
囲いやま森の会 活動記録（第224回） 

2012.10.14野口 功 

日 時：2012.10.6（土）10時～13時  天気：晴れ 

参加者：野口、野口Ｙ、馬場、山口、山野辺＝5名 

応援：高木（1期）、松田（6期）＝2名 

台風17号の後で、森のあちこちに落ちた枯枝が散乱していました。かなり太いのもあります。

広場のハリエンジュが倉庫に向かって倒れかかっていたので、急遽、応援を頼み、伐倒しまし

た。倉庫の上に倒れて屋根が壊れるのではないかと心配しましたが、幸いうまくいきました。 

活動報告： 

ハリエンジュの伐倒 

＊梯子などを結いつけていたハリエンジュが、倉庫の上（東方向）にたおれかかり、上部の枝

が他の木にかかって止まっている状態でした。そのまま伐採すると倉庫の上に落ちて、壊れ

る恐れがありました。 

＊別の木に２段梯子をかけ、その上からハリエンジュの高さ 8ｍ位の枝又にロープをかけまし

た。さらに、広場の南側の木に同じ位の高さの所と根本にそれぞれ滑車を取り付け、ハリエ

ンジュからのロープをかけ、チルホールで牽引しました。これにより、ハリエンジュを伐倒

した時に南側にずれて倉庫にぶつからないことを期待しましたが、ハリエンジュの枝が別の

木にかかることが心配されました。 

＊ハリエンジュに南側から受け口、北側から追い口を入れ、チルホールで牽引。少し倒れかか

りましたが、すぐには倒れませんでした。 

＊ハリエンジュが倉庫に当たらないように、脚立を突っかい棒にしました。さらに、ハリエン

ジュの切断部のすぐ上に別のロープをかけ、南西方向に引きながら、ハリエンジュの切り残

した部分を切り離しました。切断部は南西側に落ち、掛かり木になる恐れがあった枝は折れ

て、ハリエンジュは倉庫に当たることなく倒れました。成功!! 

＊玉切りして積みました。 

竹灯篭の蝋燭と蝋燭台を回収 

観察報告：黄色いリコリスが１株咲いていました。 

連絡事項： 

次回活動：10月16日（火）午前10時 落ちた枯枝の片付けなど 

緑ネットの方が来られ、11/11(日)の観察ツアー（次項）の打合せをします。 

イベント：11月11日（日）10時～14時 囲いやまの森（主催：緑のネットワーク・まつど） 

｢森で遊ぼう！ わくわく里やま活動ミニ体験 

――ボランティアが活動する森で自然観察や森の手入れ 子どもから大人までどうぞ｣ 

（詳細は、16日の打合せ後、連絡します） 

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動報告」12月6日（土）10時～15時 

（内容は今後検討） 

 



 

 

囲いやまの森 

危険な倒木奮戦記 

「ハリエンジュ」 

2012 年 10 月 6 日 

倉庫に倒れ掛かったハリエンジュ 高い二股にロープを架けて 

向い側の木に 2 連梯子ギリギリの高さに滑車を付けて～ 

そこまでロープを引く 

木の根元の滑車を経由してチルホールへ 

受け口の斜め切り 

受け口切開始り 

追い口切り 



 

 

