
囲いやま森の会 活動記録（第 331＆332 回） 

壱岐貞俊 

2016.10.1（土）10:00～12:00  天気：曇のち小雨 

参加者：壱岐・西澤・野口 3 名＆佐竹（一起の会） 

2016.10.02（日）10:00～15:00  天気：晴れ  

参加者：赤石・壱岐・西澤・野口・野口 Y・馬場 6 名＆佐竹（一起の会） 

 

10 月 1 日は小雨模様から天候回復の兆しを頼りに、翌日予定「森で楽しむ音楽会」

の準備に没頭。各席の固定状況チェックと応急補修・案内板用杭打ち・通路の棕櫚

縄補修を実施。コンパネ敷設などの当日作業分を除きほぼ完了した。 

少し気持ちにゆとりが出たところで、中央広場隣接地の位置づけを出席者で議論。

新開設の通路は常時は閉鎖。必要時のみ使用とした。 

中央広場隣接地で見つけたキノコ    同エリアに見られるクマノミズキ  

10 月 2 日（日）は「森で楽しむ音楽会」、久しぶりの太陽がまぶしい好天に恵ま

れた。ステージのコンパネ敷設は、おかげで汗だくの作業になった。土台の追加で

根太相互の水平度が狂いその補修等への対処も含め、客席のシート掛け・園内通路

表示・お茶出し等諸準備を午前中に終了した。 

各席シート掛け             コンパネの座り等調整 



音楽会の参加者：坤笛 7 名 森の音 11 名 スタッフ 10 名 

        一般 23 名（内 里やま関係者 2 名） 総計 51 名 

 

晴天に恵まれた中で「囲いやまの森」ではウラギンシジミなどの昆虫がみられ、

ひらひらと舞う落ち葉、ステージと客席の上に覆いかぶさる木々の趣きなど、豊か

な自然が相まって音楽会の気分は盛り上がりました。「坤笛（オカリナ）」のメンバ

ーは 2 度目の出演で落ち着いた演奏で、「森の音（コカリナ）」はトークも含め我々

を魅了していたと思います。特に第 2 部で例年になく多くの歌を歌わせてもらえ、

参加者の満足度は高かったように思いました。今年は記念すべき 10 回目の開催だっ

たことを付記しておきます。 

「坤笛」の演奏            「森の音」の演奏 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 333回） 

壱岐貞俊 

2016.10.18（土）10:00～13:30 天気：快晴 

参加者 赤石・壱岐・井口・木村・西澤・野口・馬場・森山・山口 9名 

来訪者：槻 

好天に恵まれ参加者も多数で、多種多量の仕事をこなせ、23日の子どもっとまつど、 

11月 2日の里やまボランティア入門講座に向けた準備の目途がついた。人数の力は大きい。 

 

作業 

（1）南西草地のマユミの木の周り刈払に伴うゴミの回収・搬送 

（2）同エリアのクワノキのツル類伐り払い 

（3）北西エリアのかかり木処理 

（4）ウワミズサクラ上部にかかるミズキの枝下し、ステージ横の枯れ木除去 

（5）主要通路の整備 

（6）作業エリア小屋の屋根ふき 

 

連絡・打合せ等 

（1）松戸の里山でカミキリムシの観察をされていた槻さんから、その報告を聞いた。 

日本には 900種、千葉県には 300種程いるそうだが、今回の調査では 26種確認。 

其の内、みなみの森は 13種で最多、囲いやまは 3種のみ。但しノコギリクワガタは囲

いやまのみ。日当たりが良く適度な広さがあり枯れ木が豊富であることが好条件とか。 

（2）「23日、子どもっとまつど」は、集合 9:30。尚、遊具設置は 22 日 10 時から実施。 

（3）安全上の気付き点：中央広場エリアのイヌシデ枯枝有り。 

            西側林縁に枯枝有り。 

 

観察記録 作業一辺倒でしたので点数は少ないですが、下の写真のような囲いやまでは

珍しいのを見つけました。 

 

西側道路沿いのカントウヨメナ     触角が紅白柄のヘリカメムシ 



 

