
囲 い や ま森 の会  活 動 記 録 

2008.10.9 野口 功 

日  時：    2008.10.4（土） 10～11 時  天気： 晴れ 

参加者  新井、土田、増田、三嶋                  4名 

秋晴の一日です。今週は雨が降らなかったため、森の中はちょうどよい湿り気で、ジョロウグモ

がたくさん巣網を張りだいぶ大きくなりました。物置を開けるとカマドウマが飛び跳ねて巣窟の

様相です。次回はバルサンを焚いておくとよいですね。森に入るとヤブ蚊の襲撃で閉口します。 

活動内容 

南広場の草刈り（カナムグラ・カラスウリ・ヤブカラシなどツル草が一面にはびこっている所）

を1時間程度やりました。 

連絡・報告事項 

定例活動日： 10 月21 日（火）  

森を楽しむ音楽会： 11 月23 日（日） 12 時開始で、音楽会は 13 時開始 

八幡腰の森： 10 月29 日（水）10 時～ （15 日の作業は中止） 

松戸里やまクラフトの会： 毎月 終土曜日午後を定例日としてきました。 

平日開催の希望があったので、第3 木曜日を定例日に追加（次回： 10 月16 日） 

参加される方は、その都度、野口までご連絡ください。３４５－６０８６ 

関さんの森： 「関さんの森『代替道路案』の実現」を求める署名のお願いをしました。 

インターネットでも署名ができるようになりました。署名にご協力をお願いします。 

署名ページ http://homepage3.nifty.com/matsudo/sekisannomori/newpage4.htm 

 

