
松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 280回 

 

 2022年４月 20日（水） 10時～12時  天気：曇り(森に行くまでは小雨模様) 

活動内容 ＊北側植栽域 7割ほど 刈払機で草刈り。 

＊森の南部 隣家との境のマダケの整備。 
＊森の外周の清掃。 
＊4/30の Save the greenのイベント「ひまわり花壇作り」の事前準備。花壇スペ
ースの整備。 

 
＊４月４日(月)は雨天のため活動は中止でした。。 

＊４月７日(木)臨時活動 10時～12時 

掛かり木 10本程を処理。 参加者：野口･高木･田中･小川･松田 以上５名 

参加者：１７名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木･三角 ⑥横山 ⑫田中 ⑲吉田･中根･まつど森ずかんの 
編集に参加された女性(お名前？) (根木内)三嶋 (秋山)秋本･小川･米山･斎藤･松田  
(ゲスト)石井 

Save the Green ＊３月 26日（土）10時～12時 「たねダンゴ＠秋山の森」 
    参加者:大人 2名 子供 1名  応援団：高木･米山･福本･小橋･松田 

＊次回予定：４月 30日(土)10時～12時「ひまわり花壇作りでウクライナを支援」 
      ※ウクライナ支援募金を実施 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：４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 

＊３月の活動 活動日：７日(月)･10日(木)･24日｣(木)･25日(金) 
      作業：植え付け(じゃがいも(男爵･メークイン)･ニラ･ニンニク) 
         種まき(ほうれん草･小松菜･大根･廿日大根･小かぶ) 
         その他：ビニールトンネル･支柱設置･雑草取り･水やり ほか 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊4/5 読み語りボランティアの霞さん  4/10 ボーイスカウトのカブ隊 

4/16 パパラボの皆さん  以上３グループが筍掘りで来森。 

記録者のコメント  

次回定例活動予定 ＊５月２日（月） 10時～12時 

STGイベントポスター 

外周の清掃(上･下) 
北側低地部の草刈り・整備 
 

北部のマダケの整備 

 

４／７ 掛かり木を処理 

 

https://ameblo.jp/stgakiyama/image-12737965818-15094722603.html


松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 281回 

   

 2022年５月２日（月） 10時～12時  天気：晴れ 

活動内容 ＊北側植栽域 刈払機で草刈り・整備。 

＊森の南部 隣家との境のマダケの整備。ほぼ終了。 
＊森のフェンス外周の草刈り・清掃。 
＊モウソウ竹林内の枯れたモウソウ竹 10数本を伐倒。 

＊森の南側 隣家進入路の草刈り・整備。 

参加者：１７名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑤青木 ⑧斎藤 ⑭海津 ⑰福本･吉道･羽根 ⑲青木 
(根木内)三嶋 (秋山)秋本･小川･米山･松田 (耕作)浪花･金森 

Save the Green ＊次回予定：５月 21日(土) 10時～12時 OFとコラボ「森探検 Akiyama forest」 

＊４月 30日（土）10時～12時 「ひまわり花壇作りでウクライナを支援」 
     ※ウクライナ支援募金を実施  参加者は 30名超(総人数は未確認)  
応援団：①高木⑭徳地⑰福本⑱小橋(秋山)米山･小川･松田(緑ネット)藤田＝8名      

畑・耕作の記録 ＊次回予定：5月 12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 

＊オープンフォレストでの秋山の森の公開日は、５月 14日(土)と 21日(土)の 2回 
 です。時間は両日とも 10時～15時を予定しています。内容は林内散策・ターザ 
ンロープ･ハンモック･竹工作など。午前・午後だけでも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 18日（水） 10時～12時 

STGイベントポスター 

森の南部の整備（市日前:左 整備後:右） 

枯れたモウソウ竹の伐倒･整備 
 

北部のマダケの整備 

 

フェンス外周の清掃 

 

英語の絵本の読み聞かせ 

ヒマワリの種の植え付け 
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松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 282回 

   

 2022年５月 18日（水） 10時～14時  天気：晴れ 

活動内容 ＊新しく伸びたモウソウ竹、それぞれに数メートルに伸び、数十本を間伐。 

＊北側植栽域の除草・整備。花壇スペースの整備。 
＊東側道路に伸びた枝を刈込。 
＊フェンス外周の除草・清掃。 
＊オープンフォレスト、秋山の森の公開の準備。遊具(ターザンロープ･ハンモック･ 
 ロングブランコ)を設置。 
＊南北域にあるケヤキの、高さ 7～8ｍのところ？に枯枝(２本)があり、ビッグショ 
 ットを使いロープをかけ、引落し処理。かなりてこずった。 

