
囲いやま森の会 活動記録（第 396回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019年 4月 6日（土）10:00～14:00 晴 

参加者：赤石/壱岐/岩井/木村/西岡/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/森岡/森山/山口  

計 12名 

新年度の顔合せを兼ね、「み花基金」提出用の集合写真を 1枚。そそくさと総会前に

軽作業としてシイタケの植菌を豊かな実りを願い 心を込めて楽しんだ。 

(1)打合せ等 

・出席担当：「緑と花のフェスティバル」4月 29日  野口/野口 y/森岡/壱岐 

「文化祭」        4月 12日  野口/野口 y/西岡/壱岐 

(2)作業等 

・シイタケ植菌(400ケ) 

(3)自然観察等 

皆さんの確認で 

・開花植物：ウグイスカグラ シュンラン ヒメオドリコソウ オオイヌノフグリ 

ホトケノザ ムラサキケマン マルバスミレ クサボケ  

・鳥：ウグイス囀り 

(4)総会 

作業後常盤平駅近傍の「旬菜わさび」に席を移し 

2019年の総会と懇親を兼ね昼食会を挙行した。 

総会での質疑は 

・支出のうち広報費の内容 

・畑の倉庫設置の状況 

・南西道路沿いの花壇用の花卉の選定等について 

今年度の予定： 

・森の音楽会は 10月 12日(土) 予備日 12月 13日(日)、 

・「子どもっとまつど」2020年 1月 26日(日) と連絡         クサボケ（南広場方面） 

・世話役のうち「里やま講座」は岩井さんに交代。 

・「三菱 UFJ環境財団」から当会へ明年度からの助成対象候補として連絡があり、 

次回 4月 16日の作業日に財団に来森いただくよう連絡。 

 

  

新年度の集合写真     シイタケ植菌 心を合わせ、心を込めて 

 



4月になると桜が満開、地表の小さな花が花盛り、 

スプリング エフェメナル（春の妖精たち：スミレ・ムラサキケマン・フクジュソウ）が楽しそうです。 

マルバスミレ  クサボケ  シュンラン 

ショカッサイ  タチツボスミレ  ムラサキケマン 

タンポポ  オオイヌノフグリ  アマナではなさそう：ハナニラ 



囲いやま森の会 活動記録（第 397回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019年 4月 16日（火）9:30～14:00    晴 

参加者：赤石/壱岐/木村/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/森岡/森山/山口 計 10名 

三菱 UFJ環境財団 大橋氏 

三菱 UFJ 環境財団の大橋さんに来森願い、森の案内・作業活動の見学と併せ財団の助

成金申請についての打合せを行った。「囲いやま森の会」のホームページも閲覧してお

り、大変良い活動をしているとの印象とのこと。事前に 3 か年計画と予算計画を提出い

ただき、9 月の委員会で審議されるが、皆さんで検討をしていただければよいとの話が

あった。環境財団の意向に沿った活動ができるよう、鋭意検討しましょう。 

(1)打合せ等 

・OF関連：ハンモック・スラックライン及びブランコの設置は 21日。9時半集合。 

(2)作業等 

・木登りネット/垂直ネット/垂直ロープ設置 

・大橋さん：森の案内、新緑の季節のご案内（赤石・西澤） 

(3)自然観察等 

・有志による OFに備えての自然観察 後報 

(4)大橋さんとの打ち合わせ要旨 

・「里山センター」のホームページとのリンクで「囲いやま」の活動をチェックされ、

内容的には財団の選考要件を満たしており、当方に案内したとのこと。「里やま応援

団」の各森との関連では、広さ 2ha が要点の様であった。 

・申請の様式等はメールで案内して頂く。6 月ごろまでに相談しながら申請書類が纏ま

ればよいとのこと。3 か年間の活動計画（収支計画含む）がポイント。 

・民有地であるため、地主との協定書が必要とのことで、同意書を提出する。 

・助成金の使途は樹林地保全活動に必要な機材が主体にした予算編成で、農工具/花卉

関連/自走運搬機等も了解されるとのこと。 

・財団が環境教育事業を展開しており、森の音楽会や家族・子どもたちを集めたイベン

トなども入れ、特に新たな企画を含めなくてもよいでしょう、との話があった。 

 

OFアンケート用紙板と募金箱談議        木登りネットと垂直ネット 



囲いやま森の会 活動記録（第 398回） 

（第 8回オープンフォレスト） 

  壱岐貞俊 

日 時：2018.04.21（日）9:30～16:00  天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/木村/野口/野口ｙ/福元/森岡/森山  8名 

