
囲いやま森の会 活動記録（第 287回） 

2015.4. 7野口 功 

日 時：2015.4.4（土）10時～12時  天気：曇り、小雨模様 

参加者：赤石、池田、木村、野口 

朝、雨だったので参加は少なかったが、雨後の新緑の芽生えの森を楽しんだ。 

活動報告： 

 森の観察のみ。  

コジュケイ、ウグイス、その他、南東側の樹林でたくさんの小鳥が囀っていた。 

開花：コブシ、アオキ、クロモジ 

タチツボスミレ、シュンラン、ヒメオドリコソウ、コハコベ、ムラサキケマン 

セイヨウタンポポ、ショカツサイ 

蕾：ウグイスカグラ、イヌザクラ、ホウチャクソウ 

その他： 

イヌシデ雄花の花序が地上に散乱。植樹したケンポナシも葉の芽がほころんでいた。 

キンランもあちこちに芽をだしている。しいたけ収穫 

連絡事項 

①次回活動および総会 

４月２１日（火）定例活動後、昼頃から昼食会を兼ねて総会をおこないます。 

場所：みかんハウス（熊野神社の近く）。弁当を取り寄せます（500円程度）。 

出欠の連絡をお願いします。 

②4/29緑のフェスティバル（21世紀の森と広場のつどいの広場） 

今年もスタンプラリーのハンモックを担当します。（2期、4期、11期で） 

搬入・設営：午前 7時から。実施時間：9時半～15時。その後撤収。 

可能な時間帯で、ご協力をお願いします（ハンモックのお世話） 

③スポーツ安全保険の加入手続きが完了しました。保険料は 800円です。 

④3/20 ＯＦ実行委が森の放射線量測定。毎年、確実に低下しています。 

⑤里やま応援団連絡会（4/6）関係 

ステップアップ講座の報告（今年の計画は詳細が固まり次第、追って連絡） 

応援団の体制を確認 

野口（代表）、石本（会計）、高木（ちば里山センター、安全）、深野（八幡腰、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

講座）、松田（秋山）、松戸（Save the Green）、三嶋（会計監査、松戸街づくり交流室）、

山下（オープンフォレスト）  

里やま応援団全体で取り組んでいた八幡腰の森の樹木が全面的に伐採されました。 

今後の対応は、改めて地主さんと協議することになりました。 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 288回） 

