
台地部の草刈り 

 

松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 269回 

         

 2021年 10月４日（月） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊森の南隣りの石井さん宅敷地に浸食したマダケを伐倒処理。 

＊北側及び東側 フェンス外周の清掃。 
＊西側隣家との境の草刈り。 
＊台地部スタードームあたりの部分的草刈り。 
＊北部植栽域の草刈り。 

参加者：１６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 (地域活躍塾)斎藤 (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。詳細はネット｢save the green@akiyama｣で検索してください 

耕作の記録 ＊次回予定：10月 14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 

 ９月の活動：6日(月)･11日(土)･17日(金)･23日(木) 
     作業：植付け:ブロッコリー・苺  種蒔き：大根･玉葱･葉物野菜 他 
    収穫：空芯菜･オクラ･ナス 他 
 伐倒したクヌギの活用で、魚料理用の俎板の製作にチャレンジ 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊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。 
竹の伐倒体験から竹工作(竹ポックリ 他)。組紐ベースを参加者にプレゼント。 
子どもっとまつどの参加者：子供:14名・大人 13名(未確認) スタッフ 7名 

  応援団参加者：①高木･佐竹 ②野口･三嶋 ⑥横山 ⑦藤田 ⑭金井 ⑰渕上･福本･ 
吉道･羽根 ⑱小橋 (秋山)小川･米山･松田 以上 15名 
(みどりと花の課)岩田さん カメラマン 1名 

＊オープンフォレストの秋山の森の公開日は、10月 16日(土)・20日(水 活動日)･ 
 24日(日)の三日を予定しています。公開時間は 10時～15時（20日は 13時迄） 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊10月 20日（水） 10時～12時 

北部植栽域の草刈り 

 

森のフェンス外周の除草・清掃 

 

浸食マダケの伐倒(処理後) 

 

冠水状態の南西域の低地 

 

全員集合 

浸食マダケの伐倒(処理前) 

 

竹ポックリ作りに 鋸を体験 余材を使った竹灯り 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 270回 

 

 2021年 10月 20日（水） 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊北側及び東側 フェンス外周の落ち葉の清掃。 

＊南西域 マダケ域の整備。 

＊３月に伐倒した耕作域のクヌギを加工・利用するため、搬出路を確保。モウソウ 
 竹数本伐倒･草刈りを施した。移動は伐倒木･地面の乾燥等を考慮し後日に実施。 
＊南部域のマダケを整備するため、マダケ林の中にビオネストを設ける。 

杭代わりに生えているマダケをカットし利用。伐倒したマダケを横に重ね上げ囲 

いにする。次回設置予定。 

参加者：１１名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑰福本 

(秋山)秋本･小川･米山･松田 (地域活躍塾)斎藤 

Save the Green ＊イベント･活動の再開にあたり、新規にメンバーを募集中。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：10月 28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 

＊10月 16日(土) OF９での秋山の森の公開日の来森者は大人５名･子供１名。 
 応援団：①髙木 ②野口 ⑰福本･吉道 (秋山)小川･米山･松田 ７名 

＊本日も秋山の森の公開日。平日・明け方までの小雨もあり訪問者は大人１名。 

 次回の秋山の森の公開日は 10月 24日(日) 10時～15時。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊11月１日（月） 10時～12時 

10/16 OF9での来森ご家族 北部植栽域の整備 

 

森のフェンス外周の清掃 

 

搬出木周りの除草 

 

南西域の整備 

 

搬出路作りでモウソウを伐倒 

 

出来た搬出路 

 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 271回 

 

 2021年 10月 20日（水） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊南部域のマダケ整備のため、マダケ林の中にビオネストを設ける。次回も継続。 

＊南西域 マダケ域の整備。 

＊東側 フェンス外周の落ち葉の清掃。 

＊北部植栽域の草刈り。 

＊広場の中央端にあった石柱を移動。先月 焼却炉を移動したことも含め、広場が 

 広くなった感がある。 

参加者：１４名 ①高木 ②野口 ⑤青木･三角 ⑧斎藤 ⑫浪花 ⑰福本･羽根  

(秋山)秋本･小川･米山･松田 (地域活躍塾)斎藤 (畑耕作)金森 

Save the Green ＊イベント･活動の再開にあたり、新規にメンバーを募集中。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：11月 11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 
＊10月の活動：４日(月)･14日(木)･21日(木)･28日(木) 
      植付け：苺･白菜･キャベツ･レタス･エシャレット 他 
      種蒔き：大玉かぶ･かぶ 
      収穫野菜：空芯菜･オクラ･ニラ･ネギ･モロヘイヤ･シソ 
      作業：夏物野菜撤去･草刈り･寒冷対策 他 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊10月 24日(日) OF９での秋山の森の公開日の来森者は 大人８名。 
 応援団：①髙木 ⑰福本 (秋山)小川･松田 ４名 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊11月 17日（水） 10時～12時 

北部植栽域の草刈り・整備 

 

フェンス外周の清掃 

 

マダケを伐倒しながらのビオネスト作り 

 

石柱の移設作業 

 

