
囲いやま森の会 活動記録（第155回） 

2010.4.3 野口 功 

日 時：2010.4.3（土） 9時30分～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、池田、木村、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山野辺      9名 

前回が雨で中止だったので、今回も一ヶ月ぶりの作業日。春です。コブシの花が咲き、イヌシデ

の若葉が芽吹いています。日当たりが広がって、タチツボスミレがいっぱい咲いていました。 

植樹したクロモジも初めて花をつけ、イベント広場に伸びたイヌザクラもつぼみが膨らんでいま

す。南広場とイベント広場の間の観察区域にはコナラがたくさん芽生えていました。 

森の中がとても心地よい季節になってきました。先日来の強風で、枯れ枝が一面に散らばってい

ました。中でも、溝腐れ病の杉が1本倒れていた他、コナラの大枝が折れて落ちていました。 

活動内容：  

① 森の観察 

② 強風で林内に散らばった枝などの片付け。 

③ 倒れていたスギの処理 

径30cm、高17ｍのスギが、地上4ｍくらいの所で折れて通路にかかって倒れていたので、

玉切りし、取り除きました。 

④ コナラの芽生えを掘り取って牛乳パックに植え、イベント広場の日当たりの良い場所に 

仮植えしました。（22本） 

観察報告： 
開花植物：オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、ハコベ、シュンラン、タチツボスミレ、 
ムラサキケマン、ホトケノザ、ヒメリュウキンカ、スノードロップ、ハナニラ 
コブシ、ウグイスカグラ、アケビ、クロモジ、ヒイラギナンテン、クザボケ、アオキ、 
イヌシデ、ソメイヨシノ 

チョウ：スジグロシロチョウ、キチョウ 
鳥：コゲラ、シジュウカラ、メジロ、ウグイス、キジバト 
アズマネザサの中のアマナは、今年も葉は１枚だけで花は咲きそうもない。 

一本のコナラの幹に、地際から地上７ｍまで枝がびっしり胴葺きしていました。何故？ 

連絡事項： 
次回活動日：4月20日（火）9：30 定例作業 

総会 ： 4月20日（火）12：30 常盤平北口の木屋 

昼食会を兼ねて開催。まぼろし弁当（和食）1350円（飲み代別） 

15日までに、出欠の連絡をお願いします。（3日の活動参加者以外） 

当日、新年度会費（1000円）+保険料（600円）をお願いします。 

秋山の森： 4月5日（月）10時。4月21日（水）10時 

八柱駅北口から、車同乗希望者は早川さんに申し込み。 

松戸のみどり再発見ツァー：6日（常盤平）、13日（金ヶ作）いずれも9：30常盤平駅集合 

13日は、9；55～10：30に囲いやまの森に来ます。案内の協力をお願いします。 

一起の会お楽しみ会： 谷根千の巨樹・古木を訪ねる 5月12日（水） 

一起の会の岡部さんが転居されることになりお別れ会があります。 

13日夕方（場所未定）。参加される方は野口までご連絡ください。 

新会員：常盤平在住の赤石公子さん、五香在住の山野辺泰洋さん（七喜の会） 



 