2015.4. 21野口 功 

日 時：2015.4.21（火）10時～11時半  天気：曇り 

参加者：赤石、壱岐、井口、木村、佐久間、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、森山、山口 

若葉が青々として、新緑真っ盛り。気持ちのよい森です。 

活動報告： 

前々回のムクノキ伐倒周辺の片付け（アオキなどを東側の穴に処分） 

通路のシュロ縄の補修 

入口広場東側に倒れていたハリエンジュを玉切りし、ウグイスカグラを救出。 

観察報告：  

コジュケイ、ウグイス、シジュウカラ、コゲラ、 

エナガ、ヒヨドリ、ツバメ、ハシブトカラス 

開花：タチツボスミレ、シュンラン、コハコベ、 

ヒメオドリコソウ、ムラサキケマン 

セイヨウタンポポ、ショカッサイ、ジュウニヒ

トエ、マルバスミレ、ホウチャクソウ 

オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、 

ヤブニンジン、ハルジオン、カキドオシ 

カラスノエンドウ（白花）、サンショ、コナラ 

蕾：イヌザクラ、ハナイカダ 

その他： 

コナラの赤ちゃんがいっぱい。クロモジに実がついた。 

カラスノエンドウにびっしりついたアブラムシをテントウムシの幼虫が捕食していた。 

オナガグモ 

連絡事項 

①4/29緑と花のフェスティバル（21世紀の森と広場つどいの広場 9時半～15時） 

今年もスタンプラリーのハンモックを担当します。（10時～14時） 

午前８時頃からハンモックの設置をします。 

可能な時間帯で、ご協力をお願いします（ハンモックのお世話） 

②次回活動日 5月2日（土）ＯＦに向けた準備 

臨時活動日 5月12日（火）午前 10時。ロープ遊具設置 

③オープンフォレスト関係 

5月 8日（金）午前 10時～12時30分 森の文化祭当番（21世紀の森と広場パークセンター） 

5月 17日（日）午前10時～午後 3時 ＯＦ森の公開（集合 9時） 

5月 19日（火）午前10時～午後 1時 定例活動・ＯＦ森の公開 

5月 24日（日）午前10時～午後 3時 ＯＦ森の公開 

＜囲いやまの森で観られる花：各所で花盛り＞ 次ページ 

ケンポナシは新芽を出して元気！ 



 

 

マルバスミレ  タチツボスミレ 

ジュウニヒトエ  シュンラン 

ショカッサイ   ムラサキケマン   カラスノエンドウ 

カキドオシ   ホウチャクソウ   ヒメオドリコソウ 



囲いやま森の会 活動記録（第 288回） 

（2015年度総会） 

2015.4.21  野口 功 

日 時：2015.4.21（火）12時～14時  天気：曇り 

参加者：赤石、壱岐、井口、木村、佐久間、西澤、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、 

森山、山口 

みかんハウス（常盤平の熊野神社前）で昼食会＆総会を開催 

2014年度活動報告、同会計報告、同監査報告、2015年度活動計画を確認した。 

新年度活動計画について 

森の楽校は、8月 1日（土）で一起の会と協議する 

森の音楽会は、9月末～10月半ばの日曜日で出演者と調整する 

子どもっとまつどの「子ども自然アート体験教室」。 

10月 25日（日）囲いやまの森で実施 

囲いやま森の会 10周年の記念行事 自然観察旅行 

7月初めころ。 

候補地：日光植物園、箱根湿生花園、鬼怒川・塩原方面の上三依水生植物園 

新体制（役員選任） 

代 表：壱岐貞俊 

副代表：佐久間重治 

会 計：井口政幸 

会計監査：森山哲夫 

連絡広報：三嶋秀恒 

安全指導：山口 熙 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 290回） 

2015.5.6  野口 功 

日 時：2015.5.2（土）10時～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石、壱岐、木村、佐久間、野口、野口Ｙ、馬場、三嶋、森山、山口 

 

活動報告： 

オープンフォレストに向けて、落枝の片付けなど 

木にからまった蔓の刈り払い 

道路の清掃 

木の名札の補修 

モウソウチクの伐採 

フリーマーケット 

観察記録： 

鳴き声：ウグイス、キビタキ 

開花：キンラン、ギンラン、イヌザクラ、 

サワフタギ、ハナイカダ 

蝶々：ナガサキアゲハ、アオスジアゲハ、コミスジ 

連絡事項： 

5月 8日（金）10時～12時半 森の文化祭当番（21世紀の森と広場パークセンター） 

5月 12日（火）10時。オープンフォレストに向けた臨時作業 

遊びの広場の構造物撤去、ロープ遊具設置など 

5月 17日（日）10時～15時 森の公開（9時集合） 

5月 19日（火）10時～13時 森の公開（9時半集合） 

5月 24日（日）10時～15時 森の公開（9時半集合） 

 

ハナイカダ・イヌザクラ・ギンラン 

オトシブミ・サワフタギ・キリギリスの仲間 



囲いやま森の会 活動記録（第 292～294回） 

（オープンフォレスト） 
2015.5.25  野口 功 

2015.5.17（日）9時～15時半  天気：晴れ 

参加者：赤石、新井、壱岐、井口、佐久間、野口、山口、千香さん 

来訪者：大人 34人、子ども 18人 

2015.5.19（火）9時～13時  天気：小雨（倉庫前広場に天幕を張って待機） 

参加者：赤石、壱岐、井口、木村、佐久間、野口、馬場、三嶋、森山、山口 

来訪者：大人 2人 

2015.5.24（日）9時～16時  天気：曇り後晴れ 

参加者：赤石、新井、井口、佐久間、野口、馬場、三嶋、森山、千香さん 

来訪者：大人 20人、子ども 11人 他に緑ネットツアー参加者 55名（スタッフ込） 

遊具撤去 

 