南西草地マユミの木周りでのゴミ拾い 南西エリア クワノキのツル類伐り払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北西エリアのかかり木処理      作業エリア小屋の屋根ふき、ごみ仮置き 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 334回）＆（第 335回） 

壱岐貞俊 

2016.10.22（土）10:00～12:30 天気：晴 

参加者 壱岐・野口        2名 

2016.10.23（日）10:00～14:00 天気：曇 

参加者 壱岐・井口・佐久間・西澤・野口・野口ｙ・馬場・三嶋 8名 

子どもっとまつど：小学生:8幼児:2乳児:1父兄:8スタッフ:4 23名 

 

「子どもっとまつど」の週末を迎えた。土曜日は、ブランコ・スラックライン・木登り

用縄梯子の設置と藪漕ぎルートの安全確認、及び入口掲示板に示された「10月の囲いや

まの森」観察記録写真と現場照合等の準備をした。当日は、ハンモックを設置後、集ま

ってくれた仲間と簡単に打ち合わせ、10時過ぎから 2組に分かれ、自然観察・藪漕ぎ・

木登り遊び・遊具遊びのプログラムをこなしていった。どの項目でも森の外まで子ども

の歓声が響き、「囲いやま」の活動を地域に強くアピールできたと思う。 

 

22日の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スラックライン   ブランコ   木登り縄梯子 

 

＜次ページに写真＞ 



 

三嶋秀恒 

子どもっとまつど「子ども自然体験」 
2016年 10月 23日（日） 

子ども 11名・大人名・スタッフ 4名 
囲いやま森の 8名 

お天気が良くて 楽しい一日でした 

縄梯子で木登り 

仲よしブランコ 虫メガネでカマキリを観察 

ハンモックはきもちがよ
い！ 

カラスウリがたくさん！ 森でヤブ漕ぎ～～ 朝のご挨拶 おはようござ
います！！ 



囲いやま森の会 活動記録（第 336回） 

壱岐貞俊 

開催日：2016.11.04（土）10:00～13:30 天気：晴 

参加者：赤石・壱岐・井口・池田・佐久間・西澤・野口 y・野田・三嶋・森山  10 名 

快晴の土曜日、野田さんの参加があり、10名での作業。 

南西草地の開拓で出た 10年来のゴミの追加収集、ゴミの分別と西縁道路沿いにはびこ

るカナグムラや雑草の刈払を実施。作業をやっていると汗が出るような陽気で、駐車

場までの西側道路沿いが見違えるように綺麗にできました。 

作業（1）南西草地の新開拓部のゴミ回収・回収ゴミの分別保管 

      缶類:4 プラ類:７ ビン・ガラス類:６、可燃物:１ 粗大ゴミ:２ 

   （2）西縁刈払と道路際の清掃 

   （3）中央広場周辺エリアのアオキ・シュロ除去と廃棄処置 

連絡等（1）今月の溜め糞調査は 11月 12日＆19日の両日。 

単独採取の時は斎藤さんから連絡を徹底してもらう。 

   （2）11月 26日手賀沼里山クラブ（柏市）の皆さんが来森予定（10名程度？） 

10:20 囲いやまの森に到着、森の概要説明(5分)と案内・質疑応答(30分) 

11:00 囲いやまの森を出発 

   （3）「子どもっとまつど」の反省会が 11月 11日開催予定。 

   （4）「里やまボランティア入門講座」第 3日目は 

11月 2日（水）10時～10時 50分、に囲いやまの森で実施。 

会場作り（座る場所の設営）に泡を食ったことを報告。 

（短時間なので立ったままでもよいのではないかとの意見あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西縁の作業前 作業後 



 

倉庫前の広場を占領したゴミと収集分別部隊 西側道路沿いにブルーセイジが綺麗に咲いていた 



囲いやま森の会 活動記録（第 337回） 

壱岐貞俊 

2016.11.15（火）10:00～12:30 天気：晴 

参加者 赤石・壱岐・木村・佐久間・野口 y・三嶋・松戸・森山・山口 10名 

 

快適な陽気に恵まれた活動日でした。倉庫脇からゴミの回収場所への移動を済ませた後、

西縁の刈払要員以外は、それぞれ思い思いの作業に取り組んだ。作業後、野口さん提供

の手作りみかんを肴に久しぶりの歓談にふけった。 

 