手鋸で補正 倉庫の屋根にぶつからないように脚立を支えに 少し倒れ掛かった 

追い口の上を第2 のロープで引きながら 

ツルを切り離して完了 

倉庫を痛めずに作業が出来ました 

切り口はこんな形 

両側から鳶口で持ち上げながら玉切り 丸太を片付け 脚立が少し凹んでしまった 



囲いやま森の会 活動記録（第225回） 

2012.10.19野口 功 

日 時：2012.10.16（火）10時～13時  天気：晴れ 

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

緑ネット：川上、渋谷＝2名 

さわやかな秋晴れです。森の中では、すぐ目の前をシジュウカラなどがたくさん飛び交ってい

ました。緑ネットのお二人を迎えて、11 月 11 日の緑再発見ツアーの受け入れプログラムを相

談し、森の中を案内しました。渋谷さんの目をとおすと、普段気づかなかったいろいろな生き

物の姿が見られ、楽しい観察会になりました。 

活動報告： 

緑再発見ツアーの打合せ 

＊11月11日（日）9：30常盤平改札口集合、ひまわり公園で受付・班分け後、囲いやまへ。 

＊スケジュール 

 10：00-10：30 10：30-11：20 11：30-12：20 12：20-13：00 13：00-14：00 

大人 Ａ 森の説明 

内容説明 

注意事項 

森の観察 作業体験 昼食 

遊具設置 

自由時間 

大人 Ｂ 作業体験 森の観察 

(大人Ｃ) (周辺案内) (作業体験) 

親子 自然観察 木こり体験 昼食 遊び 

 (大人Ｃ)は、人数が多かった場合の対応 

＊大人の作業体験：シラカシ若木の伐採・枝葉の処理 

子どもの木こり体験：大人が切ったシラカシの幹の玉切り 

＊遊具：ハンモック、ターザンロープ、木登りロープ（参加者も設置体験-昼休み） 

＊午後のメニュー 

リラックス：散策・ハンモック・寝茣蓙 

作業体験：森のデッキ作り・落ち葉かき 

工作など：シュロかご・シュロばった・リースの輪 

遊びなど：木登り・ネイチャーゲーム・ロープワーク 

観察報告： 

鳥：アカゲラ、コゲラ、エナガ、コジュケイ、シジュウカラ 

蜘蛛：オオギグモ、オナガグモ、ジョロウグモ、ハツリグモ、コガタコガネグモ、ナガコガネグモ 

昆虫：ヤマトシリアゲ、ナガサキアゲハ、キチョウ、エンマコオロギ   

開花：ツルボ、チジミザサ、カナムグラ       切り株にキノコがたくさん 

連絡事項： 

次回活動：11月3日（土）午前10時 落ちた枯枝の片付けなど 

イベント：11月11日（日）10時～14時 囲いやまの森（会員：９時集合） 

｢森で遊ぼう！ わくわく里やま活動ミニ体験（主催：緑のネットワーク・まつど） 

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動報告」12月8日（土）10時～15時 



 

オナガグモ ヤマトシリアゲ 

エンマコオロギ 茶の実 

キノコ 



囲いやま森の会 活動記録（第226回） 

2012.11.8 野口 功 

日 時：2012.11.3（土）10時～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石、井口、高鳥、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋＝7名 

倉庫前の広場で打ち合わせをしていると、すぐ近くを小鳥たちが飛び交い、話はしばしば中断。

ヤマガラが美しい姿をみせ、コゲラは目の前の木を突いて、盛んにえさを探していました。 

シジュウカラは敏捷に木々の間を飛びぬけ、巣箱をのぞいている姿も見られました。 

活動報告： 

緑再発見ツアーの打合せ 

通路のシュロ縄の補修 

ハリギリの広場でアカメガシワなどを除去 

落葉かきをする広場のササ刈り 

遊びの広場のイヌシデに木登り用のネット巻きつけ 

観察報告： 

鳥：コゲラ、シジュウカラ、ヤマガラ、ウグイス（地鳴き）、メジロ、ヒヨドリなど 

実：ヒヨドリジョウゴ、ジャノヒゲ、ムラサキシキブ 

連絡事項： 

イベント：11月11日（日）10時～14時 囲いやまの森（会員：９時集合） 

｢森で遊ぼう！ わくわく里やま活動ミニ体験（主催：緑のネットワーク・まつど） 

次回定例活動：11月20日（土）午前10時  

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動報告」：12月8日（土）10時～15時 

 