先月の強風で倒れたスギの大木 

クロモジ 

タチツボスミレ 

アオキ♂ 

シイタケ 



囲いやま森の会 活動記録（第156回） 

2010.4.20 野口 功 

日 時：2010.4.20（土） 9時30分～12時  天気：曇り 

参加者：赤石、池田、岩田、木村、高鳥、西澤、野口、山口、山田      9名 

    小島（７期）                          1名 

暑いくらいだったり、季節外れの雪が降ったり、変な気候ですが、木々は着実に葉を広げ始め

ています。ミズキ、イヌシデなどに続いて、コナラも薄みどりの新芽を伸ばし始めました。枯れ

木の伐採中には、コゲラが寄ってきて、人を恐れる様子もなく飛び回っていました。 

イベント広場に伸びたイヌザクラの花序も大分伸びて、もうすぐ咲きそうです。上空にはツバメ

も飛んでいました。 

しばらく前の強風で、スギが1本折れていた（前回報告）他、もう1本、高さ10ｍくらいのとこ

ろで折れているのが見つかりました。 

活動内容：  

倉庫前広場のすぐ南側の枯れ木３本を除伐した。 

① 枯れたミズキ（径12cmくらい）を伐ったが、エゴノキの枯れ木に架かり木になった。 

② ミズキの元の方をチルホールで引き、少し落ちたが、今度はイヌシデにかかった。 

その際、エゴノキが5-6ｍの所で折れ、枯れたコブシにかかった。 

コブシも同じくらいの高さで折れ、イヌシデにかかった。 

③ コブシ（25cmくらい）をチェーンソーで伐り、ロープで引いて倒した。 

④ エゴノキの折れた先は、押したら落ちた。 

⑤ イヌシデにかかったミズキをロープで引いて落とした。 

ナメコのホダ木の積みなおし 

井桁状に積んであったホダ木を地面に伏せ、乾燥防止のために落ち葉で覆った。 

観察報告：ナメコのホダ木の近くに黄色いキノコが円周状にたくさん生えていました。 
よく見ると、周りにもあちこちと。食べられそうもないのが残念。 

連絡事項： 
次回活動日：5月1日（土）9：30 定例作業 

秋山の森： 5月3日（月）10時。八柱駅北口から、車同乗希望者は早川さんに申し込み。 

松戸のみどり再発見ツァー：５月９日（高塚～秋山）、9：30東松戸駅集合 

一起の会お楽しみ会： 谷根千の巨樹・古木を訪ねる 5月12日（水） 

ステップアップ講座：「救命講習」５月13日（木）13：30 八ヶ崎消防署 

          「伐倒実習」５月29日（土）9：30 わんぱくの森 

里やまシンポジウム「里山と都市」５月16日（日）10：00 和洋女子大学西館 

 

ナメコのホダ木 強風で折れた木 新芽 モリノカレバタケ(食可） オオチャワンタケ



囲いやま森の会 活動記録（総会）（第157回） 

2010.4.20 野口 功 

日 時：2010.4.20（土） 12時30分～14時10分  天気：曇り→雨 

参加者：赤石、池田、岩田、鎌原、木村、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、山口、山田 計11名 

 

常盤平北口の木屋で、昼食会を兼ねて2010年度総会を行った。 

活動報告、決算報告、会計監査報告、活動方針、世話人について、議案のとおり確認した。 

世話人： 
野口 功（代表）、山口 熙（会計）、三嶋秀恒（会務）、木村末次（会計監査）、山田幸子 

 

総会及び懇談では、次のような意見・発言があった。 

1）ホームページは囲いやま独自のものか 

現状は囲いやまのもの。今後、里やま応援団全体のＨＰへの切り替える含みある。 

2）会の管理の元で、森をもう少し開放する方向で、地主さんの了解もえられた。 

こどもの遊び場の活動をしている「松戸あそぼうよ」などのグループとの共同を協議している。 

安全対策など、もう少し検討する必要がある。 

3）中央の刈払い区域を、こどもの森体験遊びなどに活用するのはよい。 

そのために、切り株の除去など、もう少し整備する必要がある。 

中央の刈払い区域は、そのために地面が多少固くなるくらいはよいのではないか。 

4）火を炊けると、いろいろやれることが広がる。 

地主さんだけでなく、近隣との信頼関係をさらに深める必要がある。 

すぐに焚き火の実施は無理だが、おいおい進めていければよい。 

5）イベント広場周辺や、中央刈払い地などに、新たな植樹を考えよう。 



囲いやま森の会 活動記録（第158回） 

2010.5.2 野口 功 

日 時：2010.5.1（土） 9時30分～12時  天気：晴 

参加者：赤石、木村、三嶋、山口、 深野  5名 

爽やかな五月晴れの一日です。湿り気もあって、草花に美しさが加わっています。 

森をひと回り、いろいろな花が観られ、楽しい観察ができました。 

活動内容：  

入口周辺と入口から広場までの除草（刈払機を使用）し、倉庫周りも綺麗にした。 

北側道路脇（敷地内）に不法投棄された大きなゴミ袋10ヶを片付け（怪しからんヤツがいる） 

落ち葉のプールに米ヌカを撒き、かき混ぜた。米ヌカの量を確保して、次回は再度実施。 

中央広場のホウチャクソウを保護するために、枯れ枝を目印に立てた。 

連絡事項： 
次回活動日：5月18日（火）9：30 定例作業 

秋山の森： 5月3日（月）、19日（水）10時 

松戸のみどり再発見ツァー：5月9日（高塚～秋山）、9：30東松戸駅集合 

一起の会お楽しみ会： 谷根千の巨樹・古木を訪ねる 5月12日（水） 

ステップアップ講座：「救命講習」5月13日（木）13：30 八ヶ崎消防署 

          「伐倒実習」5月29日（土）9：30 わんぱくの森 

里やまシンポジウム「里山と都市」5月16日（日）10：00 和洋女子大学西館 

 

ハリエンジュのイスに芽生 ハナイカダが増えた イヌザクラの花 ホウチャクソウ 

入口の除草後 不法投棄ゴミ 落ち葉のプール ホウチャクソウ保護 

ヤエムグラ ムラサキケマンが花ざかり 

ハルジオン 



囲いやま森の会 活動記録（第159回） 

2010.5.20 野口 功 

日 時：2010.5.18（火） 9時30分～12時  天気：晴 

参加者：赤石、新井、井口、木村、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、三嶋、山口、山田、山野辺  12 名 

