
囲いやま森の会 活動記録（第205回） 

2012.4.2野口 功 

日 時：2012.4.7（土）10時～12時  天気：晴 

参加者：赤石、新井、木村、高鳥、野口、馬場、山野辺          7名 

 

暖かい日和で、囲いやまの森に1本だけある桜も咲き、早い木は新緑の葉を伸ばし始めました。 

活動報告：  

先日の大風で被害を受けた木の処理をしました。 

①ハリギリを切った広場横の大きなイヌシデが折れて根元まで裂けて倒れ、通路をふさいでい

ました。まだ生きている木で、枝の先端には葉芽が膨らみ、いまにも萌えだしそうな様子で

した。高さ 3ｍ位の所に傷があり、そこから下方に 1ｍくらい病変していました。傷の所か

ら折れて、下に向かって裂けた様子でした。 

幹を玉切りし、枝をかたづけました。元に近い部分は、風の力を見る見本として残しました。 

②そこから少し西側、南広場にさしかかる所のスギの中径木が 4ｍ位の所でおれていました。

残った部分を切り倒し、片付けました。 

③落ち葉を入れる穴の少し南側、通路の曲がり角付近のスギが、高さ 5ｍ位の所で折れ、上部

が3ｍ位飛んで落下していました。枝を切り、通路横に移しました。 

④遊びの広場の南東部で、杉が高さ 6ｍ位の所で折れ、上部がイヌシデの枝にもたれかかって

いました。処理は次回に回しました。 

観察報告： 

タチツボスミレ、シュンラン、オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、コハコベ 

クロモジ、コブシ 

ビロードツリアブが草地の花の周りにたくさん飛んでいました。 

キチョウ、シジミチョウ、ウグイス、コゲラ、コジュケイ  その他： 

報告事項：散歩に来た親子連れに森を案内しました。 

連絡事項： 

次回活動日：4月17日（火）オープンフォレストの準備 

総会：6月2日（土）作業後 

緑のフェスティバル：4月29日（日）21世紀の森と広場 集いの広場 

スタンプラリーの要員協力要請があります。可能な方は9：30緑推進委員会のテントへ。 

森の楽校：8月4日（土）雨天の時は5日（日） 

森の音楽会：9月30日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新緑 通路に一輪のスイセン 



 

 

4 月3 日の大風で倒木 イヌシデ 

右に裂けて残った部分が立っている 玉切りして処理 

4 月3 日の大風で倒木 折れたスギ（右奥）と落ちた幹（下） 折れたスギ 

折れた上の部分が飛んで落花 



囲いやま森の会 活動記録（第206回） 

2012.4.19野口 功 

日 時：2012.4.17（火）10時～12時  天気：晴 

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

 