イヌシデに木登り用のネット巻きつけ ジョロウグモは大きくなりました 



囲いやま森の会 活動記録（第227回） 

（緑再発見ツアー｢森で遊ぼう！ わくわく里やま活動ミニ体験｣） 

2012.11.13 野口 功 

日 時：2012.11.11（日）9時～14時  天気：曇り 

参加者：赤石、新井、井口、池田、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、山口、山野辺＝12名 

里やま応援団：9名、緑ネット：9名、一般：5名（男性2、女性1、中学生1、小学生1）、市：2名 

「緑のネットワークまつど」が主催した初めての滞在・体験型「緑再発見ツアー」の皆さんを

迎えました。雨天予報もあって一般の参加者は少なかったですが、心配した雨に降られることも

なく、楽しく森の体験をしました。 

活動報告： 

9時：資材運びなどの準備 

10時：森の活動の紹介など 

森の自然観察：大人グループ、子どもグループに分かれて、森の中を観察しました。 

ふかふかの地面や天然のキノコ、いろいろな虫などを見つけました。 

森の手入れ作業体験：シラカシの幼木を10本ほど伐採し、枝葉の処理をしました。 

大人も子どももスタッフも、みんなで汗をかきました。 

ロープ遊具の設置：ハンモック３張、ブランコ1、ターザンロープ1 

高い枝又にロープをかける手製のビッグショットも成功しました。 

自由時間：ハンモックやブランコ、ターザンローブに興じました。 

連絡事項： 

定例活動：11月20日（火）午前10時  

定例活動：12月1日（土）午前10時 年末清掃 

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動紹介」：12月8日（土）10時～15時 

定例活動：12月18日（火）今年の最終活動日 

 



