
囲いやま森の会 活動記録（第191回） 

2011.10.3野口 功 

日 時：2011.10.1（土）9時～15時  天気：晴れ 

参加者：池田、木村、高鳥、野口、野口Ｙ、三嶋、山口、猪爪 8名 

佐竹（一起の会）、                 1名 

9月3日は活動休み、9月20日は雨のため活動中止、１か月ぶりの活動でした。だいぶしのぎ

やすくなりました。森は、先日の台風であちこちに落ちた枯枝が散らばっていました。 

かなり太いものも。中には地面に突き刺さっているものもありました。台風のおかげで、危険

な枯枝が減りました。開始時の小雨もあがり、音楽会にむけた整備を進めました。 

活動報告 

1） 入口広場とイベント広場の草刈 

2） 入口広場の台風による倒木の片付け 

ハリエンジュの大枝がエゴノキの上に落ち、エゴノキが大きく

傾いていて、ハリエンジュをチェーンソーで切断して片付け。 

3） 周回通路の落枝などの片付け、清掃 

4） イベント広場のガラス片などが埋まっている危険個所に小枝や

草を敷き詰め 

5） イベント広場のベンチの拡充・整備 

中央広場から丸太を運び、チェーンソーで枕木をＶ字カットして

設置し直し。 

報告事項 

1） 9/20 の活動日に雨が予想されたため、急遽、9/19 にロープ遊具

を撤去しました。（３人） 

2） 9/22 台風の跡（倒木などの被害状況）を点検 

3） 9/25 緑のネットワーク・まつど主催・松戸の緑観察ツァー一行が、

囲いやまの森に来訪しました。 

4） 森の北西の角で、根元から二股になったハリエンジュが根こそぎ倒れ、

もう一本のハリエンジュを押し倒していました。また、別のハリエンジュが、

高さ 7-8ｍのところで折れ、上部が隣のエゴノキの上に載っていました。

地主さんに報告し、その後、業者が伐採しました。 

5） 猪爪隆夫さん（栗ヶ沢）が、入会されました。 

連絡事項：  

森で楽しむ音楽会：10月16日（日）（オカリナ・コカリナの演奏） 

10時～準備作業、13時30分開演（お知り合いの方をお誘いください） 

次回活動日 10月18日（火）9：30～ 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第192回） 

森で楽しむ音楽会 

2011.10.16野口 功 

日 時：2011.10.16（日）10時～16時  天気：曇り後晴れ 

参加者：赤石、池田、木村、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、三嶋、山口、山野辺    10名 

①伊藤、北山、佐竹、高木、深野、森田 ④野坂、⑤田中、⑦杉田     9名 

その他（演奏者、一般参加者等）                    33名 

心配した雨もあがり、音楽会が始まった午後は真っ青な秋空が広がりました。10 月半ばにし

ては暑いくらいでしたが、木漏れ日の森に、オカリナ、コカリナのさわやかな音色が流れ、と

ても素敵な音楽会となりました。 

活動報告 

準備作業  ステージの板敷設、花や虫の写真の掲示（杭打ち）、ハンモック設置など 

音楽会（13 時半～15 時半）   

オカリナ アメージンググレイス・どんぐりころころ・赤とんぼ・小さい秋見つけた・竹田の子守唄 

ブラームスの子守唄・トトロ・散歩・荒城の月・月の砂漠 

コカリナ エーデルワイス・森の朝・鉄腕アトム・小さい秋見つけた・星の界・サトウキビ畑 

（来年3/4 の東日本大震災被災地支援チャリティー コカリナコンサートの紹介） 

休憩   カモミールと紅茶  みどりと花の課職員提供のどんぐりキャラクターの紹介 

みんなで歌おう  旅愁・もみじ・ふるさと 

コカリナ 森の精・野に咲く花のように・大きな古時計・里の秋・見上げてごらん夜の星を 

オカリナ ずいずいずっころばし・（楽器の紹介）・いい日旅立ち・見上げてごらん夜の星を 

高校三年生 

（緑のネットワーク・松戸の取材がありました。） 

報告事項 

1） 10/15 森周辺住宅に音楽会のお知らせ配布、石川さんにあいさつ 

2） 根っ子の会音楽会  11/3（木・祝）10：00～12：00 根木内歴史公園芝生広場 

3） 10/14オープンフォレスト実行委が開かれ、来年5月12日（土）～20日（日）の開催を正式決定。 

次回活動日 10月18日（火）9：30～ 

＜次頁に音楽会の写真＞ 

 

 



 

 

 

  