オープンフォレストまで、作業日は、今回ともう一回だけ。どれだけ来てくれるか楽しみです。 

活動報告：  

①ＯＦに備えて、公開区域の周囲にシュロ縄を張りました。500ｍ+100ｍ張りましたが、まだ

少し足りないようです。シュロ縄は目障りでなくてよいのですが、反面、目につきにくいの

で、次回、張ったシュロ縄にリボンをつけたいと思います。 

②イベント広場の草地の周囲には杭を打ちました。ＯＦ当日は写真を飾りましょう。 

③倉庫の修理。腐った材を取り除いた部分に、新しい板を打ち付けました。 

④道路沿いのごみを片付け、清掃しました。 

観察報告： 

タチツボスミレ、シュンラン、オオイヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、コハコベ 

クロモジ、コブシ、カキドオシ、アオキ、オオアラセイトウ、ホウチャクソウ 

イヌザクラ（つぼみ）、エノキ 

ウグイス、コジュケイ、コゲラ、ヒヨドリ、（他に、フィー・フィーという鳴き声） 

協議事項： 

緑と花のフェスティバル（4/29）スタンプラリー協力（「木陰で休もう－ハンモック」を担当） 

設営8：30、実施10：00（集合9：30緑推進委テント）～15：00。可能な時間帯に現地へ。 

オープンフォレストの体制を相談。可能な時間でご参加を。 

5/11展示設営（21世紀の森と広場パークセンター10：00） 

5/12午後、森めぐりツァーが来訪予定 

  13時過ぎパークセンター発→八ヶ崎の森→ホダシの森→囲いやまの森→常盤平駅 

5/13（日）、5/15（火）、5/19（土）囲いやまの森の公開（森の公開10：00～15：00） 

5/13（日）展示室の当番（10時～15時） 

松戸市の市民団体登録 

名簿は役員だけ、住所記載は代表だけで登録申請することにしました。 

連絡事項： 

ハンモック作り 4月23日（月）13：30 （20日の予定は変更になりました） 

次回活動日：5月5日（土）オープンフォレストの準備 

状況によっては、ＯＦ直前にロープ遊具設置日（5日に相談） 

総会：6月19日（火）作業後 （6/2の予定を再度変更しました） 

ステップアップ講座「囲いやまの森の活動紹介」7月7日（土・定例活動日） 

森の楽校：8月4日（土）雨天の時は5日（日） 

森の音楽会：9月30日（日） 



 

 

 

 

シュンラン 一面のお花畑 

クロモジ エノキ 

イヌザクラ アオキ ♂雄花 



囲いやま森の会 活動記録（第207回） 

2012.5.6野口 功 

日 時：2012.5.5（土）10時～12時30分  天気：晴 

参加者：赤石、新井、木村、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山口 9名 

 

晴れ渡った初夏の気候で、汗ばむくらいでした。若葉が濃くなり、いろいろな花が咲き始めて

います。蚊はまださほどではありませんが、早くもスズメバチが営巣場所を求めて飛び回ってい

ました。オープンフォレストに向けて準備作業をしました。 

活動報告：  

①公開区域の周囲に張ったシュロ縄に目印の黄色いリボン。 ②ロープ遊具の設置…縦に張っ

たネット、綱渡り2区間、木登りネット。（当日、ハンモック2とブランコをつくる予定） 

③いくつかの木に名札。 ④説明版を張る杭打ち（9本）。 ⑤入口広場・道路の除草。 

⑥切り株の除去。 ⑦お花に保護囲い。 ⑧ご近所に案内ビラ（70枚） 

観察報告： 

ラン2種。ホウチャクソウ、ウラシマソウ、ジュウニヒトエ、イヌザクラ、ハナイカダ（雄） 

ウグイス、コジュケイ、コゲラ、 

ツマキチョウ、アカスジキンカメムシ、コミズジ、スジグロシロチョウ、フタリシズカ（蕾） 

ジムグリ、ニホントカゲ、カナヘビ 

協議・連絡事項： 

オープンフォレスト関係 

5/11（金）展示設営（21世紀の森と広場パークセンター10：00） 

5/12（土）オープニング式典。バークセンターホール。池田さんが囲いやまの活動紹介。 

(シアターには、会場の制約から、各会2人程度しか入れません) 

5/12（土）森めぐりツァーが来訪。囲いやまには2：50頃の予定 

5/13（日）、5/15（火）、5/19（土）囲いやまの森の公開（10：00～15：00） 

（13日は9時集合。ハンモック・ブランコの設置、写真の貼り付け） 

・来訪者には住所・氏名を記入してもらう。名簿は、公開日毎に、実行委事務局に送付。 

・OFパンフ、囲いやまの紹介チラシ（裏に公開範囲の地図）、アンケート用紙を配布 

（森めぐりツアーで来る人には、囲いやまチラシのみ配布。記名は不要。） 

・タヌキの森の小道、ウグイスの藪の小道は、希望により、状況に応じて、会員が案内。 

・作業体験希望者には、ヘルメット・マスク（使い捨て）・軍手。救急箱用意。 

・帰りにアンケート回収と募金の要請（募金は、会と実行委で折半） 

5/13（日）展示室の当番（10時～15時、池田さん） 

5/21（月）10：00パークセンター撤収 

報告事項： 

・自転車が1台投げ込まれていました。駐輪場の登録番号があったので、届けました。駐輪場

が本人に連絡したところ、前に盗まれたもので、買い替えたので不要とのことでした。 

・4/23松戸市みどりと花の課が森の放射能測定をしました。（野口立ち合い） 



・4/28ハンモックを二つ作りました。（赤石、野口、山口、4期1人、5期2人） 

・4/29 緑のフェスティバルのスタンプラリーで第３ポイント「木陰でひとやすみ」を担当し、

たくさんの親子が木陰のハンモックを楽しみました。 

（赤石・池田・高鳥・野口・三嶋・山口） 

 