囲いやま森の会 活動記録（第228回） 

2012.11.22 野口 功 

日 時：2012.11.20（火）10時～12時  天気：晴れ 

参加者：新井、木村、高鳥、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、山口＝8名 

18日に木枯らし第１号が吹き、森の中は明るくなってきました。切り倒したハリギリの丸太に、

ヒラタケ、エノキタケが生えていました。 

活動報告： 

キノコの榾木用に、混んだ木を２本伐採しました。 

イヌシデ：根元から３本に分かれている内、比較的細い１本を手鋸で伐採 

馬場さん他が手鋸で受け口を作り、西澤さんが追い口を切って倒しました。 

径15ｃｍ、高さ12ｍ。90ｃｍに玉切り 

コナラ：近接して２本生えている内、細い方をチェーンソーで伐採 

手製の大型パチンコで高枝にロープをかけて牽引 

チェーンソーで受け口・追い口を切り伐採 

掛かり木になったので、ツルを切り離して、板の上に切断部を落とす 

木回しで回して掛かった枝から外して倒す 

樹齢5～60年。芯は、径5ｃｍ位の空洞になっていました。 

径30cm、高さ18ｍ。太い部分は45cm、先の方は90cmに玉切り。太枝1本は次回に。 

玉切りしたものは積み上げて少し乾燥させ、2月ころ植菌する予定です。 

ヤマザクラの苗木を倉庫脇に仮植えしました。 

観察報告： 

小鳥：コゲラ、シジュウカラ、メジロ、シロハラ、ヤマガラ 

キノコ：ヒラタケ、エノキタケ（ハリギリ伐採木） 

その他：マンリョウの赤い実が足元を飾っていました。 

連絡事項： 

定例活動：12月1日（土）午前10時 年末清掃 

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動紹介」：12月8日（土）10時～15時（別途連絡） 

定例活動：12月18日（火）今年の最終活動日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



囲いやま森の会 活動記録（第229回） 

2012.12.3 野口 功 

日 時：2012.12.1（土）10時～12時  天気：曇り後雨 

参加者：新井、井口、木村、高鳥、野口、野口Ｙ、馬場＝7名 

寒くなってきました。 

地表は落ち葉がいっぱい。イベント広場に植樹したイロハモミジが紅葉しています。 

活動報告： 

年末恒例の清掃 

収集ごみ：可燃ごみ1袋、ビニごみ13袋、缶3袋、トタン1、カーペット1、ビニ傘1  

北側道路清掃：除草、落ち葉掃き、土削り 

森の観察 

観察報告： 

イベント広場奥左側で、エノキの大木が根元から倒れていました。黄葉した葉がついているの

で、最近倒れたものとおもわれます。大きな根張りはない様子でした。 

小鳥：ヤマガラ、シジュウカラ、ヒガラ、エナガ、コゲラ、メジロ、ウグイス、シロハラ、 

ヒヨドリ 

里やま応援団関係報告： 

今年の里やまボランティア入門講座は、主に6期・7期が担当し、修了生は8名でした。 

連絡事項： 

ステップアップ講座「囲いやま森の会の活動紹介」：12月8日（土）10時～15時 

9：30集合。午前中は囲いやまの活動報告、森の自然報告、会員一言発言、森の観察 

お昼から、イベント広場で懇親会（鍋・バーベキュー。飲み物・つまみは各自。） 

出欠をご連絡下さい（12/1定例活動参加者はすでに確認済み） 

一起の会・新宿御苑散策：12/12（既報） 

定例活動：12月18日（火）今年の最終活動日。倉庫の片付けなど 

 



囲いやま森の会 活動記録（第230回） 

（松戸里やま応援団ステップアップ講座「囲いやまの森の活動紹介」） 

2012.12.11 野口 功 

日 時：2012.12.8（土）9時30分～15時  天気：晴れ 

参加者：新井、井口、木村、高鳥、野口、三嶋、山口、山野辺＝8 名 

会員外：１期4 名、４期2 名、５期2 名、７期1 名、８期3 名、９期6+3 名、他１家族3 名＝24 名 

風もなく、温かい絶好の日和でした。 

活動報告：ステップアップ講座 

囲いやま森の会の活動報告（野口） 

囲いやまの森の自然報告（山口：馬場さんの植物リスト） 

会員の一言発言（三嶋・木村・高鳥） 

森の懇親会（トン汁・バーベキュー他） 

里やま応援団関係報告： 

今年の里やまボランティア入門講座修了生は9名に訂正します。 

12/3の連絡会：各会の活動報告の中で、森への一般来訪者の写真の扱い、不法投棄物の法的処

理などが話題となりました。 

第2回オープンフォレスト：12/5に第1回実行委員会が開かれました。 

開催日5/18(土)～5/26（日）。一斉公開5/19(日)。個別公開日はエリア毎に調整 

開会式典は簡素化し、一般市民が参加できるものを検討。森めぐりツアーは各会で企画検討 

森の文化祭は前回通り。18日にパークセンター前で何かできないか検討する。 

保険料・資料代として低額徴収を検討する 

連絡事項： 

定例活動：12月18日（火）今年の最終活動日。倉庫の片付けなど 

1/5は休みとし、来年は1/15（火）から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップアップ講座：囲いやま森の会を紹介 



 

 

 

 

 

全員集合：忘年懇親会 

囲いやまのマスコットキャラクター：コゲラ 大 



囲いやま森の会 活動記録（第231回） 

2012.12.21 野口 功 

日 時：2012.12.18（火）10時～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、池田、木村、高鳥、西澤、野口、馬場、三嶋、山口＝10名 

今年最後の活動日でした。寒い日でも森の中は暖かい？ ような気がします。 

風がなない樹間では小鳥たちが飛び交い、さえずりが聞こえ、清々しい気持ちになります。 

今年は、5 月のオープンフォレストで大勢の方々が訪れて、家族連れの森の楽校、オカリナ・コ

カリナの森で楽しむ音楽会、夜の森でライトトラップ・虫の音を聴き・懇親会、ステップアップ

講座で里やまの方々との交流などが出来て、結構賑やかで充実した活動ができたと思います。 

皆さんの協力により7年間の活動記録・報告をつくり、馬場さん・山口さんの取り組みで「囲い

やまの植物調査表」が出来上がり、囲いやまHPが楽しく閲覧できるページが増えました。 

少しずつよい森になって行き、近隣の皆さんと一緒に楽しめる森にしたいと願っています。 

活動報告： 

倉庫内の清掃・片付け 

森の中のスギ枝の山を片付け（3か所） 

北側道路沿いのクマノミズキの幼木を保護 

自然観察： 

ウラギンシジミ 

コジュケイ、エナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、コゲラ、ヒヨドリ、キクイタダキ 

エノキダケ 

連絡事項： 

定例活動： 1/5は休みとし、来年は1/15（火）から。温かいお汁粉。 

 


