
囲いやま森の会 活動記録（第162回） 

2010.7.3 野口 功 

日 時：2010.7.3（土） 9時30分～11時30分  天気：曇り時々晴れ間 

参加者：井口、木村、野口、馬場  4名 

梅雨の時期ですが、何とか雨もふらず、ときどき陽がさして、森の中には木漏れ日も。とにかく

蒸し暑い。蚊も活発で、スズメバチの女王蜂も徘徊していました。でも、ウグイスの鳴き声がと

てもさわやか。コジュケイも甲高い声で鳴いていました。 

活動内容： 少人数だったので舞台つくりは中止しました。 

①落葉プールに発酵を促す米ぬかを大袋一杯入れました。 

②モミジ苗木の周りなど、イベント広場の一部の草を刈りました。 

自然観察： 

*入口広場のササにセミの抜け殻がついていました。セミ抜殻図鑑で調べるとヒグラシのように見

えるのですが、もう？ 

*ナツヅタがまきつく木を求めて、一面にランナーを伸ばしていました。 

*イベント広場の草地は、カナムグラ・カラスウリ・クズ・ヤブガラシなどの蔓がはびこり、イタ

ドリも一面に。その中に、イノコズチやフジが生えていました。 

早春に目を楽しませてくれたオオイヌノフグリが一輪咲き残っているのをみつけました。 

*雨上がりで、いろいろなキノコがでていました。でもシイタケ・ナメコは出ていません。 

*牛乳パックに仮植えしたコナラも元気で。大きいものは２段目の葉もつけて、7－8枚に。 

*イヌザクラの実が黄色く色づいてきました。イベント広場中央のウコギも可愛い実をつけていま

す。入口広場のエゴノキもたくさん実をつけています。 

*草地には、森の中と違って、いろいろな昆虫がいます 

ノシメトンボ、ナツアカネ、コシアキトンボ、クロウリハムシ、スジグロシロチョウなど 

*花が咲いていたのは、地味なハエドクソウくらい。  

連絡事項： 
次回活動日：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」（野口ほか） 

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） 

第５回「森の楽校」8月１日（日）9：30囲いやまの森集合 

（7月20日、8月１日、8月7日、8月17日は、レッツ体験の中高生を受入れ予定） 

今年も、「虫の音を聴く夕べ」を行おうと思います。９月7日（火）を予定しています。 

森の音楽会は、出演者の都合で、10月10日（日）に変更になりました。 

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日は8月30日(月)に延期。10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド） 

