
囲いやま森の会 活動記録（第 262回） 

2014.4.5野口 功 

日 時：2014.4.5（土）10時～12時45分  天気：晴れ 

参加者：赤石、井口、木村、野口、松戸＝5名 

⑦山野辺、⑪森山、赤石千佳さん、他に来訪者 1名 

暖かく穏やかな春日和。ミズキやイヌシデなどの木々が芽吹き、さわやかな青空に鮮やかな緑

が映える。いつに無くたくさんの小鳥たちが林間を飛び回り、いろいろな鳴き声が梢をにぎわし

ている。明るい草地には小さな草花が咲き乱れ、数羽のウグイスが鳴き交わす。森の外では育苗

圃や石川さんの屋敷林の桜が満開。まさに春爛漫。 

活動報告： 

まずはのんびりと散策し、心地よい春の森を満喫しました。癒される～～。 

倉庫前広場から見えるイヌザクラの枯れ木がついに倒れていました。 

チェンソーで玉切りし、通路わきに並べました。樹齢 35～40年、径は40㎝余り。 

白太部分はぐずぐずでしたが、芯材はしっかりしているので、一部工作材に切り取り。 

紙芝居「囲いやまのタヌキ」 

赤石千佳さんが原案を演出。絵も物語も素晴らしい。 

報告事項：  

保険の扱い  社会福祉協議会に登録し、ボランティア保険を契約しました。 

チェンソーを使う人は里やま応援団のスポーツ保険に加入手続きをしました。 

森山哲夫さん（11期）が囲いやまに入会されました。 

囲いやま森の会の素敵な缶バッジ（コゲラ）ができました。 

倉庫前広場奥においてあったホダ木から巨大シイタケが出ていました。 

連絡事項： 

次回活動日 ４月15日（火） 危険木の処理など 

4/29緑のフェスティバル（21世紀の森と広場） 

昨年同様、スタンプラリーのハンモックを担当します。設営 8時、お世話 9時～14時過ぎ。

オープンフォレスト文化祭当番 囲いやまの会は 5月17日。10時～15時。パークセンター。 

囲いやま総会 4月15日（火・定例活動日）の 12時～14時でいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缶バッチ（点線の寸法：38mm） 



 

倒れたイヌザクラ、イヌザクラの根元、輪切りで通路の縁どり 

倒れたイヌザクラの年輪、クロモジの花、こんなのがニョキニョウキ 

シュンランの大株、ヒメオドリコソウの大群生、大きなシイタケ 

落し物？ 



囲いやま森の会 活動記録（第 263回） 

 

日 時：2014.4.15（火）10時～12時分  天気：  

参加者：新井、池田、木村、古城（愛子）、佐久間、西澤、野口、馬場、松戸、森山、山口

＝11+1名 

活動報告： 

入口からの通路角の枯れたミズキを伐倒・片付け。 

報告事項： 

3/25森の放射線量測定を実施。 

全体として前年より微減傾向で、一昨年よりは0.1μSV前後低下していました。 

 

 

囲いやま森の会 活動記録（第 264回） 

(2014年度総会) 

日時：2014.4.15（火）12時～13時40分 

参加者：新井、井口、鎌原、木村、古城（愛子）、佐久間、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、 

松戸、森山、山口、山田＝14+1名 

報告事項： 

2013年度活動報告、同決算報告、同監査報告は承認 

2014年度活動計画、同予算は承認 

会計に井口さん、監査に佐久間さんを選任 



囲いやま森の会 活動記録（第 265回）臨時 

 

日 時：2014.5.1（木）10時～13時 30分  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、井口、池田、木村、佐久間、野口、馬場、松戸、三嶋、森山、山口 