来訪者：42名 （内 中学生以下 13名）、募金：\2,402 

 

公開内容：森の案内 紙芝居 ハンモック２ 木登りネット ロープネット登り ブランコ 

ターザンロープ スラックライン 手工芸体験 カーリングゲーム 

4月 21日は朝一でスラックライン・ブランコ及びハンモック 2個を設置。スタッフ 8名で対

応は手一杯。森岡さんと福元さんには目一杯頑張って貰った。 

来訪者の出足は緩やかだったが、今日は長時間滞在者が多く結構な賑わいであった。 

ちょうど旬の筍を各家族にお持ち帰り頂け募金勧誘に拍車をかけられた。近所の若年来訪者も

目立ち、それぞれ「囲いやまの森」の豊かな自然を心に留められている様に映った。 

紙芝居「囲いやまのポコ」は、赤石さんの音声テープを使ってやってみました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

絵になるのはやはりこれかなあ  囲いやまの名物「紙芝居」だが大入りとはいかず 

 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 399回） 

（第 8回オープンフォレスト） 
壱岐貞俊 

日 時 2019.04.28（日）9:30～16:00  天気：快晴 

参加者：赤石/壱岐/木村/野口/野口ｙ/福元/三嶋/森岡/森山/山口 10名 

来訪者：59名 （内 中学生以下 16名）募金額：\2,075 

 

公開内容：森の案内 紙芝居 ハンモック２ 木登りネット ロープネット登り ブランコ 

ターザンロープ スラックライン 手工芸体験 カーリングゲーム 木こり体験 

 

28日も朝一で遊具等準備。先日に比べ手際は格段に良かった。来訪者の出足もまずまずで、 

昼食持参でお出でになる方も多く森は結構な人出だった。しかも木こり体験やタケノコ堀りをし

たい、はたまたカブトの幼虫探し等の希望も出て、先日にも増してスタッフは大忙しであった。 

3時半過ぎには遊具等の片付けを終え、野口さん準備のコーヒーを賞味しながら反省会をした。 

・ビラ記載のドングリの工作・丸太切り等例年のメニューではあるがその準備は万全だったか 

・今日追加した森の植生説明図(写真)は現物との対比ができればもっと効果的だった 

・自然観察についてもっと取組み強化が必要ではないか、やり方も含め検討要 

・上記に合わせ、スタッフが潤沢に必要だが、来訪者にスタッフのお声がけが少ない 

等、今年の成果に満足感を覚えながらも前向きな議論だったと思う。 

追記 25日非公開日だったが 6名の来訪者有り。壱岐が対応。募金¥1,207． 

 

 

 

 

 

  

 

 

タケノコ堀体験(少し角度がきついかな) 

 

 

 

 

 

 

カブトの幼虫探し(準備ヨシだが) 

 

 

 

木こり体験(親子総出の奮闘、森が明るくなりました) 



 囲いやま 活動記録 

2019 年 4 月 28 日（水）  9 時～16 時 



囲いやま森の会 活動記録（第 400回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.05.04（日）AM: 9:30～12:00  PM:13:30～17:30  天気：晴 

参加者：AM：赤石/壱岐/三嶋/森岡/森山    5名 

PM：壱岐/森岡   福島さん(16期） 

超大型連休中、大方の会員には関係なしと思いきや参加者は少ない。森の文化祭・ＯＦ・緑と花

のフェスティバルと続いたイベント疲れが出たか、はた又孫の世話が重なったのかも知れない。 

好天下それぞれゆっくり森で過ごすことに重点を置くことにした。 

午後は福島さんに負んぶに抱っこの 畑の物置を組立。 

＊ちと振り返ると作業記録が 400回の大台に乗り 感慨一入である。 

(1)打合せ等 

・午後、畑の物置小屋組立の連絡があり 

(2)作業等 

・南西エリア全面の刈払 

・フキ収穫 

・畑の物置組立 

(3)自然観察等 

・ジャガイモの芽摘み・土寄せ後の生育順調を確認。 

・フキの生育良好で地元の皆さんにも喜ばれていることを実感。 

基礎パネル設置 パネル搬入ルート確保 左：壁パネル 

上：ドアパネル設置 赤石さんの置き土産 
フキをありがとう！ 

屋根上架＆固定 

杭間の除草 



囲いやま森の会 活動記録（第 401回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.06.01（土）9:30～12:30    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/岩井/野口/福元/三嶋/森岡/森山/山口 9名 

 