南広場を除草 物置の増設はドアを取り付けて完了です 



囲 い や ま森 の会  活 動 記 録 

2008.10.24 野口 功 

●臨時作業 日時： 10.14（火）10～12 時 参加者：新井、西澤、野口 3名                          

松戸ふるさと森の会が囲いやまの森に視察に来るというので、急遽臨時作業をしました。 

増設物置に扉と鍵をつけて、一応完成。資材の一部を移動しました。 

これまでの物置は、カマドウマとゴキブリの巣窟になっていたので、燻蒸式の殺虫剤を2時間し

かけました。間もなく、板の隙間から、カマドウマとゴキブリが外に飛び出してきました。出る

わ出るわ、100 匹以上もいたのではないかという感じです。かなり参っていましたが、元気な奴

は、早くも新居に移転。なかなかしたたかです。 

●臨時活動 日時： 10.15（水） 9：50～10：50  参加者：野口  1名 

松戸ふるさと森の会の研修会一行が囲いやまの森を視察。野口が会の活動などを説明しました。

研修会には、里やまボランティア団体の代表も参加しました。研修会は、囲いやまの後、八幡腰

の森、千駄堀しんやまの森（里やまⅤの活動フィールド）を視察しました。 

●定例活動 日時： 10.21（火） 9 時半～12 時  天気： 晴れ 

参加者  新井、池田、木村、高鳥、野口、西澤、増田、山口、山田        9名 

岡部、栗田                             2名 

秋晴れの作業日和。蚊も大分少なくなり、森には色づいたツタの葉が散り敷いています。大きく

なったジョロウグモがあちこちに網をはり、いろいろなキノコが顔を出していました。 

活動内容 

① 9時半から、前回に続き、刈払機で南広場の草刈りをしました。 

② 通路内側に放置していた伐採木をチェーンソーで玉切りし、一箇所に整理して積みました。 

③ 増設倉庫の棚を整備しました。合わせて2.5倍の広さになり、大分使いやすくなりました。 

④ 金ヶ作の森から杉の厚板をいただき、増設物置の床用に切って運びました。次回、加工して

敷く予定です。 

連絡・報告事項 

1）定例日の活動時間を 9 時半からに変更しました。 

2）次回定例活動日： 11 月1 日（土） 南の草地の整備、物置の床設置、音楽会用のベンチ制作など 

3）森を楽しむ音楽会： 11 月23 日（日） 12 時開始で、音楽会は 13 時開始。9 時半から準備作業。 

4）八幡腰の森（作業活動）： 10 月29 日（水）10 時～  

5）里やま応援団グループ合同忘年会： 12 月13 日（土）１７時～ （松戸駅付近で開催、場所未定） 

6）一起の会バスツァー（茨城自然博物館ほか）： 12 月10 日（水） 

7）松戸・市川・柏三市の樹林所有者の団体が連名で都市樹林保全策を国に求める陳情を行なうことに

なり、里やまボランティア団体にも賛同と同行の要請がありました。21 日の活動参加者で話合い、保

全策の中味にはさらに検討すべきこともあるが、所有者団体が緑の保全のために行動、参加を呼び

かけてきたのなら、支援しようということになりました。 

国への陳情は 10 月30 日。どなたか、同行できる方があれば、野口までご連絡ください。 

8）中古の太いロープをたくさんいただきました。里やま応援団グループにも分けることにしました。 



囲 い や ま森 の会  活 動 記 録 

2008.11.3 野口 功 

日  時：    2008.11.1（土） 10～12 時  天気： 晴れ 

参加者  土田、増田、三嶋、山口、岡部                5名 

紅葉が始まりました。未だ森の中は暗い所がありますが、南広場の草は生育の勢いが無くなり、

ツルクサがしなびた格好で、カラスウリの実が赤く色づいています。 

活動内容 

南広場の草刈り（ツル草の除去とアズマネザサの刈り取り）とゴミの除去を1時間程度作業 

スギの丸太にクサビを打ち込んで、タテ割り作業をしました。ベンチにします。 

連絡・報告事項 

1）定例活動日の変更： 11 月18 日（火） 里やまボランティア入門講座のため 

⇒ 11 月10 日（月） に変更、ベンチづくりを行います。 

9 時30 分立切の森に集まり、10 時30 分には囲いやまに戻って作業開始 

2）森を楽しむ音楽会： 11 月23 日（日） 12 時開始で、音楽会は 13 時開始、9 時半から準備作業 

3）八幡腰の森（作業活動）： 11 月19 日（水）10 時～  

4）松戸里やまクラフトの会： 11 月20 日（木）13 時～、29 日（土）は中止 

5）里やま応援団グループ合同忘年会： 12 月13 日（土）１７時～ （松戸駅付近で開催、場所未定） 

 参加希望者は連絡願います。 

6）一起の会バスツァー（茨城自然博物館ほか）： 12 月10 日（水） 

7）「里山緑地制度」の国会陳情 

松戸里やま応援団の一員として賛同を表明していましたが、関さんの森を育む会が外される事態