＝12名 

昨日来の雨も作業前にあがり、陽も射して作業をすると暑いくらい。蚊も、まだ弱弱しいで

すが出始めました。木々の葉はまだ新緑の明るい色ですが、上空全体を覆うようになってきま

した。倉庫前の広場には、風が吹くとミズキの花柄が散って（降って）います。 

活動報告：オープンフォレストに備え、安全対策 

通路のシュロ縄の補修 

高い枯枝の除去 3本 

南広場上空の枯枝は切れないので、シュロ縄で立ち入り禁止に 

倉庫前広場から東方向の通路脇の大きなミズキが枯れているのを発見。通路上に枯枝が大き

く張り出していたので、急遽、伐採することにした。チルホールで牽引し、無事伐倒。重

心がかなり傾いていたので、予定方向より大分右方向にそれて倒れた。径 約 45ｃｍ。 

チェンソーで玉切りし、通路わきに並べました。樹齢 35～40年、径は 40㎝余り。 

観察報告： 

キンランが昨年より増えた。特に、遊びの広場にも。ギンランもいくつか。 

ホウチャクソウが満開。ジュウニヒトエ、ナルコユリ（蕾）、ハナイカダ、イヌザクラ。 

報告事項：  

NPO 法人「クリエイティブまつど工房」から、囲いやまの森で現地の素材を使った造形作品

の製作・展示の企画の申し入れがあった。外部団体によるイベントは初めて。協議の結果、

受け入れることとした。9月下旬～10月いっぱいの予定。詳細は今後協議する。 

連絡事項： 

次回活動日 5月 15日（木） ロープ遊具設置など 

第 9回森の楽校  8月 2日(土） 雨天の場合は 3日（日） 

森の音楽会は、前期展示期間中の 10月初旬を予定 

オープンフォレスト関係 

文化祭出品搬入 5月 16日（金）10時～ 

文化祭当番 5月 17日（土）10時～15時（集合 9：40） 

囲いやまの森公開日 5月 18日（日）、20日（火）、24日（土） 10時～15時（集合 9時） 

 

 



 

ミズキを伐採 

ホウチャクソウが群生 



囲いやま森の会 活動記録（第 266回）臨時 

2014.5.19野口 功 

日 時：2014.5.15（木）10時～15時  天気：雨のち曇り 

参加者：赤石、新井、井口、池田、佐久間、野口、馬場、松戸、三嶋、山口＝10名 

千佳さん 

上がりかけた雨がまた降ってきたので、作業前の広場にブルーシートでテントを張り、しばし

歓談。昼近くから雨も上がりのすがすがしい森となりました。みどりも一段と濃くなってきまし

た。 

活動報告： 

オープンフォレストの準備 

ロープ遊具の設置（ハンモック 2張、ブランコ、ネット登り、ロープブリッジ） 

入口広場や通路の草刈 

入口木戸つくり 

紙芝居の試演（千佳さん） 

報告事項：  

5/14 森周辺住宅・マンションに OF囲いやまのチラシ配布（320枚） 

常盤平三小に、同 500枚（松戸さん） 

 

倒れたイヌザクラの年輪、クロモジの花、こんなのがニョキニョウキ 



囲いやま森の会 活動記録（第 267回） 
（オープンフォレスト） 

2014.5.19野口 功 

日 時：2014.5.18（日）9時～15時30分  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、井口、岩田、古城、佐久間、野口、野口Ｙ 、松戸、三嶋、森山、 

山口＝12名    千佳さん 

晴れわたった 5月のすがすがしい青空の下、第 3回オープンフォレスト初日。参加者は 75名。

今回は、子連れの家族の参加が多く、18組 53人（内こども28人）。 

ゆっくりと森ですごしていました。ゆったり揺れるブランコやハンモックからは、梢のみどり越

しに青空に浮かぶ白い雲が望め、癒されました。小さな子どもも丸太切りに挑戦し、最後まで自

分でやり遂げた満足感いっぱいの表情を浮かべていました。木切れ・木の実アートは、子どもの

創造性豊かな作品が生まれていました。紙芝居は 3回口演。千佳さんの表現豊かな絵と語り口に

子どもたちは引き込まれ、大人のみなさんからも大好評でした。 

アンケートから(23枚) 

＊とても楽しい時間でした。手作り紙芝居も良かったです！（40代女） 

＊一つ一つの森がストーリーを持っていくと、もっと愛情が湧くんだろうなと感じた（20代男） 

＊すごく楽しかったので、ありがとうございます。（30代男） 

＊紙芝居がとても良かったです！ 子どもたちが自由に楽しく遊んでいる様子がとても印象的で

した！(20代女) 