10/24 OF9 高木さんの説明を受ける柳井先生引率の千葉大生 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 272回 

 

 2021年 11月 17日（水） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊南部域のマダケ整備のためのビオネストの設営。次回も継続。 

＊南西域 マダケ域の整備。 

＊北側・東側 フェンス外周の落ち葉の清掃。 

＊北部植栽域の整備。 

＊出入口周辺のアズマネザサの刈込。 

＊千葉大生・安澤さんが卒論のための取材で来森。地主さんにインタビューしたい 
 とのことで自宅まで案内。今回は留守とのことで話をすることは叶わなかった。 
 高木さんが応対。 

参加者：１１名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑰福本 (秋山)小川･米山･松田 

 (地域活躍塾)斎藤 (千葉大生)安澤さん 

Save the Green ＊次回予定：11月 27日(土) 10時～12時 「森でゆったり・森育活動」 

      久しぶりの開催です。高木さんの紙芝居も復活。ご参加ください。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：11月 25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 

＊畑での収穫の里芋・タロ芋？を参加者に配布しました。 
 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊ 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊12月６日（月） 10時～12時 

南西域のマダケの整備 

 

フェンス外周の清掃 

 

マダケを伐倒しながらのビオネスト作り  形が出来てきました 

 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 273回 

 

 2021年 12月６日（月） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊南部域のマダケ整備のためのビオネストの設営。周辺の整備。 

＊東側 フェンス外周の落ち葉の清掃。 

＊北部植栽域に竹ツリーを製作。 

＊千葉大生・石川さんが卒論のための取材で来森。 

参加者：１８名 ①高木･佐竹 ②野口 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 (地域活躍塾)斎藤 (畑耕作)金森･女性 1名 
(千葉大生)石川さん 

Save the Green ＊11月 27日(土) 10時～12時 「森でゆったり・森育活動」 
     参加者：大人：３名  子ども：５名  スタッフ：３名 
     応援団参加者：①髙木 ②野口 ⑰福本 (秋山)小川･米山･松田 
             (19期受講生)中根･葛原 (地域活躍塾)斎藤 

＊次回予定：12月 19日(日) 10時～12時 「クリスマス出会いの森」 

竹ツリーに飾り付けを楽しもう 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：12月 10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 

＊11月の活動：1日(月)･4日(木)･11日(木)･15日(月)･25日(木) 
      植付け：玉ねぎ 
      種蒔き：エンドウ豆･スナックエンドウ･そら豆 
      収穫野菜：落花生･深ネギ･里芋･菊いも･自然薯･ショウガ ほか 
      作業：夏物野菜撤去･草刈り･寒冷対策･収納庫整理 他 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊12月 13日(月) 8時 45分～12時 聖徳小学校 2年生 3クラス 90名が社会科の 
 教科で来森。８:45～3回に分けて秋山の森を紹介します。皆様の応援･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 ＊12月 15日（水） 10時～12時  ※今年最後の活動日です。 

竹ツリーの製作 

 

フェンス外周の清掃 

 

ビオネストが出来 
周辺の整備を始める 

 

耕作地の様子 

 

森の紙芝居 植栽木の周りに腐葉土を施す 

英語の絵本の読み聞かせ 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 274回 

  

 2021年 12月 15日（水） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊東側フェンス外周の落ち葉の清掃。 

＊聖徳小児童のモウソウ竹伐倒体験後の整備。 

＊南西域のマダケ林の整備。 

参加者：１３名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑭海津 ⑰福本 (秋山)秋本･ 

小川･米山･松田(地域活躍塾)斎藤 (千葉大生)石川さん 

Save the Green ＊12月 19日(日) 10時～12時 「クリスマス出会いの森」 
参加者:大人 2名 子供 2名   応援団:高木・野口･藤田 

米山･松田 講座 19期受講の中根さん･葛原さん 
＊次回予定：1月に開催予定も日にち未定  

ネット「save the green@akiyama」で確認してください。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：12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 

＊12月 13日(月) 8時 45分～12時  
聖徳小 2年生 3クラス 90名が社会科の教科で、クラス別に 3回に分け来森。 
クラスを更に３班に分け、森の中を案内・散策組、モウソウ竹の伐倒体験組、 
スライドロープでの滑空遊び組、の順回しで体験した。お土産にコースター大 
の枝の輪切りにしたものをプレゼント。 

 応援団参加者：①髙木･佐武 ②野口 ⑭中村 ⑰福本 ⑱小橋･長木 (根木内)三嶋 
     (秋山)秋本･米山･斎藤･松田…12名 ※応援参加有難うございました。 
＊海津さんから獅子ゆずの差入れがあり、お土産に。 

記録者のコメント ＊今年も度々応援参加をお願いし有難う御座いました。新年もよろしくお願いします。 

次回定例活動予定 ＊1月 19日（水） 10時～12時  ※新年最初の活動日です。 

東側フェンス外周の清掃前(上)と後(下) 

 

南西域のマダケの整備 

 

聖徳小 2 年生の森学習 竹ツリーに飾り付け 


