
松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 284回 

  

 2022年７月４日（月） 10時～12時  天気：小雨のち曇り 

活動内容 ＊集合時は小雨も 10時には上がり、作業することに。 

＊北部植栽域の西側の草刈り。 
 隣家に浸食しているモウソウ竹の伐倒を依頼されているが､人数が足りず次回に｡ 

＊刈払機の損傷していた飛散防止用カバーの取り換えで伊藤商会さんが来森。 
 中古品(新品同様)とのことで、費用はサービスにしてくれた。 

参加者：６名 ②野口 (秋山)米山･花谷･松田  (耕作)浪花･金森 

Save the Green ＊次回予定：７月 17日(日) 10時～12時  「虫探検 in秋山の森」 

＊６月 27日(日) 10時～12時  「森の七夕まつり」 
   参加者：大人 3名  子供 4名 
   応援団：野口･高木･福本･米山･花谷･松田 (ゲスト)西田さん 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：７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 

＊６月の活動 活動日：11日(土)･23日(木)･24日(金)･25日(土)･28日(火) 
      作業：ごまの種のまき直し､ごぼうの間引き､支柱設置､周辺の草刈り他 
      収穫野菜：ジャガイモ、大根、きゅうり 
・例年になく梅雨明けが早く、極めて暑く少雨で、作物全般に過酷な天候だった。 

自然観察の記録 ＊七夕プロジェクトでマダケ伐採の際、タシロランの群生がありました。 

其の他 
報告・連絡事項 

＊６月 30日(木)９:30～10:30 七夕プロジェクトによりマダケ 40本程伐採・搬出。 

  参加者：①髙木･佐竹 ②野口･三嶋 ⑤青木･三角 ⑥横山 ⑦池村･藤田 ⑧斎藤  
⑨村上 ⑫浪花･山崎･藤田 ⑭金井 ⑰福本 ⑱小橋 ⑲中根 
(秋山)小川･米山･花谷･松田……22名  みどりと花の課……４名 

    大勢の応援参加を頂き、ありがとうございました。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊７月 20日（水） 10時～12時   どうか雨天でないことを… 

6/27 七夕飾り 

北部植栽域の草刈り 6/27 まずは短冊作りから 

タシロラン 

 

6/30 七夕プロジェクト マダケの切り出し 

飛散防止用カバーの取り換え 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 285回 

  

 2022年７月 20日（水） 10時～12時  天気：晴れのち曇り 

活動内容 ＊北西部隣家に浸食しているモウソウ竹 20本ほどを伐倒｡ 

＊南部隣家に浸食しているマダケ 40本ほどを伐採。 
 
＊天候のせいで３回ほどまともな整備活動ができないなか、竹の成長はすさまじく、
近隣の要望もあり、今回は竹の伐倒が中心の活動でした。 

参加者：１１名 ①髙木･佐竹 ⑤三角 ⑧斎藤 ⑰福本 ⑲吉田 (秋山)秋本･小川･米山･花谷･松田 

Save the Green ＊次回予定：９月 10時～12時 詳細は後日  ※８月のイベントはありません。 

＊７月 17日(日) 10時～12時 「虫探検 in秋山の森」  
   参加者：大人８名 子供６名(未確認)   (BS関係者)２名 
   応援団：①高木･⑦藤田･⑰福本･⑱小橋 (秋山)小川･米山･花谷･松田 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：７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 

＊放課後児童クラブ２校分の竹ポックリ作りのため、モウソウ竹の伐採を８月 15日 

(月)10時～12時の予定で秋山の森で行います。皆様の応援をお願いします。 

記録者のコメント ＊浪花さんが行っている耕作の収穫、ジャガイモをお土産にいただきました。 

次回定例活動予定 ＊８月１日（月） 10時～12時  

7/17 昆虫のお話しに聞き入る モウソウ竹伐倒(処理前:上／処理後:下) 

7/17 草地の中へ虫探し 

マダケの伐採(処理前:上／処理後:下) 
 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 287回 

  

 2022年８月 17日（水） 10時～12時  天気：曇り時々小雨 

活動内容 ＊北部 植栽域の草刈り。次回も継続。 

＊広場の草刈り。 
＊フェンス外回りの草刈り・清掃。次回も継続。 

参加者：６名 ①髙木 ⑰福本(秋山)小川･米山･松田(ゲスト)石井 

Save the Green ＊次回予定：９月 25日 10時～12時 詳細は後日 ※８月のイベントはありません。 

畑・耕作の記録 ＊次回予定：８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 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊８月 15日(月)10時～12時  放課後児童クラブ２校分の竹ポックリ作りのた 
め、モウソウ竹を伐採(100足分+α)。２児童クラブへ搬送。 
参加者：①髙木 ②野口 ⑥横山 ⑦藤田 ⑧斎藤 ⑪加藤 ⑫山崎 ⑭海津 ⑱小橋 
    ⑲吉田 (根木内)三嶋 (秋山)小川･米山･花谷･松田…15名 

【竹ポックリ作り】 
＊８月 19日(金) 9時 30分～15時 旭町小 旭どんぐり放課後児童クラブ 
＊８月 26日(金) 9時 30分～15時 幸谷小 幸谷放課後児童クラブ 
 ノコギリ・穴あけドリルの、指導・補助の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 ＊９月５日（月） 10時～12時  