木陰は涼しいが、日向で活動するとすぐ汗が出る陽気である。 

前回が雨で流れたため、6月 5日の提出期限で、不法投棄ゴミの分別作業は待ったなしである。 

(1)打合せ等 

・農園の物置設置にあたり福島さんにはだいぶ支出をいただいたので、精算は壱岐が算定対応の

予定。 

・三菱UFJ環境財団申請について、助成申請書提出月になった。これまでの活動を振り返り、財

団申請書にインパクトを与えられるような里やま活動の取り組みを考えられないかということ

で意見交換をした。森で楽しむ音楽会で使用する舞台の活用、北側と西側の道路に張出ている

樹木の伐採・剪定時の安全対策、市内外の方々や子どもたちに森で楽しんでもらえるような企

画の提案 等々の意見が出された。3ヶ年に亘る助成なので、申請⇒決定後に提出する初年度の

計画書および各年度の計画書で、より具体的に検討をすることにして、今月中に申請書を提出

することにした。 

・市民各団体の森利用について。今日、どこぞの「歩こう会」の皆さんとの対応でこの話題にな

った。受入れについて、定例作業日に対応するのが原則であるが、事前の申込み・打合せがあ

り、作業日以外でもスタッフが同席管理できるのであれば無理をしない範囲で対応することも

よいのではない方の意見であった。 

・森山さんが大ぶりな桑の実を差し入れてくれた。味もよく南側広場のクワノキを利用して 

接ぎ木をしてもらうことにした。（好評） 

(2)作業等 

・不法投棄ゴミの分別と回収場所への移動・養生。 

・シイタケ榾木の整理。 

・南西畑周りの刈払い。入口・ケンポナシ周りの刈払い。 

・玉ねぎ・フキを収穫。       

(3)自然観察等 

・ コゲラ？のドラミングが聞こえた！ 

 

 

 

 

 

 

 

シイタケ榾木整理 

不法投棄ゴミ集積          入口刈払後          収穫玉ねぎの分配 



囲いやまの森（金ヶ作） ・担 当 者 名 ： 壱岐　貞俊　　　　　　・連絡電話番号：090-3298-5490

種類 内容と数量
合
計

小物可燃物 10

不燃物･ガラス･金属類 5

ビン類 2

缶類 2

家電製品 0

粗大ゴミ・その他 消火器１　プランタ２　タイヤ１ 4



囲いやま森の会 活動記録（第 402回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.06.18（火）9:30～12:00、天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/西澤/野口/福元/三嶋/森岡/山口  8名 

梅雨の晴れ間が続いて有難いが、当分雑草対策に悩まされる時節。西縁側はエンジン音を聞きつ

けて待ってましたとばかりの応援依頼もあり、努めて笑顔だがやや曇る。 

(1)打合せ等 

・剪定塾実施：間引き剪定主体。今後の予定：24日・25日。両日とも 9時～15時、弁当持参。 

希望者には詳細を連絡します。講師：高木さん、場所：上本郷 武山さん宅のお庭手入れ 

道具：ノコギリ・剪定バサミ・刈り込みバサミなど お持ちの方は持参ください。 

・三菱UFJ環境財団への申請について、助成申請書ドラフトは送信済みで、財団からのコメント待ち段

階、7月に囲いやまの森に来る予定。 

今後の囲いやまの活動について、会員と意見交換する機会になれば幸いというスタンスで、申請書

を提出して先方と協議をしながら、皆さんの意見を反映していくことが必要であると考えている。 

・松戸みどりのフォーラム 6月 29日(土)13時 千葉大園芸学部戸定が丘記念ホールで開催 

壱岐・野口が出席予定 

・ステップアップ講座 7月11日（木）11時～ 芋の作の森 

八揮の会の活動発表とヤマユリ鑑賞会。雨天順延。 

・ヤマカガシ生息情報あり、要注意の事。マダニに注意と対策が話題になった。 

(2)作業等 

・北縁刈払とカマで除草の作業。 

・西縁北側中島さん依頼対応は刈払機で除草、西縁竹柵から花壇迄刈払。中央広場刈払。 

・花壇手入れ。 

(3)自然観察等 

・コジュケイの鳴声、・ヤマユリツボミ、・ムラサキシキブ開花前後の様子、・カナヘビ 

・カワリハツ ヒラフスベ 

 

刈払後、4名で手作業の除草 
西縁道路沿いの刈払 

カワリハツ（ベニタケの仲間）、右：ヒラフスベ 
ヤマユリ 蕾 