＊それぞれの森の個性がででくるのが見ててとっても楽しかったです！！（20代女） 

＊紙芝居がすばらしかった。（40代男） 

＊いつも外側から拝見していましたが、この森の存在が、私がここに住むことを喜ぶことになっ

ていて、ありがたいです。この上もないくらいです。（60代女） 

＊とても楽しかったです。また、子どもたちといっしょに遊びにきます。（30代女） 

＊とても心地よい時間を過ごせました。子どもたちも楽しんでいました。有難うございました。

囲いやまのポコの紙芝居がとっても良かったです。千佳さん、ありごとうございます。（30代女） 

＊もっとアスレチックなどがあると楽しい。（10代女） 

報告事項： 

オープンフォレスト全体行事への参加 

文化祭への出展：囲いやまの森の花の写真（池田）、花器等竹細工（新井）、秋山の森で伐採さ

れたケヤキの加工品（野口） 

5/16設営：新井、池田、野口 

5/17文化祭当番及びｵｰﾌﾟﾝｲﾍﾞﾝﾄ：新井、井口、池田、古城、野口、野口Ｙ、松戸、三嶋、山口 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンフォレスト  マスコットキャラクター：コゲラ 門扉を製作：新井さん 

赤石千佳さんの紙芝居の口演 

ロープ遊びを楽しむ 

クラフトづくり 



囲いやま森の会 活動記録（第 268回） 

（オープンフォレスト） 
2014.5.24野口 功 

日 時：2014.5.20（火）9時30分～15時  天気：晴れ 

参加者：新井、井口、池田、岩田、古城、佐久間、野口、野口Ｙ、馬場、松戸、三嶋、森山、

山口＝13名    千佳さん 

オープンフォレスト 2日目。（平日で少なかった） 

参加者28人  一般20人（内親子 1組）、市役所 4人、応援団 4人 

紙芝居 1回 

アンケートから(12枚) 

＊もっとにぎやかだと思った。もっと知られた方が良い。（60代女） 

 

囲いやま森の会 活動記録（第 269回） 

（オープンフォレスト） 
日 時：2014.5.24（火）9時30分～15時 30分  天気：晴れ 

参加者：新井、井口、佐久間、野口、馬場、三嶋、森山＝7名   

オープンフォレスト 3日目。（小学校の運動会で少なかった） 

参加者17人  一般14人（内子連れ2組）、市役所 2人、応援団 1人 

紙芝居2回 

アンケートから(7枚) 

＊イベント情報を知らせてください。「広報まつど」などで結構です。（70代男） 

＊子どもがとても喜びました。駐車場があると便利です。（40代女） 

＊意見はありません。ゆっくりお話を聞くことができました。（60代男） 

＊ご苦労様です。つづけてください。（70代女） 

熊野神社近くに柵設置 

アオダイショウ 1匹、ヤマユリ 2株発見 

ハンモック・ブランコ乗板を撤去した。 

連絡事項： 

次回活動日 6月7日（土） ロープ遊具撤去、ごみ回収 

 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 270回） 

2014.6.23野口 功 

日 時：2014.6.17（火）9時30分～12時  天気：晴れ 

参加者：井口、佐久間、馬場、松戸、三嶋、森山、山口    8名 

入会：壱岐貞俊 八ケ崎 5-11-4 090-3298-5490 sadatoshi-iki@hotmail.co.jp 

朝の集合時に、壱岐さんの紹介と紙芝居「囲いやまのポコ」のスライドをみてから、作業開始 

作業：①倉庫前のテントを外し、②ロープ遊びの片づけ、③倉庫の屋根の補修、④北と西側道路

沿いのゴミ収集、⑤ゴミの分別と回収置き場に移動、⑥ハリエンジュ広場の草刈り 

連絡事項： 

①OFの参加者が全部（スタッフの出席も含めて）で 3,000名を超えた。 

②OFのふりかえり会議は、6月25日（水）15時～テント小屋で開催、17時から懇親会を開催。 

③ちば里山センター主催の里山カレッジは7月～11月に全10回の開催：受講料は 10,000円。 

④日本自然保護協会の自然観察指導員講習会が9月27日～28日に手賀の丘少年自然の家で開催。 

 

次回活動日 7月5日（土） 

 

＜ゴミの分別＞ 

カサ：1、パラボラアンテナ：1、一輪タイヤ：1 

金属クイ：1、燃えるゴミ：2、缶：1 

ビン：1、プラスチック 2 

置き場：囲いやま北西部の角に 

ブルーシートでカバー 