が生じたため、今回は囲いやま森の会が陳情への賛同を取り下げることとしました。 

諸事情や考え方については後日話し合いとします。 
 

物置の増設 南広場の整備 クサビでタテ割り 



囲 い や ま森 の会  活 動 記 録 

2008.11.28 野口 功 

日  時：    2008.11.23（月） 9 時30 分～15 時  天気： 晴れ 

活動参加者  池田、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、三嶋、山口      5名 

会員外    高木、佐竹、外岡  岡部、早川、山下 3名 

森の音楽会 （13 時～１５時） 

温かな好天に恵まれ、さわやかな音楽会となりました。昨年も演奏してくれたオカリナグループ

「花れん」（4名）に加えて、今年はコカリナグループ「森の音」（10名）が加わり、素敵なハー

モニーが森に流れました。 

休憩時間には、育苗圃からいただいたハーブのお茶で、温まりました。 

会場周辺には、森の四季の写真が掲示し、よい雰囲気でした。 

参加者：20名＋8名＋14名＝42名 人数がやや少なかったので、広報の強化が課題です。 

活動内容 

1）音楽会の準備 

舞台となるコンパネの運搬、写真の掲示、危険物の除去など 

2）シイタケの収穫 

２月にシイタケの種菌を植えたホダ木に、立派なシイタケが７本生えていました。来年と予想し

ていたのに、早かったです。生えたのは、地際で２本ずつ重なるように３箇所、最上部に１本。

ホダ木の太さや湿度などの条件は違うところですが、いずれもイヌシデからでした。 

そのままでは腐るだけなので、最後まで音楽会の片づけをされた方々に１本ずつ配りました。 

連絡・報告事項 

1）次回定例活動： 12月6日（土） 恒例の年末清掃など 

2）八幡腰の森（作業活動）： 12月1日（月）10時～  

八幡腰の森は、里やま応援団グループ全体で支えています。ご都合のつく方はご参加を！ 

3）里やま応援団・一起の会バスツアー 12月10日（水）8時半新松戸駅前集合 

（茨城県菅生沼で冬鳥の観察。1,000円。参加者は事前に申込を） 

4）里やま応援団グループ合同忘年会： 12 月13 日（土）１７時～ （松戸駅東口、串特急。3,000 円） 

 参加される方は連絡願います。 

5）松戸里やまクラフトの会： 12月18日（木）13時～、年末は中止 

6）里やまボランティア講座2008受講生一行が、25日、囲いやまの森を見学しました。 

 
囲いやまの森のシイタケ 



囲 い や ま森 の会  活 動 記 録 

2008.12.6 野口 功 

日  時：    2008.12.6（月） 9 時30 分～12 時  天気： 晴れ 

活動参加者  木村、高鳥、野口、野口Ｙ、山口      5名 

前日の嵐で、ほとんどの葉が落ち、残っている葉も薄茶色に色づいて、森はとても明るくなりま

した。 

活動内容 

恒例の年末清掃： これまで清掃を繰り返してきた他、散歩で通る方や向いの農家の方が目に付い

たごみを片付けてくださっているので、育苗圃側の道路沿いのゴミは大変少なくなりました。西側

道路沿いについては、ゴミ集積場より南方は、今まであまり手がついていなかったので、アズマネ

ザサの藪や落葉の下にたくさん空き缶がたまっていました。今回だけでは処理し切れませんでした

ので、次の清掃日に継続したいと思います。 

収集ごみ  カン8袋、ビン3袋、燃えないゴミ16袋、燃えるごみ5袋、瀬戸欠け1袋 

運動器具1台など 

倉庫の中を清掃し、整理しました。 

観察： シイタケは、これまで9本収穫。今回は小さいものが1本出ていました。 

あちこちのエゴノキなどに、エノキダケが出ていました。 

連絡・報告事項 

1）次回定例活動： 12月16日（火） 

作業の後、年末恒例のお鍋を囲んで、来年の計画などを話し合いたいと思います。 

2）八幡腰の森（作業活動）： 12月17日（水）10時～  

八幡腰の森は、里やま応援団グループ全体で支えています。ご都合のつく方はご参加を！ 

3）里やま応援団・一起の会バスツアー 12月10日（水）8時半新松戸駅前集合 

（茨城県菅生沼で冬鳥の観察。1,000円。参加者は事前に申込を） 

4）里やま応援団グループ合同忘年会： 12 月13 日（土）１７時～ （松戸駅東口、串特急。3,000 円） 

 参加される方は連絡願います。 

5）松戸里やまクラフトの会： 12月18日（木）13時～、年末は中止とします。 

6）三樹の会から、大規模の竹伐採への応援依頼 

三吉の森の竹林と隣のぶどう園との境に並んだケヤキを一月に伐採することになりました。 

重機を入れるため、ぶどう園に沿って幅 4.5ｍにわたって竹林を伐採しなければなりません。

大作業になるので、応援をお願いします。 

日時 12月13日、（土）15日（月）、19日（金） 10時～14時 

 

 


