松戸里やま応援団

秋山の森

2021 年７月５日（月） 10 時

活動記録

第 264 回

天気：小雨

活動内容

＊聖徳大学附属小の児童が竹(ひと節残した筒状のもの)を欲しがっているとのことで、
先生 1 名が来森。七夕プロジェクトの時に用意していた竹 40 数本をお渡しした。
また、参加児童全員のお礼の作文をいただきました。再度 森を訪ねたいとの意見
が多数ありました。
＊森の整備活動は、前日の雨に続き小雨模様で中止とした。

参加者：３名

①高木 ②野口 (秋山)松田

Save the Green

＊次回予定：７月 24 日(土) 10 時～12 時

畑・耕作の記録

＊次回予定：７月８日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日の予定
＊６月の活動:7 日(月)･10 日(木)･12 日(土)･13 日(日)･15 日(火)･21 日(月)･23(水)
24 日(木)･29 日(火)
作業:周辺の整備、草取り、支柱ネット設置、剪定、追肥、防虫 ほか
種まき･植え付け:きゅうり(蒔き直し)、落花生 ほか
収穫：ジャガイモ･枝豆･大根･玉葱･キャベツ･小松菜･そら豆 ほか
※仲間を募集しています。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 59 名が､校外学習で来森。
森を散策･紹介、モウソウ竹の伐倒を体験。
応援団参加者：①高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑭金井 ⑰福本 (根木内)三嶋
(秋山)小川･米山･松田 (ゲスト)マリヤン親子……12 名
＊６月 30 日(水) ９時 30 分～11 時 七夕プロジェクトにより、マダケを 30 数本
切り出し、みどりと花の課により 31 施設に配布。
応援団参加者：①高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑥横山 ⑧斎藤 ⑪加藤 ⑭金井･
中村 ⑮中村 ⑰福本 (根木内)三嶋 (秋山)秋本･小川･米山･松田…16 名
※上記の２件の催しにおいて、大勢の応援参加をいただき有難うございました。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊７月 21 日（水）10 時～12 時

七夕プロジェクト

マダケの切り出し

聖徳大付属小の児童の来森

松戸里やま応援団

秋山の森

2021 年７月 21 日（水）

活動記録

10 時～12 時

第 265 回

天気：晴れ

活動内容

＊北西側 隣家との境の草刈り。
＊北側 フェンス内の草刈り。
＊北側 フェンス外周の草刈り・清掃。
＊広場付近の放置廃材等の整備。

参加者：９名

①高木･佐竹 ②野口 ⑧斎藤 ⑰福本 (秋山)秋本･小川･米山･松田

Save the Green

＊｢まん延防止等重点措置｣と｢緊急事態宣言｣に沿って、イベント･活動開催は対策
解除まで中止。

畑・耕作の記録

＊次回予定：８月 12 日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日の予定
活動日等詳細は 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

＊

記録者のコメント

＊北西側草刈りの際 スズメバチ(詳細未確認)の飛来があったとの報告があった。

次回定例活動予定

＊８月２日（月）10 時～12 時

放置廃材の整備

フェンスからはみ出した草の除草

北側フェンス内の草刈り

松戸里やま応援団共同フィールド
2021 年８月２日（月）

秋山の森

10 時～12 時

活動記録

第 266 回

天気：晴れ

活動内容

＊北西側 前回に続き隣家との境の草刈り。ほぼ終了。(写真①)
＊北西域 畑付近の草刈り。（写真②）
＊北部 植栽域の草刈り。（写真③）
＊北側及び東側 フェンス外周の草刈り・清掃。
（写真④）
＊北西部 マダケ付近の草刈り。
（写真⑤）
＊南東部 駐車スペースの草刈り（写真⑥）

参加者：１２名

①高木 ⑤三角 ⑧斎藤 ⑫田中･浪花 ⑭海津 ⑰福本･吉道
(秋山)秋本･小川･米山･松田

Save the Green

＊｢まん延防止等重点措置｣と｢緊急事態宣言｣に沿って、イベント･活動開催は対策
解除まで中止。

畑・耕作の記録

＊次回予定：８月 12 日(木) 10 時～12 時
※毎月第２・第４木曜日の予定
活動日等詳細は 携帯電話 090-2167-4808(12 期・浪花)まで

自然観察の記録

＊東側フェンス外を整備中、オオゴマダラのサナギを見つけた。
（写真⑦）
＊報告:６月 26 日(土)腐生植物タシロラン(準絶滅危惧種)の群生が観られた。
（写真⑧）

その他
報告・連絡事項

＊幸谷小学校放課後児童クラブの竹工作教室(8/27 10 時～)に対処するため、
８月 24 日(火)10 時～ 秋山の森でモウソウ竹の伐倒･搬出(30 本程)を行います。
協力応援をお願いします。

