

畑耕作地の様子 

3/27 竹の花鉢を制作 
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  2021年４月 21日（水） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊西側低地 畑耕作地のそばにあるクヌギを伐倒。今年になって２本目。後処理は次回。 

＊南西域、北部域、南東駐車スペースの草刈り。 
＊フェンス外周の清掃。 

＊南西域のマダケの整備。  

＊南東部サネカズラの群生域の整備。 

参加者：１６名 ①高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑧斎藤 ⑫田中 ⑰福本･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：４月 24日(土) 10時～12時 「森の保全活動とタケノコ掘り」 

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：５月 13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 ＊倉庫脇に、ギンラン１株が花をつけていた。 

＊北側にある以前伐倒したケヤキの切り株に、カブトムシの幼虫が生息していた。 

その他の 

報告・連絡事項 

＊４月 24日(土) 10時～  ｢み･どりーむ秋山｣による秋山駅前緑化プロジェクトの 

申し入れで、長さ 90㎝のマダケによる杭 240本を製作します。(太さは問題にしな 

い) 応援団みなさんの応援協力をお願いします。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月３日（月･祝日） 10時～12時   

フェンス外周の清掃 

クヌギの伐倒作業 

カブト虫の幼虫 

マダケの整備 

ギンラン１株 

草刈りを行った 南西部・北部・南東部駐車スペース 
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  2021年５月３日（月･祝日） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊西側低地 先回伐倒したクヌギの枝の整理。幹の処方は次回以降とした。 

＊畑からの北西域の草刈り。 
＊南西域のマダケの整備。  

＊フェンス外周(東側・北側)の草刈り及び清掃。 
＊井戸のそば、階段淵にあるコナラにナラ枯れ対策ネットを施した。 

参加者：１５名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斎藤 ⑫田中･浪花 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：５月 22日(土) 10時～12時 ・４月 24 日(土)はコロナ禍対策で中止 

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：５月 13日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊４月の活動 活動日：８日(木)・15 日(木)・22日(木)・23日(金) 
       作業：周辺の整備、草取り、孟宗竹２本除去 
          種まき=トウロモコシ･インゲン･大納言小豆･ごぼう 他 
          植え付け=菊芋･里芋･八ツ子ショウガ 
          春物野菜作付け準備 他 
       収穫：ニラ・ブロッコリー・苺・廿日大根・筍 

自然観察の記録 ＊クロアゲハ、オニヤンマの飛来を確認。 
＊森から車で帰宅途中、ベニカミキリムシが車のサイドミラーにへばりついていた。 

その他 

報告・連絡事項 

＊４月 24日(土) 10時～12 時 ｢み･どりーむ秋山｣による秋山駅前緑化プロジェク 
トのマダケによる杭製作に 15 名の参加をいただきました。有難うございました。 
応援団参加者：①高木･山口 ②野口 ④山下 ⑥横山･山野辺 ⑧斎藤 ⑭中村 ⑮中村 

        ⑰福本 (根木内)三嶋 (秋山)小川･米山･松田 (畑耕作)浪花 
み・どりーむ：3名 

＊５月８日(土) ９時 30分 秋山の森集合 
 上記活動で製作した杭の設置作業(杭打ち・ロープ掛け)を、秋山駅前ロータリーで 
行います。再度の応援をお願いします。  

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊５月 19日（水） 10時～12時   

フェンス外周の草刈り・清掃 伐倒したクヌギの整備作業 

ナラ枯れ対策ネットを施す 
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  2021年５月 19日（水） 10時～11時 30分  天気：曇り時々小雨 

活動内容 ＊東側フェンス外周及び森の南側の草刈り・清掃。 

 時々小雨の中でしたが、森の外周の草刈りはほぼ終了。 

参加者：６名 ②野口  (秋山)小川・米山・松田 (ゲスト)石井・西田 

Save the Green ＊次回予定：６月 26日(土) 10時～12時  

５月の活動(5/15)OF公開日の予定でしたが、コロナ禍対策のため中止でした。 

チェーンソーｸﾗﾌﾞ ＊クラブは５月 10日に解散としました。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：５月 27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 

報告・連絡事項 

＊５月８日(土) ９時 30分～13時 

  秋山駅前ロータリーの花壇に、竹杭の設置とロープ掛けを行った。 

応援団参加者：①高木･佐竹 ②野口 ⑥横山 ⑦藤田 ⑭金井･中村 ⑰福本 

        (秋山)小川･米山･松田  11名 

み・どりーむ：10名ほど 

＊５月 16日(日) オリンポスの山(森)で入口付近にある危険木１本を伐倒処理。 

  応援団参加者：②野口・①高木・⑥横山・②壱岐・⑦藤田・(秋山)小川・松田 

  ５月 23日(日)も危険木の伐倒処理を継続実施します。 

９時 30分現地集合。都合のつく方の応援をお願いし 

ます。 
 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊６月７日（月） 10時～12時   

フェンス外周の草刈り・清掃 森の南側の除草作業(上:作業前・下：作業後) 