「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 



100703 囲いやまの森 写真 

イヌザクラの実 ウコギの実 

ナツアカネ クロウリハムシ 



囲いやま森の会 活動記録（第163回） 

（松戸里やま応援団ステップアップ講座「森のあそび」） 

2010.7.24 野口 功 

日 時：2010.7.20（火） 9時30分～15時  天気：晴れ 

参加者：赤石、井口、野口、野口Ｙ、三嶋、山口  6名 

    1期5名、3期5名、4期2名、６期2名、渋谷        15名 

梅雨も明け、今季最高の暑さの中、松戸里やま応援団のステップアップ講座「森のあそび」が開

かれ、21名が参加しました。夏休みを迎え、森に子どもたちを迎える機会に備え、森の草木で遊

びながら自然を観察する「草花あそび」や、基礎的なロープワークを学びました。あわせて、ロ

ープワークの実習篇として、みんなで「森の楽校」のためのロープ遊具を設置しました。蒸し暑

い中の長丁場で、かなり疲れました。ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。 

活動内容：松戸里やま応援団ステップアップ講座「森のあそび」 

① 草花あそび（渋谷さん） 

森で子どもたちを遊ばせる意義、子どもたちへの様々な声かけの仕方やゲーム、安全上の注

意点などの講義のあと、実際にいくつかやってみました。 

アジサイの葉で草履、イチョウ・コナラ・ヤツデの葉で動物の顔、笹舟、カヤツリグサの軸

のゲーム、メヒシバで傘、フヨウの葉で音鉄砲、野の花のブーケ、つめ草の指輪など。 

② ロープワーク講習（3期・蔀さん、野口） 

ロープの種類と選択、ロープワークの心構えなどの講習のあと、幾つかの結びを練習。 

ダブルフィッシャーマンノット（二重テグス結び）、8の字結び、もやい結び、自在結び、 

締め輪結び、中間輪結び、巻き結び、てこ結び、ねじり結びなど 

③ ロープ遊具設置 

モンキーブリッジ（2段の綱渡り）、ブランコ、縄梯子 

④ 棕櫚の葉の籠作り（野口Ｙ） 

連絡事項： 
次回臨時活動： 7月26日（月）9：30 

「森の楽校」の打ち合わせ、安全対策、ロープ遊具の締め直しなど 

第５回「森の楽校」8月１日（日）9：30囲いやまの森集合 

まだ参加者は確定していません。レッツ体験の中学生（男子）が1人参加予定。 

8月7日（土）の定例日は、休みとします。 

8月17日（火）の定例活動には、レッツ体験の高校生（女子）3人参加予定。 

8月31日（火）ステップアップ講座「森林保全計画の作り方」（森林研究所福島成樹主任研究員）

10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド） 

9月7日（火）「虫の音を聴く夕べ」（渋谷孝さんを講師に招いて）詳細は追って。 

9月13日(月) ステップアップ講座「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）14：00～17：00 ゆうまつど 

森の音楽会は、出演者の都合で、10月10日（日）に変更になりました。 

秋山の森  8月２日（月）、18日（水） 

ステップアップ講座参加希望者は事前にご連絡ください。 



 

草花あそび 

ロープワーク講習 



囲いやま森の会 活動記録（第165回） 

（第5回「森の楽校） 

2010.8.1 野口 功 

日 時：2010.8.1（日） 9時～15時  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、井口、岩田、高鳥、野口、野口Ｙ、馬場、山口   9名 

    1期－伊藤、北山、佐竹、6期－横山             4名 

一般参加者 8家族 23名（大人11名、小学生5名、乳幼児7名） 

レッツ体験 1名（小金南中学校1年・男子） 

蒸し暑い中、昨年より多くの参加者を迎え、一起の会と共催で「第5回森の楽校」を行いました。 

① 2グループに分かれて、周回通路を歩いて観察。竹べらで地面や朽木を掘ったり、茂みや草原な

どで、虫探しなど。森の中で発見したことを、ビンゴカードに記入し、イベント広場で発表し

ました。 

 ニホントカゲの子どもを見つけました。緑色に光ってとてもきれいでした。 

 葉っぱの真ん中に丸い実がついたハナイカダにみんなびっくり。 

 イヌザクラも黄色い実がたくさんついていました。 

 キノコもいろいろ。 

② 観察の後、中央エリアのロープ遊具で遊びました。特に、縄梯子を登って、ロープを伝って降

りるのが、多少スリルもあって大人気でした。 

③ 昼食後、森の工作など。 

＊竹馬  足をのせる木の板を切って、棕櫚縄でしばって、完成。短時間で乗れるようになった

子もいました。大人が乗ると、地面に刺さってしまい、さあ大変。 

＊木のプレート  ミズキの枝の輪切りの板を磨いて、名前や絵を描き、木の実を貼り付けて、

素敵なネームプレートができました 

＊丸太切り  終わりの時間がきたけれど、丸太切りに挑戦。直径20ｃｍ近いスギ丸太を、汗だ

くで切り落としました。 

みんな、とても楽しそうでした。 

報告事項： 
7月26日（月）9時30分～12時 「森の楽校」準備で臨時作業（第164回） 
新井、高鳥、野口、三嶋、山口（5名） 佐竹 
切り株、ガラスなどの危険物除去、縄梯子の作り直しなど 

連絡事項： 
8月7日（土）の定例日は、休みとします。 

8月17日（火）定例活動。レッツ体験の高校生（女子）4人、中学生（男子）1人参加予定。 

8月31日（火）ステップアップ講座「森林保全計画の作り方」（森林研究所福島成樹主任研究員）

10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド） 

9月7日（火）「虫の音を聴く夕べ」（渋谷孝さんを講師に招いて）詳細は追って。 

9月13日(月) ステップアップ講座「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）14：00～17：00 ゆうまつど 