公開内容： 

森の案内、 

紙芝居 6回、ハンモック 2、木登りネット、ロープネット登り、ブランコ、ロープ渡り、

丸太渡り、木の輪切りと木の実の工作、ブーブー笛、竹馬、竹ポックリ、竹切り体験 

 

アンケートから（回収 26枚） 

男女各 13、10代 3、30－40代 12、50－60代 5、70代以上 6 

親子連れ 13、一人 7、友人 4、夫婦 2 

市内 20、県内 5、東京都 1 

癒された・健康に良かった（計 21）、こどもの教育や体験に役立った（10） 

里やまの存在・保全活動の大切さ・ボランティア活動などを知った（計 30） 

初参加 13、2回目 7、3回以上 6 

＊昨年新聞のチラシを保管して、1年後念願がかない、訪れることができた。このよう

な体験は子供に大切。今後も続けていただきたい。（40代男） 

＊松戸市内の緑地が減少している。一方森を守る活動もある。こういうムジュンするこ

とのない政治ができないか。（70代男） 

＊湧水めぐりが趣味。場所を広げて欲しい。花の咲く頃に。（70代男） 

＊永く続けて欲しい。（60代男） 

＊楽しいイベント、遊び道具… 知らないことをたくさん教わった。「囲いやまのポコ」

とても良かった。（70代男） 

＊子どもたちも大喜びしていました。大切な活動を続けて下さい。（40代女） 

＊楽しかったです。（10代女） 

＊楽しかった。（10代女） 

＊歩いていてとても気持ちがよかった。ボランティアの苦労が感じられた。（60代女） 

連絡事項： 

次回活動日 6月 6日（土）10時  不法投棄ごみの回収整理 



 

囲いやまの森 OF 5月 24日（日） 



囲いやま森の会 活動記録（第 295回） 

2015.6.12  壱岐貞俊 

日 時：2015.6.6（土）10時～12時  天気：晴れ 

参加者：赤石・新井・壱岐・木村・佐久間・野口・馬場・三嶋・山口  9名 

会の代表の隠れた業務、ほとんど理解せず来ていたことを痛感しています。 

やることが一つ増える毎に少し暗い気持ちになり、不快感を与えるかもしれませんが、 

宜しくご指導願います。（壱岐） 

活動報告： 

・道路沿いのゴミの回収、仕分け作業：可燃物 2ヶ、金属 2ヶ、ビン類 2ヶ、缶類 3ヶ、 

カサ数本、プラスチック 7ヶ 

・木の名札付けの支柱用ササ竹の切出し：約 50本。 

これは「大町教育の森」でヤマユリの支柱に使うためのもの。 

観察記録： 

鳥など：ウグイス 囀り 

開花：ドクダミ、ヤマユリ蕾（２本に各１個） 結実：カモジグサ、エゴノキ 

連絡事項： 

1）松戸みどりと花の基金への「緑化愛護団体助成金」の申請について 

今年から、基金の助成申請に土地所有者と交わした書類の添付が必要となり、囲いやま

森の会には押印した書類がないので、石川さんに押印を依頼する。（三嶋が担当） 

2）箱根湿生花園見学：囲いやま 10周年記念バスツアー（山口が企画） 

開催日：9月 9日（水）または 9月 15日（火） 

参加費：3,500～4,000円（入園料を含む 27人乗りバス利用） 

3）八幡腰の森については、里やま応援団としての活動は終了。 

今後については、伐採木の処理と緑地の再生に手を貸す意思のある人がいれば、個人 

加盟の会を立ち上げて活動するという方向が、先日の里やま連絡会で了承されました。 

上記の会に参加される方は、野口に連絡ください。 

 