植栽域のフェンス沿い 刈込ハサミで草刈 

フェンス外周の清掃 
 

植栽域の内部は刈払機で草刈 

フェンス外周の草刈・清掃 
 

8/15 モウソウ竹の切り出し 

休憩時 野口さん差入れの 
西瓜をいただき歓談 



松戸里やま応援団共同フィールド 秋山の森 活動記録 第 288回 

  

 2022年９月５日（月） 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊北部 植栽域の草刈り。次回も継続。 
＊フェンス外周の草刈り・清掃。次回も継続。 
＊広場で腰掛にしていた丸太の劣化が目立ち、２月に伐倒し広場隅に仮置きしてお 
いたクヌギの丸太に交換。次回も継続。 

＊｢子どもっとまつど｣による｢竹の工作教室(10/16(日)開催)｣の打合せに２名の方 
 が来森。小川･松田が応対。 

参加者：１８名 ①髙木･佐竹 ②野口 ⑤三角 ⑧斎藤 ⑰福本･吉道 ⑲吉田･青木 

(秋山)秋本･小川･米山･花谷･松田 (畑耕作)浪花･金森  子どもっとまつど２名 

Save the Green ＊次回予定：９月 25日(日) 10時～12時 「森育 菜の花種まきでウクライナ支援」 

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 

＊８月の活動 活動日:６日(土)･16日(火)･23日(火)･25日(木)･26日(金) 
作業：周辺の草刈り、支柱設置 

       収穫：ジャガイモ・なす・トマト・キュウリ・枝豆・しそ・ニラ 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊[竹ポックリ作り] 
・８月 19日(金) 9時 30分～15時 旭町小 旭どんぐり放課後児童クラブ 
  参加者：①髙木･佐竹 ②野口 ⑦藤田 ⑪加藤 ⑫浪花 ⑭海津･中村 ⑮中村 
      ⑰福本 ⑱小橋 (根っ子の会)三嶋 (秋山)小川･米山･松田……15名 

・８月 26日(金) 9時 30分～12時 幸谷小 幸谷放課後児童クラブ 
  参加者：①髙木 ②野口 ⑧青木 ⑪加藤 ⑫浪花･山崎 ⑭金井 ⑮中村 ⑰福本 
       (秋山)小川･松田……11名    

        午前中で終了となり、午後からの応援参加３名はキャンセルに 
       両日とも 児童の参加は 50数名でした。 

＊９月４日(日) 9時～12時  ボーイスカウトのビーバー隊で水鉄砲作り 
参加者：大人１５人 こども９人 

＊10月 16日(日) 10時～13時 子どもっとまつど主催の｢竹の工作教室｣を開催。 
   ９家族(大人９人･子供 10人)とスタッフ５名が参加予定。 
   竹の伐倒体験･竹ポックリ･竹の打楽器･その他の工作を予定しています。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊９月 21日（水） 10時～12時  

植栽域の草刈り 
 

8/19 旭町小 竹ポックリ作り 新設丸太をウィンチで牽引移動 

8/26 幸谷小 竹ポックリ作り 
朽ちた丸太を撤去 フェンス外周の草刈り・清掃 

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 289回 

  

 2022年９月 21日（水） 10時～12時  天気：曇り 

活動内容 ＊北部 植栽域の草刈り。 
＊フェンス外周の落ち葉の清掃。 
＊西側低地部 隣家との境の草刈り。 
＊東部域 枯れたマダケの伐倒処理。先に伐倒し放置していたマダケの整備。 
＊竹林内で枝打ちし、放置されていた竹枝の整備。 
＊広場の腰掛用に設置したクヌギの丸太を、電気カンナで加工。 
＊北部で STGのイベントでヒマワリを植えていた花壇、次回の菜の花種まきの準備 
 処理を施した。 

参加者：１０名 ①髙木 ②野口 ⑧斎藤 ⑭海津 ⑰福本(秋山)秋本･小川･米山･松田 (ｹﾞｽﾄ)石井さん 

Save the Green ＊次回予定：９月 25日(日) 10時～12時 「森育 菜の花種まきでウクライナ支援」 

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 

自然観察の記録 ＊ 

其の他 
報告・連絡事項 

＊９月９日(金) 13時～14時 馬橋地区の小学校の運動会で使うとのことで、マダ 
        ケ 15本を伐倒。枝落としを施し、底径 10㎝・長さ４ｍの竹竿を 
        作成。みどりと花の課で搬出。 
        三嶋･小川･松田が対応。みどりと花の課から 2名。 

＊10月 16日(日) 10時～13時 子どもっとまつど主催の｢竹の工作教室｣を開催。 
   ９家族(大人９人･子供 10人)とスタッフ５名が参加予定。 
   竹の伐倒体験･竹ポックリ･竹の打楽器･その他の工作を予定しています。 

記録者のコメント ＊ 

次回定例活動予定 ＊10月３日（月） 10時～12時  

西側低地部の草刈
り 
 

9／9 運動会用のマダケを伐倒･搬出 ヒマワリを撤去 次回の準備を施す 

丸太腰掛の加工 枝打ちした竹枝の整備 

フェンス外周の清掃 
草刈り 

枯れた竹の伐倒処理 