記録者のコメント

＊北側の出入口の進入路でスズメバチ(詳細未確認)が飛んでいたとの報告あり。

次回定例活動予定

＊９月６日（月）

10 時～12 時

①

※８月 18 日（水）は休止
③

②

⑥

⑤

⑤⑦

⑧

オオゴマダラの成虫
オオゴマダラのサナギ

④

（沖縄県 HP から借用）

タシロラン

松戸里やま応援団共同フィールド
2021 年９月６日（月）

秋山の森

10 時～12 時

活動記録

第 267 回

天気：曇り

活動内容

＊北側及び東側 フェンス外周の草刈り・清掃。
＊南西域 マダケ域の整備。低地のため雨水が溜まり湿地状態のところもあった。
＊北部 植栽域の草刈り。
＊倉庫内の整備。
＊畑耕作域の草刈り・整備。

参加者：１３名

①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斎藤 ⑫浪花 ⑰福本
(秋山)秋本･小川･米山･松田 (ゲスト)金森

Save the Green

＊｢まん延防止等重点措置｣と｢緊急事態宣言｣に沿って、イベント･活動開催は対策
解除まで中止。

畑・耕作の記録

＊次回予定：９月９日(木) 10 時～12 時 ※毎月第２・第４木曜日の予定 要確認
活動日等詳細は 携帯電話 090-2167-4808(12 期・浪花)まで
＊７月の活動:合計５日 植え付け:落花生･カボチャ･深ネギ 収穫:なす･トマト他
＊８月の活動:合計３日 植え付け:葉物野菜 収穫:なす･きゅうり他

自然観察の記録

＊

其の他
報告・連絡事項

＊８月 24 日(火) 10 時～11 時 幸谷小学校放課後児童クラブの竹工作教室用に、
モウソウ竹の伐倒(30 本程)を行い、幸谷小に搬入。
応援団参加者：①高木 ②野口 ⑤青木 ⑥横山 ⑪加藤 ⑭金井 ⑮中村 ⑰福本･
吉道 (秋山)小川･松田 11 名
＊８月 27 日(金) 10 時～15 時 幸谷小学校放課後児童クラブの竹工作教室を実施。
応援団参加者：①高木･佐竹 ②野口 ⑤ホーリー･三角 ⑥横山 ⑦藤田 ⑫山崎
⑭村井･徳地 ⑮中村 ⑰福本 (秋山)小川･松田 14 名
ご協力ありがとうございました。
＊地域活躍塾の実地体験で、斎藤伊津子さん・酒向綾乃さんが来森。高木さんから
森の紹介・案内の後、整備活動に参加してもらった。
＊10 月３日(日) ９時～14 時 子どもっとまつどによる｢竹の工作教室｣を開催。
事前打合せにスタッフ２名が来森。当日の参加者はスタッフを含め子供:17 名・
大人 20 名の予定。竹の伐倒体験から竹工作(竹ポックリ他)を予定している。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊９月 15 日（水）

活躍塾からの参加者に活動の説明

⑤

10 時～12 時

北部植生域の草刈り

森のフェンス外周の除草・清掃

畑耕作地の手入れ作業

南西域のマダケの整備

幸谷小での竹工作教室 上･下

松戸里やま応援団共同フィールド
2021 年９月月 15 日（水）

秋山の森

10 時～12 時

活動記録

第 268 回

天気：曇り

活動内容

＊北側及び東側 フェンス外周の草刈り・清掃。
＊南西域 マダケ域の整備。
＊北部 植栽域の草刈り。
＊子どもっとまつどのイベントに備え、広場の草刈り。
＊活躍塾から参加のお二方、モウソウ竹林内の整備と草刈りに参加してくれました。

参加者：１４名

①高木･佐竹 ②野口 ④野坂 ⑤青木･三角 ⑭海津 ⑰福本･羽根
(秋山)小川･米山･松田 (地域活躍塾)斎藤･酒向

Save the Green

＊｢まん延防止等重点措置｣と｢緊急事態宣言｣に沿って、イベント･活動開催は
対策解除まで中止。

畑・耕作の記録

＊次回予定：９月 23 日(木) 10 時～12 時 ※毎月第２・第４木曜日の予定 要確認
活動日等詳細は 携帯電話 090-2167-4808(12 期・浪花)まで

自然観察の記録

＊

其の他
報告・連絡事項

＊先回に続き地域活躍塾の実地体験で、斎藤さん・酒向さんが来森。
＊10 月３日(日) ９時～14 時 子どもっとまつどによる｢竹の工作教室｣を開催。
当日の参加者は スタッフを含め子供:17 名・大人 20 名の予定。
竹の伐倒体験から竹工作(竹ポックリ 他)を予定している。
都合の良い方の応援をお願いします。
また 子どもっとまつどの了解があれば、市によるプロモーションビデオ撮影を
する予定です。
＊森の南隣りの石井さんから、敷地に浸食しているマダケの処理を依頼された。
気にはかけていたが、のびのびになり、10 月４日(月)の活動日に実施する。

記録者のコメント

＊

次回定例活動予定

＊10 月４日（月）

10 時～12 時

森のフェンス外周の除草・清掃

北部植栽域の草刈り

⑤

活躍塾からの参加のお二人も整備に参加

草刈り後の広場