作業 （1）収集分別済みのゴミを集積場所に移動・保管。 

   （2）北縁道路の草刈りと整備 

   （3）南西草地の草刈・枝葉集積場作り・伐木整理 

   （4）中央広場草地の除草 

連絡等（1）11月 26日（土）手賀沼里山クラブの来森は、山口・壱岐で対応。 

   （2）竹箒が 2本とも柄が折損。修理可か？ 

   （3）中央広場のイヌシデに枯枝があり措置が必要。 

 

小物可燃物１、不燃物･ガラス･金属類 7、ビン類 6、缶類 4、 

家電製品（TV受像機・ラジオ）2、粗大ゴミ（自転車・ダクト・その他） 

 

 

 

  



 



囲いやま森の会 活動記録（第 338回） 

壱岐貞俊 

2016.12.03（土）10:00～12:30 天気：快晴 

参加者：壱岐・佐久間・野口・野口 y・馬場・森山・山口 7名 

植生観察エリアの草刈組は、ご褒美のルリビタキ・オナガの空中ショーを楽しんだそう

だが、男性陣はひたすら西側林縁の枝落しと境界ロープ張りなどハードワークだった。 

作 業（1）西縁北側の枝落とし、境界杭打ちとロープ張り 

   （2）熊野神社脇の棕櫚伐倒、南西草地の草刈 

   （3）植生観察エリアの草刈 

連絡等（1）入門講座最終日の地主さんの言葉紹介 

   （2）新年会は 1月 7日（土）12:00 於「ワサビ」 AMの作業は自由。 

   （3）西縁中央部に 20m位に亘り境界側に寄って立つ樹々がある。近所から落葉

などの苦情があり、適宜間引くことにする。 

   （4）来年のオープンフェスティバルは、5月 20～28日の期間 

5月 23日（第 4火曜日）を臨時作業日とし、森を開放する。 

5月 16日（第 3火曜日）については別途相談する。 

 

 

 

植生観察エリア（草刈後）   南西草地エリア（草払い途上） 

西縁北側枝払い・ロープ張り 北側境界付近の樹々の様子 



囲いやま森の会 活動記録（第 339回） 

壱岐貞俊 

2016.12.20（火）10～13時 天気：晴 

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

 

本年最後の作業日だが、感慨に耽るでもなく、4班に分かれ森の作業を行なった。 

作業後、野口さん準備のコーヒーや西澤さん持参の有田ミカンなどを頂き、又思いがけ

ぬ大きさに育ったシイタケを愛でつつお互い良い年を迎え再会することを期した。 

 

作業 （1）西縁中央部の域外張出木・枝の伐倒・枝落しと事後処理。 

   （2）南西草地の草刈、刈草収集。（投棄ゴミの処理方法考察要） 

   （3）植生観察エリアの草刈。  （落葉搔きは年初回し） 

   （4）北縁ごみ収集。 

連絡等（1）1月 7日（土）新年会 12時「山葵」集合 （作業はなし） 

出席予定：赤石、壱岐、池田、佐久間、西澤、野口、野口 y、三嶋、松戸、山口 

欠席：馬場、森山   

未確認：新井、井口、岩田、鎌原、木村、野田。（乞連絡） 

 

   （2）1月 11日（水）松戸里やま応援団新年会 12時 21世紀の森と広場 

     出席予定：壱岐、野口、三嶋、森山 山口（1起の会で申請） 赤石（？） 

   （3）「森の歌会」の主催者 福井証さんのデモンストレーションの案内 

   （4）チェーンソー、刈払機の講習会案内 

自然観察 ルリビタキ コゲラ ヒヨドリを確認、コジュケイ モズの鳴声 

     ジャノヒゲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西縁伐倒・枝落としの前後 野草観察エリアの草刈後 



 

西側道路の電線に架かるアカメガシワを伐採 植生観察エリアの除草整備 

ジャノヒゲ（リューノヒゲ）の瑠璃色の実 マンリョウの赤い実 

季節外れ？のシイタケが 5 ヶ タヌキの溜め糞は落ち葉に隠れて～ 