日 時： 2011年10月16日（日） 

場 所： 囲いやまの森、 参加者：52名 

演 奏： 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 

≪共催≫ ちばコープテーマネット 

松戸里やま応援団 一起の会 

囲いやま森の会 

花れん： アメージンググレイス・どんぐりころころ・赤とんぼ・ 

小さい秋見つけた・竹田の子守唄・ブラームスの子守唄・ 

トトロ・散歩・荒城の月・月の砂漠・ずいずいずっころばし・ 

いい日旅立ち・見上げてごらん夜の星を・高校三年生 

森の音：エーデルワイス・森の朝・鉄腕アトム・小さい秋見つけ

た・星の世界・サトウキビ畑・森の精・野に咲く花のように・ 

大きな古時計・里の秋・見上げてごらん夜の星を 

松戸コカリナサークル 森の音 オカリナアンサンブル 花れん 

囲いやま森の会 野口さん 



囲いやま森の会 活動記録（第193回） 

2011.10. 29野口 功 

日 時：2011.10.18（火）9時30分～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石、池田、高鳥、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山口、山野辺    9名 

森の音楽会も終わり、ほっと一段落。残っていた台風の後片づけや枯れ木の処理など、

通常の整備作業に戻りました。あちこちでジョロウグモが巣を張っています。 

活動報告 

1） 枝葉の堆積穴に落ちていた大きな枝を整理 

2） 南広場とイベント広場の間のエリアで、ササ・アオキ刈り、エゴの大枝などの片付けなど 

サルトリイバラが前より多くなったようです。 

3） イベント広場への通路入口角の枯れたコナラの伐採 

径25cm、高さ 18ｍ、樹齢37-8 年。中心部に虫食い穴。手鋸で切り倒し、チェーンソーで玉切り 

4） イベント広場への通路横の枯れたコナラを伐採 

径28cm、高さ 15ｍ、樹齢37-8 年。中心部に虫食い穴。処理は 3）と同じ。 

報告事項 

1） 10/28～11 月24 日の全5 日間：第9 期の里やまボランティア入門講座が始ります。 

2） 10/21、ステップアップ講座で、チェーンソーと刈払機の安全講習がありました（石みやの森） 

連絡事項：  

1） 10/25～10/30、野草の会「響」写真展  （21 世紀の森と広場 ﾊﾟー ｸｾﾝﾀｰ 2F） 

池田稔夫さんが出展しています。 

2） 11/3 10：00～12：00 根木内歴史公園 音楽会（オカリナ「花れん」、コカリナ「森の音」） 

3） 11/4～11/6 戸定祭（千葉大学園芸学部） 

4） 次回活動日 11 月5 日（土）9：30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第194回） 

2011.11.5野口 功 

日 時：2011.11.5（土）9時30分～12時  天気：曇り 

参加者：赤石、井口、池田、木村、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山口  10名 

大分過ごしやすくなってきましたが、11 月にしては暖かく、まだ蚊の活動はやんでいません。

木の葉はだいぶ落ちて、森の中が明るくなってきました。 

活動報告 

1） 前回伐採したコナラの枯れ木の玉切り 

2） 玉切りした丸太で、南広場の腰掛を整備 

3） 南広場とイベント広場の間のエリアで、落ち葉の除去（８杯）とササ刈り 

4） 以前にハリギリを伐倒したギャップのササ刈り 

5） イベント広場のヤマウコギの剪定 

6） ひっくり返されていたイベント広場のベンチの修復 

7） 倉庫前広場に差し掛かっていた枯倒木の処理 

観察報告 

1） ジョロウグモの巣がたくさん。オナガグモも。 

倉庫前広場のテーブルの下にアリジゴク（ウスバカゲロウの幼虫の棲家）がたくさん。 

2） オチャノキ（花）、ムラサキシキブ（実）、マユミ（実）、マンリョウ（実）、リュウノヒゲ（実） 

オモト（実）、ヨウシュヤマゴボウ（実）、フユノハナワラビ（胞子嚢） 

3） イベント広場の丸太の下に、何やらの幼虫の集団（その後ハエ目ケバエ科の幼虫と判明） 

4） ヒバカリを発見。おとなしい、小さなヘビです。 

5） イベント広場で、カラスの食べられた残骸 

6） エノキタケ（ハリギリの丸太に）、スッポンタケの幼菌 

スッポンタケの幼菌は、一見、白いゴムボール。二つに切ってみると、白くて薄い殻の内側に

黄緑のゼリー状の層があり、その内側に黒いもの（グレバ）が詰まっていて、中心には白い茎。 

これから茎が殻を破って伸び、その上部にかぶさったグレバから胞子が作られるそうです（成

菌の写真参照）。成菌のグレバは異様に臭いそうですが、幼菌のうちは臭いがなく、中華料理

でも使われるとか。 

連絡事項：  

1） 次回活動日 11 月15 日（火）9：30～ 

2） １１/１７(木)午後３時半頃、里やま講座受講生の一行が、囲いやまの森訪問。お迎えを。 

3） 11/13（日）千葉大生の野外実習。秋山の森。１０時～１５時。午後の竹伐採実習のお手伝いを。 

 