みどりがとても濃くなりました。北側道路から倉庫前広場にかけて、ハリエンジュ（ニセアカシ

ア）の花が一面に散っていました。梢の間に見え隠れしていたフジの花もそろそろ終わり。 

地上に散った花びらで「ここにもフジがあった」と知れます。入口広場やイベント広場など、陽

があたるところは、草がいっせいに生い茂ってきました。ウグイスの囀りが爽やかです。 

活動内容：  

①入口広場の端に密生していたコナラを牛乳パックに植えて、イベント広場の端に仮植。 

②イベント広場と入口広場の除草 

③カブトムシの幼虫を落葉プールにいれた 

④モミジを2株、イベント広場周縁部に植樹。 

観察記録：  

イベント広場の草刈中、ムクドリが1羽、除草された跡で盛んにえさを啄ばんでいた。人からほ

んの２～３ｍくらいのところまで、平気で寄ってくる。抱卵中のメスに餌を運ぶのに専念？ 

クロアゲハ、コミズジ、スズメバチ、クマンバチ、ヤマトシリアゲ 

報告事項 
５月 15 日、今後の森の活用について、「松戸あそぼうよ」「三樹の会」のみなさんと協議しま

した。松戸市青少年センターとも相談することにしました。 

連絡事項： 
次回活動日：6月5日（土）9：30 恒例の一斉清掃 

秋山の森： 6月7日（月）10時～ 清掃・竹林整備、応援団連絡会：15時～ 

 

コナラを行乳パックに植え 

イベント広場の端に仮植え 

↑ 広場で休憩 

↓ ムクドリ 3 枚 



囲いやま森の会 活動記録（第160回） 

2010.6.6 野口 功 

日 時：2010.6.5（火） 9時30分～12時  天気：曇りのち晴 

参加者：新井、井口、木村、高鳥、野口、馬場、三嶋、山野辺  8名 

すっかり緑が濃くなり、蚊の集団も活動をはじめました。森は、いのちの活動の盛りです。 

ウグイスやコジュケイのほか、ホトトギスの甲高い鳴き声も聞かれました。 

活動内容：（恒例の清掃日） 

①道路沿いの草刈・清掃、入口広場と観察園路の草刈 

②倉庫裏に保管してあったごみの分別・整理 

③倉庫の片付け、防腐剤の塗布 

整理したゴミ：紙ごみ等８袋、プラごみ９袋、缶５袋、ビン３袋、テレビ１台 

報告事項 
＊５月25日、松戸市青少年会館の高瀬さん他1名が囲いやまの森を訪問され、「松戸あそぼう

よ」の山口さんを含めて、子どもを対象にした森の活用について相談しました。 
＊落葉プールにカブトムシの幼虫を10匹あまり追加して入れました。 

連絡事項： 
次回活動日：6月15日（火）9：30  

秋山の森： 6月16日（水）10時＜定例活動日：第1月曜日・第3水曜日＞ 

ステップアップ講座 

7月16日（金）10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド→北山市民会館） 

「森林保全計画の作り方」（森林研究所福島成樹主任研究員） 

９月13日(月)14：00～17：00 ゆうまつど 

「松戸市の里やま保全活動の課題と今後の展開」（千葉大学園芸学部柳井準教授） 

金ヶ作まつり 7月4日（日） 

地域のイベントにも参加してみたいと思います。（詳細は後日） 

 