 



 

収集ゴミ集計表 

 

 

・フィールド名：囲いやまの森（金ケ作 育苗圃前） 

 

・担 当 者 名 ：壱岐 貞俊   ・連絡電話番号：090-3298-5490  

 

・収 集 終了日：                                                           

 

種 別 内  容 数・量 

小物可燃物  2 

不燃物･ガラス･ 

金属類 
金属：2 2 

ビン類  2 

缶類 
 

 
3 

家電製品 
 

 
 

粗大ゴミ・その他 カサ 1 

プラスティック  7 

 

 

 
集積場所略図 収集ゴミ写真 



囲いやま森の会 活動記録（第 296回） 

2015.6.19  壱岐貞俊 

日 時：2015.6.16（火）10時～12時  天気：曇 

参加者：赤石・壱岐・佐久間・西澤・野口・野口ｙ・馬場・松戸・三嶋・森山・山口  11 名 

活動報告： 

・森の東側の隣家との境界部を整備（東側隣家エリアをクリアに出来て良かった） 

・北側道路沿いの除草整備、林縁部整備（道路沿いの整備はボチボチ進めましょう） 

・南の広場：ケンポナシ周辺の除草 

観察記録： 

花など：アルストロメリアの蕾 オオバジャノヒゲ エゴの実、エゴノネコアシ 

虫など：エゴツルクビオトシブミ（雄・雌） ナナフシ  

倉庫の天井にコガタスズメバチの巣が発見され、女王バチは？ 

連絡事項： 

1）会発足 10周年記念行事：箱根湿生花園見学は 9月 15日（火）。 

下見は 9月 4日（金） 

2）7月 4日（土）東京農大の濱野先生の講演会（ナシ街道の大町で緑の講演会 

テーマ「住みやすいまちづくりと森」、時間：10時～大町会館 

事前申込みのため、参加希望の方は、山口に連絡ください。 

大町会館の地図：http://yahoo.jp/JQFvVy 

＊当日は、囲いやまの活動日ですが、講演会を優先にしました。 

3）ゴミ騒動第 2弾 

5月初めに続き、囲いやまの森の北西部に「ゴミの不法投棄再発」 

石川さんの西側樹林地辺りでも、同時期に「ゴミの不法投棄再発」 

近所の住民が警察に通報、内容物から容疑者を割り出しが出来たため、 

しかるべく処理されたとのこと。 

4）2015年度ボランティア入門講座のスタッフとして会から壹岐が参加。 

5）森山：新しいアドレス：mori-sato-noyama@kanto.me 

6）街中の森「囲いやまの森」で遊ぼう！（探検や木登り、のんびりハンモック。 

ノコギリで竹ポックリ作りも。みんなで森の遊びを楽しみましょう。） 

・開催日:8月 1日(土) 雨天時は 2日・開催時間:9時 40分～14時 

7）森で楽しむ音楽会：10月 31日（土）12時 30分～14時 30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケンポナシ周辺の除草 囲いやま東側の隣家駐車場脇の除草、北側道路沿いの除草 

http://yahoo.jp/JQFvVy
mailto:mori-sato-noyama@kanto.me


 

 

 

 

 

 

 

 

エゴツルクビオトシブミのメス：YouTubeで観られます 

https://www.youtube.com/watch?v=bnckJQVW-1M 

エゴのムシコブ 

エゴノネコアシアブラムシ 

倉庫で見つけたコガタスズメバチの巣 

オオバジャノヒゲ ハナイカダ ナナフシモドキ 

ヒルガオ コヒルガオ？ 変形菌（粘菌）のクダホコリのようです 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s2014no64.at.webry.info/201404/article_22.html&ei=AZOCVdb5G8_68QW_2YOwDw&bvm=bv.96041959,d.dGc&psig=AFQjCNF3m9lKANg0y6dqhB731hEve8OKiw&ust=1434707060868083
https://www.youtube.com/watch?v=bnckJQVW-1M