ロープ遊具の設置 

ホウチャクソウ ハナイカダ イヌザクラ 

ジュウニヒトエ カナヘビ 



囲いやま森の会 活動記録（第208回） 

2012.5.13野口 功 

日 時：2012.5.12（土）13時～15時30分  天気：晴 

参加者：赤石、新井、井口、池田、高鳥、野口、三嶋 7名 

オープンフォレストの森めぐりツアー「八ケ崎・金ヶ作コース（八ケ崎の森→ホダシの森→囲

いやまの森）」の受け入れのため、事前準備作業で、杭を打ち込み、写真や説明板を掲示しました。

森めぐりツアーでは、45名が来訪し、新緑の森を楽しんでいただきました。風の強い日でしたが、

森の中は微風で、特に枝の落花などの問題はなく、快適な森のお楽しみでした。 

午前中、21世紀の森と広場パークセンターシアターで開かれたＯＦオープニング式典では、池

田さんがスライドに合わせて囲いやま森の会の活動を紹介しました。 

囲いやま森の会 活動記録（第209回）（オープンフォレスト一斉公開） 

日 時：2012.5.13（日）9時～15時30分  天気：晴 

参加者：赤石、新井、井口、池田、木村、高鳥、野口、野口Ｙ、三嶋、山口 10名 

    市役所3名、応援団関係者2名、一般来訪者140名 

天気も上々。ハンモック2張を設置。ブランコは高枝にパチンコでロープを架けました。 

10時前から、次々と親子連れなどが来訪。入口では通りがかりの方々にも声をかけて、最終的に

は83世帯、143名（名簿記載者）となりました。来訪者名簿が足りなくなるくらい盛況で、アン

ケートも36通記入いただきました。 

森の散策のほか、子どもたちは綱渡りやロープネットを使った木登り、ハンモック、ブランコ

に興じ、特に丸太切りは大人気。初めはほとんど切れなかった子が、何回も挑戦して、最後は独

力で丸太を切り落とすまで頑張る姿に感動しました。 

＊オープンフォレスト森の文化祭展示会場の当番（池田・高鳥） 

 



囲いやま森の会 活動記録（第210回） 

（オープンフォレスト公開） 

2012.5.15野口 功 

日 時：2012.5.15（火）9時30分～12時     天気：雨 

参加者：赤石、高鳥、野口、野口Ｙ、三嶋   5名 

    山下、来訪者1名 

朝から雨模様でしたが、オープンフォレストの森公開日なので、森で待機しました。 

来訪者は、事前に電話があった1名のみで、森を案内しました。雨の森もまた格別でした。 

雨よけに倉庫前広場に雨よけのブルーシートを張り、お昼まで懇談しました。 

 

囲いやま森の会 活動記録（第211回） 

（オープンフォレスト公開） 

日 時：2012.5.19（日）9時30分～16時30分     天気：晴 

参加者：赤石、新井、池田、木村、高鳥、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋 9名 

    応援団関係者1名。一般来訪者 46名。 

 

ハリギリを切った小広場の手前に、大きなコナラの枝が落下して、通路をふさいでいました。 

折れ口の直径20ｃｍ余り、長さ8ｍ位で、枝が大きく広がっているもの。高さ5～6ｍの所から折

れていました。折れ口には傷があり、そこから下方に痛みが入っていました。ＯＦ来訪者が来る

前に、急いで処理しました。 

ＯＦの来訪者は、32世帯、46名。13日と2回来られた方も2人いました。13日よりは人数が少

なかったので、のんびり森を散策したり、ブランコやハンモックなどで午前中いっぱい遊んでい

る親子もいました。 

ＯＦ森の公開での来訪者（名簿記載者）は、延べ116世帯、190名。13、19日は好天にも恵まれ、

大成功でした。アンケート結果はいずれ分析されると思いますが、多くの方が大変喜んで帰られ

ました。みどりの大切さやボランティア活動への理解が広がったと思います。 

公開終了後、ロープ遊具などを撤去し、倉庫上に差し掛かっていたニガキの枯枝を切除しました。 

連絡事項： 

次回活動日：6月2日（土） 

総会：6月19日（火）通常作業後、お昼から木屋で昼食会。 

予約の都合上、出欠の連絡をお願いします。 

 

＜写真：次ページ＞ 



 

5 月15 日は雨降り、10ｍ角のテント張り 森の遊びを楽しんでいます 

ハリギリの倒木 



囲いやま森の会 活動記録（第213回） 

2012.6・2野口 功 

日 時：2012.6.2（土）10時～12時     天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、池田、鎌原、木村、野口、馬場、三嶋、山口   9名 