森の音楽会は、演奏者の都合で、10月10日（日）に変更になりました。 

秋山の森  8月18日（水） 

＊ステップアップ講座参加希望者は事前にご連絡ください。 



囲いやま森の会 活動記録（第166回） 

2010.8.25 野口 功 

日 時：2010.8.17（火） 9時30分～12時  天気：晴れ 

参加者：野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山口、山野辺 6名 

    ＜レッツ体験＞高校生（女子）4名、中学生（男子）1名  5名 

活動報告 

レッツ体験の中高生を迎え、森の作業体験をしました。 

① 森の成り立ちや経緯などを説明 

② 周回通路を歩いて、森の観察 

③ シラカシ幼木の伐採（全員が1本ずつ）、枝葉の処理 

参加者の感想：①すごく暑かった。②虫がたくさんいてすごかった。③初めての体験で楽しかった。 

連絡事項： 
次回 9月4日（土）9：30 

虫の音を聞く会の準備（竹灯篭つくりなど） 

8月31日（火）ステップアップ講座「森林保全計画の作り方」（森林研究所福島成樹主任研究員）

10：00～16：00 紙敷石みやの森（七喜の会フィールド） 

9月7日（火）「虫の音を聴く夕べ」（渋谷孝さんを講師に招いて）詳細は追って。 

9月13日(月) ステップアップ講座「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准教授）14：00～17：00 ゆうまつど 

秋山の森  9月6日（月） 

＊ステップアップ講座参加希望者は事前にご連絡ください。 

一起の会から協力要請がきています。可能な方はぜひお力添えを。 

八ヶ崎の森で大規模に伐採されてしまった跡地に木を植える植樹祭を計画している（10/30）。 

植樹できる状態にするための事前整備作業に応援団の皆さんの力を貸してほしい。 

日時：9月22日（水）、29日（水）10～12時（草刈、アカメガシワなどの引き抜き、など） 

 



囲いやま森の会 活動記録（第166回） 

2010.9.5 野口 功 

日 時：2010.9.4（土） 9時30分～12時30分  天気：晴れ 

参加者：新井、野口、三嶋、山野辺   4名 

 

活動報告 

① 松戸青少年会館の高瀬さんと「秋の青少年教室④森の探検隊」の打合せ 

（10月2日、囲いやまの森で開催）の内容を相談しました。 

② 三吉の森で、竹灯篭を約20本製作 

 

秋の虫の音を聴く会 

日時：9月7日（火）16時集合、18～20時（虫の音・ビール懇親会） 

暗くなると、竹灯篭のほのかなロウソクの灯りが道しるべに。闇

につつまれた夜の森は、別世界。昆虫などに詳しい渋谷 孝

さん（いちかわ自然に親しむ会）が参加予定で、いろいろな虫

の声を聴き分けることでき、秋の虫の理解が深まります。 

虫の音より、ビール？＜飲み物・おつまみは 持参下さい＞ 

 

森の探検隊（青少年会館の「秋の青少年教室」の一環： 

広報まつど9月1日号掲載） 

日時：10月2日（土）10～14時（囲いやまの森で開催） 

対象：小学3年～中学3年生の親子15組 

実施内容：森の観察と遊び（木の伐採・処理体験、簡単な工作） 

 

みんなの森づくり10周年記念フォーラム～子どもたちに贈るみんなの森を考えよう～ 

http://www.urban-green.or.jp/p_activity/kaowoods/moridukuri_10th_forum.pdf 

（案内チラシと参加申し込みのURL）参加希望の方は連絡ください。 

日時：10月8日（金）14～17時 

場所：TOKYO FM HALL 千代田区麹町１－７ FMセンター２F 

内容： 

記念トークセッション：地球のために、未来のために、私たちができること、やるべきこと 

加藤登紀子（歌手・国連環境計画親善大使） 

ジョン・ギャスライト（タレント・コラムニスト・環境省生物多様性広報活動地球いきもの応援団） 

パネルディスカッション：みんなの森づくり活動、これまでの10年、そしてこれから 

＜パネリスト＞井手久登（東京大学名誉教授）、野口 功（囲いやま森の会代表）、 

市川和生（岩屋緑地に親しむ会）、嶋田実名子（花王）、 

＜コーディネーター＞須磨佳津江（ジャーナリスト） 

ミニコンサート：子どもたちに贈るみんなの森へのメッセージ（加藤登紀子 他） 

 

森で楽しむ音楽会 

日時：10月10日（日）13時30分～15時（森の開場：12時から 森の写真展 森の散策） 

場所： 囲いやまの森  ≪共催≫ 囲いやま森の会、ちばコープテーマネット、 一起の会 

出演： オカリナアンサンブル「花れん」、松戸コカリナサークル「森の音」他 



囲いやま森の会 活動記録（第168回） 

秋の虫の音を聞く会 

2010.9.7 野口 功 

日 時：2010.9.7（火） 16時～21時  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、野口、野口Ｙ、三嶋、山口            6名 