スッポンタケ 



囲いやま森の会 活動記録（第195回） 

2011.11.15野口 功 

日 時：2011.11.15（火）9時30分～12時  天気：曇り後晴れ 

参加者：赤石、新井、木村、高鳥、西澤、野口、三嶋、山口、山野辺  9名 

雨上がりの森は、しっとりしています。地上や朽木には、さまざまなキノコが。 

はるか梢にはツタが色づき、小鳥がたくさん飛び交っていました。 

活動報告 

1） 北側道路沿いの除草・枝切り・清掃 

観察報告 

1） 植菌した丸太にヒラタケ。 

2 年前に植菌したナメコがようやく出始めた。 

シイタケの榾木はほとんど朽ちて、シイタケ 1 本。 

倒れているハリエンジュとエゴノキに、エノキダケがたくさん。 

入口からの通路上に、ホコリタケ。 

ハリエンジュの丸太にイヌセンボンタケ。 

倉庫前広場のテーブルの下にアリジゴク（ウスバカゲロウの幼虫の棲家）がたくさん。 

2） 笹薮の通路に、ヤブコウジが赤い実をつけていた 

3） 倉庫前広場の上空に、エナガ、コガラ、シジュウカラがたくさん 

報告事項： 

1） 11月13日秋山の森での千葉大園芸学部環境コミュニケーション論実習には、学生約30人

が参加し、野外講義、森の観察、モウソウチクの伐採、竹林の片付けなどを体験しました。 

2） 11月14日（月）松戸ふるさと森の会の市内視察研修と懇談会に参加しました。 

連絡事項：  

1） 次回活動日 12月3日（土）9：30～  年末清掃と倉庫の片付け 

2） 次々回 12月20日（火）は、作業後、お昼から森で鍋を囲んで忘年会 

3） 11／17(木)午後3時半頃、里やま講座受講生の一行が、囲いやまの森訪問。お迎えを。 

 



囲いやま森の会 活動記録（第196回） 

2011.12.7野口 功 

日 時：2011.12.3（土）15時～16時  天気：曇り 

参加者：赤石、新井、木村、高鳥、野口、野口Ｙ，三嶋、山口  8名 

午前中は雨だったため、午後3時からに変更。雨上がりの森は、さまざまな色合いの濡れた落

ち葉の絨毯。 

活動報告 

1） 収集した不法投棄ごみを分別し、北西角に集積。 

燃えるごみ・1 袋、ビニごみ・大1 袋、缶・1 袋、ビン・小1 袋、カーペット裁断くず・小1 袋 

汚泥・小1 袋、瀬戸かけ割れガラス・1 袋、石油ストーブ・1 台、スポンジ充填サンドバック・1 本 

観察報告 

雨上がりで、キノコがいろいろ 

ハリエンジュの丸太に、ヒラタケ 

ハリエンジュ他の丸太に、エノキタケ 

2 年前に植菌したナメコが豊作、ちょうど食べ頃 

連絡事項：  

1） 次回活動日12月20日（火）は、倉庫清掃作業後、お昼から森で鍋を囲んで忘年会 

鍋は用意しますが、飲み物その他つまみ等は、持ち寄り。 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第197回） 

2011.12.20野口 功 

日 時：2011.12.20（火）10時～14時  天気：曇り 

参加者：池田、木村、高鳥、野口、野口Ｙ，三嶋、山野辺 7名 

小春日和の暖かな日差しのもとで、今年最後の活動をしました。 

活動報告： 

1） 倉庫の片付け。 

中のものを全部出して掃除し、防腐剤を床に塗布。整理して入れ直し。 

2） 南の広場で、トン汁・バーベキューで森の忘年会 

観察報告： 

ナメコハ終わっていましたが、シイタケが収穫できました。 

倉庫の中にヤモリが 2 匹。 

倉庫の片隅にドロバチの巣が二つ。 

報告事項： 

ステップアップ講座の委員に高鳥さん 

オープンフォレストの展示等担当者に池田さん 

松戸の里やま保全活動が、松戸市景観表彰の活動の部の大賞に選ばれました。1/14授賞式。 

連絡事項：  

1） 1月7日はお休みします。 

次回活動日1月17日（火） 

2） 秋山の森 

次回活動日1月18日（水）作業後、森で新年会。どうぞご参加ください。 

 

 