活動報告： 

＊イベント広場の草を刈払機で刈りました。植樹したカエデ、サクラはいずれも元気で、ウワ

ミズザクラ1本は人の背丈よりも大きく育っています。 

イヌザクラの大枝に支えをつけました。 

＊イベント広場のベンチがまたひっくり返されていたので、6ｍほどのスギ丸太を縦割りにして

運び、長いベンチをセットしました。 

＊オープンフォレストで打った杭の片付け、倉庫のロープなどの整理 

観察記録； 

シジュウカラの巣立ちヒナの声、ウグイス、コゲラ、コジュケイ 

ミスジコウガイビル（イベント広場のベンチ）、ナガサキアゲハ 

報告事項； 

オープンフォレスト関係 

ツアー参加者503名、独自に森を訪問した人1,173人、森の文化祭379人、式典78人で、 

延べ 2,133 人（名簿記載者）でした。記載漏れや森の重複などありますが、実数でも 1,000

人を大きく超えたと思われます。 

囲いやまの竹筒募金は2,928円で、実行委員会と折半しました。 

式典のＤＶＤ、アンケート用紙の写し（ＤＶＤ）があります、希望者に回覧します。 

倉庫のカギの掛け金が引き抜かれ、ガソリンタンクが外に放置されていました。 

キーもなくなっていたので、交換しました（番号鍵はそのまま） 

7月7日のステップアップ講座「囲いやまの森の活動紹介」を機に、これまでの会の活動をまと

めた16ｐ程度のパンフレットを作る検討をすることになりました。 

連絡事項： 

活動報告の通し番号が違っていたので、今回が213回です。 

次回活動日：6月19日（火） 

通常作業後、お昼から木屋で総会を兼ねた昼食会。 

前回報告の写真説明で「ハリギリの倒木」は「コナラの枝の落下」と訂正します。 

ステップアップ講座「森の安全」：6月9日（土）10時～15時。秋山の森。 

 

 



 

スギ丸太を縦割り⇒ベンチ入れ替え 

刈払機の練習は上々です 

ウワミズザクラが大きく育って 



囲いやま森の会 活動記録（第214回） 

2012.6・19野口 功 

日 時：2012.6.19（火）10時～11時45分     天気：曇り 

参加者：赤石、新井、木村、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、山口、山野辺  10名  

活動報告： 

＊恒例のごみ収集と分別を行いました。 

プラごみ6袋、缶4袋、燃えるごみ2袋、資源紙1袋、瀬戸かけ1袋、鉄板5枚 

ビニ傘2本、手持ち按摩器1個スギ丸太を縦割りにして運び、長いベンチをセットしました。 

観察記録； 

ハナイカダに実がついていた。ハエドクソウの花、ナナフシ、ジムグリ 

総会報告；12時～14時  花のれん・木屋で昼食会 

出席：赤石、新井、鎌原、木村、高鳥、西澤、野口、野口Y、馬場、三嶋、山口、山田、山野辺 13 名 

活動報告、決算報告、監査報告、活動計画、世話役を確認しました。 

活動計画で昨年より追加した事項 

高木子どもまつり（9/29）に囲いやま森の会として参加を表明する。 

秋の虫の音を聞く会は、渋谷 孝さんと相談して日程を決める。 

外部への自然観察会を計画する 

これまで確認された植生を整理する 

近隣の学校・保育園との連携を探求する 

ステップアップ講座「囲いやまの森の活動」（7/7）に向けて記念誌をつくる。 

編集は三嶋さん。会員は、それぞれ一文を書いて送る。 

連絡事項： 

次回活動日：7月7日（土）10時 

ステップアップ講座で、応援団の他の会の方々が囲いやまに来ます。 

 



囲いやま森の会 活動記録（第215回） 

2012.7.4 野口 功 

日 時：2012.6.29（金）10時～12時     天気：曇り 

参加者：新井、池田、木村、高鳥、西澤、野口、山口  7名  

活動報告： 

台風被害処理の臨時作業を行いました。 

入口を塞いでいたハリエンジュの倒木を処理しました。 

入口広場の除草をしました。 

入口の木戸を補修しました。 

森内に散らばっている落枝を処理しました。 

 

枝が倉庫の屋根を突き破り、径10ｃｍ位の穴が開いてしまいました。（未処理） 

 

連絡事項： 

次回活動日：7月7日（土）10時 

ステップアップ講座で、応援団の他の会の方々が囲いやまに来ます。 

 