＊5/14(土) OFの秋山の森の公開日でしたが、雨のため中止でした。 

 森の東道路にある道路の安全ミラーが木の枝に塞がれ、見えない状況だったため、 
枝落としを施した。参加者：②野口 ⑱小橋 (秋山)松田  

参加者：９名 ①高木･佐竹 ②野口 ⑭海津 ⑰福本 ⑲吉田 (秋山)小川･米山･松田 

Save The Green ＊次回予定：５月 21日(土) 10時～12時 OFとコラボ「森探検 Akiyama forest」 

＊4/30(土）の「ひまわり花壇でウクライナ難民支援」のイベントで 24,500円の 
 募金があり、全額寄付を行った。     

畑・耕作の記録 ＊次回予定：5月 26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 

＊４月の活動 活動日：８日(金)･23日(土)･28日(木) 
      作業：植え付け(枝豆･なす･きゅうり･トマト) 
         種まき(人参･里芋･八つ頭･菊芋) 
         収穫(椎茸･廿日大根･小松菜)  鶏糞堆肥･化成肥料の調達 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊オープンフォレストの秋山の森の公開は、21日(土)10時～15時に行います。 
 Save The Greenとコラボ開催。 

記録者のコメント ＊東側道路の枝の処理･整備の時に、スズメバチ(親指大)の死骸を見つけた。 
 これからは秋まで要注意です。 

次回定例活動予定 ＊６月６日（月） 10時～12時 

ケヤキの枯枝の処理 
5/14 安全ミラーを塞いでいた枝 
を除去(上:処理前 下:処理後) 

伸びた新モウソウの伐倒･整備 

 

フェンス外に伸びた枝の処理 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 283回 

 

 2022年６月 15日（水） 10時～11時  天気：小雨 

活動内容 ＊南側隣家との境付近 マダケの新芽の除去。 

 
＊６月６日（月）の活動は雨天のため中止でした。 

参加者：５名 ⑤青木 ⑲吉田 (秋山)米山･松田 (ゲスト)石井 

Save the Green ＊次回予定：６月 27日(日) 10時～12時  「森の七夕まつり」 

＊５月 21日(土)10時～12時 ＯＦとコラボ「森探検 Akiyama forest」詳細は下記 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：６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 

＊５月の活動 活動日：２日(月)･８日(日)･10日(火)･12日(木)･22日(日)･24(火) 
           25日(水)･26日(木) 
      作業：植え付け(深ネギ･ショウガ) 種まき(ごま･インゲン･トウモロ 

コシ･」ごぼう 他) その他：追肥･土寄せ･剪定･支柱設置 他 
      収穫野菜：苺･大根･葉物野菜･ふき 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊６月 30日(木)七夕プロジェクトによりマダケの伐採・搬出を秋山の森で行いま 

す。皆さんの応援参加をお願いします。９時 30分集合。 

＊５月 21日(土) ９時～13時 ＯＦ秋山の森の公開日(STGとコラボ開催) 
 一般来森者：大人:５名 子供:２名 
 スタッフ：①髙木･佐竹 ②野口 ⑭金井･海津 ⑰福本 (秋山)小川･米山･松田 
      (STG)マリヤン 以上 10名 
 5/14は雨天のため公開は中止。 今回は曇りの天気予報も小雨の中での公開。 
 来森者は少なかったが、STGの代表でもある米山さんが皆さんを森の中へ案内、 
 その後、筍掘りを体験・おみやげに。昼以降の来森者も見込めず 13時で終了。 

記録者のコメント ＊小雨にも拘わらず５名が集まりました。思うような作業もかなわず 1時間ほどで 

散会とした。 
＊活動日が連続で雨模様となり、整備活動もままなりませんが、ＯＦ等５月の記録 
もあり活動記録として配信します。 

次回定例活動予定 ＊７月４日（月） 10時～12時 

5/21 森を散策 

北部植栽域の様子 5/21 雨除けシートの中で歓談 

マダケの新芽の整備 

 

5/21 ターザンロープを楽しむ 