み・どりーむ活動(上３枚) 

オリンポスの山での伐倒 
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 2021年６月７日（月） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊南西域のマダケの整備。活動周辺の草刈り(一部)。これまでのマダケはほぼ 
 皆伐したものの、新芽のマダケが群をなすように伸びている。 
＊モウソウ竹林内の枯れたモウソウ竹 10本ほどを伐倒。後処理は次回に。 
＊南東部サネカズラの群生域の整備。できるだけ元から刈込をやり、新たな芽を期待。 
＊北部域、北西域畑周辺の草刈り。(次回も継続) 
＊池周辺の整備。 
＊広場近接にモウソウ竹が 1本 根本から倒れており、その処理を行った。 

参加者：１３名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑫浪花 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：６月 26日(土) 10時～12時 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：６月 24日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

＊5月の活動:3日(月)･10日(月)･15日(土)･20日(木)･26日(水)･28日(金)･29(土) 
    作業:周辺の整備、草取り、支柱ネット設置、土寄せ ほか 
    種まき･植え付け:きゅうり(蒔き直し)、トマト･なす･深ネギ･自然薯 ほか 

収穫：ニラ･苺･廿日大根･ほうれん草･キャベツ･大根･小松菜･玉葱 ほか 

※一緒に耕作活動をやりませんか。仲間を募集しています。 
活動日など問い合わせは、携帯電話 090-2167-4808(12期・浪花)まで。 

自然観察の記録 ＊サネカズラの群生域で、オオスズメバチの女王蜂を確認。 

その他 
報告・連絡事項 

＊６月 30日(水)９時 30分～1時間ほど  七夕プロジェクトによるマダケの切り 
出し(30本ほど)を秋山の森で実施します。応援参加をお願いします。 

＊５月 23日(日) オリンポスの山(森)で危険木１本を伐倒処理。(２回目) 
 応援団参加者:②野口･①高木･⑥横山･②壱岐･⑦藤田･⑰福本･(秋山)小川･松田 

記録者のコメント  

次回定例活動予定 ＊６月 16日（水） 10時～12時 

南西域のマダケの整備 畑周辺の草刈り 北部域 鎌・刈込ハサミで草刈り 

倒れていたモウソウ竹 

池周辺の整備 サネカズラ群生域の除草 

枯れたモウソウを伐倒 
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 2021年６月 16日（水） 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊先回伐倒した枯れたモウソウ竹、竹林外に搬出し整備。 

＊聖徳大学附属小の児童の来森に備え、広場を中心に散策路、気になる所を草刈り。 
＊森の外周の清掃・整備。 
＊西側隣家から、ツル状の草が越境しているとの苦情があり処理。 

参加者：１２名 ①高木 ②野口 ④野坂 ⑤三角 ⑧斎藤 ⑭海津 ⑰福本 ⑰渕上  
(秋山)秋本･小川･米山･松田 

Save the Green ＊次回予定：６月 26日(土) 10時～12時 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：６月 24日(木) 10時～12時  ※毎月第２・第４木曜日の予定 

※一緒に耕作活動をやる仲間を募集しています。 
活動日など問い合わせは、携帯電話 090-2167-4808(12期・浪花)まで。 

自然観察の記録 ＊ 

その他 
報告・連絡事項 

＊６月 26日(土) 聖徳大学附属小 3年生の児童２クラス 60名が、校外学習で秋山 
の森に来森。森の紹介・竹の伐倒体験などを予定しています。 
当日雨天の場合は、1週間後の 7月 3日(土)を予定。 

＊６月 30日(水) ９時 30分～1時間ほど  七夕プロジェクトによるマダケの切 
り出し(30本ほど)を秋山の森で実施します。荒天の場合は７/２(金) 

※上記催し際し、都合のとれる方の応援参加をお願いします。 

記録者のコメント ＊栄巣場所を探しているようなスズメバチ２匹を、耕作地近くの散策路で発見。 
 廃材を積み上げてある所などに注意が必要。 

＊浪花さんから、秋山の森の耕作作物のジャガイモ(男爵)と玉ねぎの差入れがあり、 
参加者に配分しました。 

＊活動中の写真をあまり撮れていませんでした。 

次回定例活動予定 ＊７月５日（月） 10時～12時 

草刈り後の広場 

西部域 散策スペースの草刈り 