倉庫の整理 

ゴミの分別 

北側道路脇の除草・清掃 



囲いやま森の会 活動記録（第161回） 

2010.6.17 野口 功 

日 時：2010.6.15（火） 9時30分～12時  天気：曇り後晴れ 

参加者：赤石、新井、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、三嶋、山口、山野辺  9名 

雨の予報がはずれ、夏の陽気。陽の当たる広場は草が旺盛に伸びています。雨上がりで、大きな

キノコも生えていました。大汗の作業でしたが、ウグイスの見事な囀りに癒されました。 

活動内容： ＜ 終ページに写真６枚＞ 

①イベント広場の草刈 

イタドリ、カナムグラなどがまた伸びていました。刈払機が活躍 

②イベント広場の舞台の土台となる材木の皮むきなど 

皮むきも結構大変。木回しで転がしながら全周を完了。皮をむいてみると、早くも蟻が巣

をつくり始めていた。囲いやまの鎌は両刃なので、食い込みにくい。皮むきは片刃のほう

がよい。むいた丸太を反対向きに置き換え、台木をかます。重たい、重たい。  

③前回植えたモミジの植え替え 

前回、二株植えたが、一つの株は数本あったので、株分けして植えなおし。全部で4本。 

自然観察： 

以前はつる草に覆われて弱っていたイベント広場のウコギが、すっかり元気に葉をしげらせ、小

さな緑の実をたくさん着けています。イヌザクラにもたくさんの実が。「ウワミズザクラの果実酒

はおいしいけれど、イヌザクラはどうかな。こんどやってみよう」という声も。 

報告事項 
収集ごみは、16日に市が回収してくれました。 

連絡事項： 
次回活動日：7月3日（土）9：30 

次々回活動日：7月20日（火）9：30 

夏休みの行事を前に、ステップアップ講座「森のあそび」を囲いやまで行います。 

午前は、「草花であそぶ」（渋谷さん）、「ロープワークの基本」（野口） 

午後は、実際にロープで遊具を設置する予定（「森の楽校」の準備を兼ねています） 

金ヶ作祭り：7月4日（日）10時金ヶ作小学校。チラシを添付（3頁目）しました。 

地域のイベントにも参加してみましょう。 

秋山の森： 7月5日（月）、21日（水）10時 

石みやの森（7期のフィールド）のお披露目：６月26日（土）10時 

ステップアップ講座（参加希望者はご連絡ください） 

7月16日（金）10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド→北山市民会館） 

「森林保全計画の作り方」（森林研究所福島成樹主任研究員） 

９月13日(月)14：00～17：00 ゆうまつど 

「松戸市の里やま保全活動の課題と今後の展開」（千葉大学園芸学部柳井準教授） 

緑ネット観察会：7月11日（日）「八ヶ崎～関さんの森」9：30常盤平駅集合 

今年度の予定表を添付（2頁目）します。ゴシックが、囲いやま関係、応援団の予定も記入。 



3日 土 （定例） 倒木処理など
5日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

12日 火 （定例） 枯れ木の伐倒など、総会
13日 水 （応援団） 秋山の森

１日 土 （定例） 入口周辺の草刈、コナラの芽生えの仮移植など
３日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

18日 火 （定例） イベント広場の草刈、コナラの芽生えの仮移植、イロハモミジの植樹など
19日 水 （応援団） 秋山の森
5日 土 （定例） 清掃、倉庫の片付け

7日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会
15日 火 （定例） イベント広場舞台づくりなど

16日 水 （臨時） ゴミ回収立会い13：００
16日 水 （応援団） 秋山の森

26日 土 （応援団） ７期のフィールド（石みやの森）お披露目
30日 水 （応援団） 八幡腰の森

（臨時） イベント広場舞台づくり
3日 土 （定例） 通常活動
4日 日 （外部） 金ヶ作まつり（金ヶ作小学校）

5日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会
16日 金 （応援団） ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座「森林保全計画」１０：００～１５：００　石みやの森

20日 火 （定例） レッツ体験受入れ、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座「森のあそび（草花あそび、ロープワーク）」
21日 水 （応援団） 秋山の森

1日 日 イベント 森の楽校、レッツ体験受入れ
2日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

7日 土 （定例） レッツ体験受入れ
8日 日 （外部） テント小屋サマースクール　１０：００～１５：００　三吉の森

17日 火 （定例） レッツ体験受入れ

18日 水 （応援団） 秋山の森
下旬 イベント 虫の音を聴く会

4日 土 （定例） 通常活動
6日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

13日 月 （応援団） ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座「松戸の里やま活動」１４：００～１７：００　ゆうまつど
15日 水 （応援団） 秋山の森

21日 火 （定例） お楽しみ（どこかで自然観察会はどうですか）
2日 土 （定例） 森の音楽会準備

4日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会
19日 火 （定例） 通常活動
19日 火 （応援団） ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座「環境行政から」１４：００～１７：００　（場所未定）

20日 水 （応援団） 秋山の森
中旬 イベント 森の音楽会

1日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会
6日 土 （定例） 通常活動

16日 土 （定例） 通常活動
17日 月 （応援団） 秋山の森

4日 土 （定例） 年末清掃
6日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会
15日 水 （応援団） 秋山の森

21日 火 （定例） 通常活動
18日 火 （定例） 新年会

19日 水 （応援団） 秋山の森
1日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

5日 土 （定例） しいたけ原木つくり
15日 火 （定例） しいたけ植菌

16日 水 （応援団） 秋山の森
5日 土 （定例） 通常活動
7日 月 （応援団） 秋山の森、連絡会

15日 火 （定例） 通常活動
16日 水 （応援団） 秋山の森

２０１０年度の予定（案）                　　　囲いやま森の会

４月

５月

６月

７月

１２月

３月

８月

９月

１０月

１１月

１月

２月

 



 



 

南広場の除草整備 丸太の皮むき 

２m ほどのモグラ塚 ２０㎝ほどのキノコ 

ハナイカダの実 ムラサキシキブの花 