高木、早川、渋谷孝子、渋谷 孝(講師)、近所の畑のご婦人3名   7名 

活動報告 

① ご近所にイベント案内を配布（約50枚） 

② 石川さんにごあいさつ、活動報告 

③ 竹灯篭の設置・入口と広場の除草整備 

④ 秋の虫の音を聞く会 

イベント広場で虫の音を聞きながら懇親しました。 

渋谷孝さんから、虫の鳴き声の録音などを聞きながらお話を伺いました。 

北側の畑をしているご婦人3人が参加され、一緒に懇談しました。 

連絡事項 

次回 9月21日（火）9：30  音楽会に向けた舞台の製作・設置作業など 

一起の会からの応援依頼  9月22日（水）、29日（水）10時 八ヶ崎の森 

伐採跡地の植樹祭（10/30）の準備作業（草刈など） 

青少年会館の「秋の青少年教室⑤ 森の探検隊」 

10月2日（土）10時～14時 囲いやまの森  小学3年～中学3年生の親子15組 

森の観察と遊び（木の伐採・処理体験、簡単な工作） 

みんなの森づくり10周年記念フォーラム～子どもたちに贈るみんなの森を考えよう～ 

http://www.urban-green.or.jp/p_activity/kaowoods/moridukuri_10th_forum.pdf 

（案内チラシと参加申し込みのURL）参加希望の方は連絡ください。 

日時：10月8日（金）14～17時（参加申し込み締め切り9月15日） 

場所：TOKYO FM HALL 千代田区麹町１－７ FMセンター２F 

内容： 

記念トークセッション：地球のために、未来のために、私たちができること、やるべきこと 

加藤登紀子（歌手・国連環境計画親善大使） 

ジョン・ギャスライト（タレント・コラムニスト・環境省生物多様性広報活動地球いきもの応援団） 

パネルディスカッション：みんなの森づくり活動、これまでの10年、そしてこれから 

＜パネリスト＞井手久登（東京大学名誉教授）、野口 功（囲いやま森の会代表）、 

市川和生（岩屋緑地に親しむ会）、嶋田実名子（花王）、 

＜コーディネーター＞須磨佳津江（ジャーナリスト） 

ミニコンサート：子どもたちに贈るみんなの森へのメッセージ（加藤登紀子 他） 

森で楽しむ音楽会 

日時：10月10日（日）13時30分～15時（森の開場：12時から 森の写真展 森の散策） 

場所： 囲いやまの森  ≪共催≫ 囲いやま森の会、ちばコープテーマネット、 一起の会 

出演： 「オカリナアンサンブル花れん」、「松戸コカリナサークル森の音」他 



囲いやま森の会 活動記録（第169回） 

2010.9.26 野口 功 

日 時：2010.9.21（火） 9：30～12：10  天気：晴れ 

参加者：赤石、木村、高鳥、西澤、野口、馬場、三嶋、山口、山野辺       9名 

活動報告 

1）森の音楽会に向けて、イベント広場の舞台の根太組みを作りました。 

①前に運んだ大引き用の丸太を前後入れ替え、②枕をかまして水平を確保、③チェーンソーで

④丸太の凸凹をならす、⑤防腐処理の２×４材（180cm）を約30cm間隔で丸太に打ち付け 

立派にできました。当日、コンパネ６枚を並べます。 

2）北側道路にはみ出した枝や草を刈り払い、清掃しました。 

観察記録 

猛禽類のツミらしき鳥が、中心部のスギの枝にとまっていました。 

コゲラのドラミング、 アゲハ、ナガサキアゲハ、コミスジ、ツバメシジミ、ヤマトシリアゲ 

開花・カナムグラ、ツユクサ、ヨウシュヤマゴボウ、カラスウリ（実） 

連絡事項 

松戸青少年会館「秋の青少年教室⑤ 森の探検隊」 

10月2日（土）10：00～14：00 準備のため、９時にご参集をお願いします。 

親子連れ13組（小学生）が参加予定。 

森の観察、ロープ遊具遊び、木こり体験、木のペンダントつくりなど。 

森で楽しむ音楽会 

日時：10月10日（日）13時30分～15時（森の開場：12時から 森の写真展 森の散策） 

場所： 囲いやまの森  ≪共催≫ 囲いやま森の会、ちばコープテーマネット、 一起の会 

出演： オカリナアンサンブル 花れん、松戸コカリナサークル 森の音 他 

準備のため、11時にご参集をお願いします。 

一起の会からの応援依頼  9月29日（水）、10時 八ヶ崎の森 

伐採跡地の植樹祭：10月30日（土）の準備作業（草刈など） 

 


