
囲いやま森の会 活動記録（第 403回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.7.6（土）AM: 9:30～12:00 天気：小雨～曇り 

出席者：壱岐/木村/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡/森山/山口   9名 

三菱UFJ環境財団：島 氏（事務局長）大橋 氏(事務局部長) 

朝は小雨降る肌寒い日であったが、三菱UFJ環境財団の島 事務局長と大橋 部長が囲いやまの森

に来られ、助成申請書のドラフトに沿って活動の詳細を説明し、森の全体が判るように案内をし

た。里山保全活動支援のオファーを受けており、囲いやまの活動を評価いただき、今後もより良

い活動ができるよう支援いただけるとの感触でした。 

(1)三菱UFJ環境財団現場視察対応 

環境財団の選定ポイントは 

1) フィールドが公益性に富み保全に値するか、民有地でも所有者との関係に問題がない事。 

2) 確たるリーダー・コアメンバーの存在と今後 3年間の活動に問題がない事。 

3) 活動参加が市民等に開かれたオープンなものである事。 

4) 整備された里やまの活動計画に市民や子ども向けの環境教育活動を実施している事。 

5) 支援金額に見合う資金使途の妥当性等々であり、 

準備した資料で質疑応答後、ゆっくり時間を取り現場を案内した。 

小雨の中でも 8名の会員が参加したことと、説明・質疑応答及び現場視察で島常務理事はほぼ満

足されたようであった。特に、活動当初に定めた整備計画の地道な実施と、南西雑草地の新たな

開墾と利用の経緯については、会員の意志尊重と柔軟な会運営に感心されたようであった。 

この後は、財団の更なる質問への対応と、財団コメントを反映した正式依頼書の送付となる。 

財団の審査は 9月中に実施され、決定は10月の予定とのこと。 

(2)連絡事項 

・ヤマユリ鑑賞会出席者 野口 野口ｙ 福本 壱岐 4名 

・千葉大園芸学部 4年の納谷さんの卒論研究 当森で鳥の観察を 7月と8月に実施したいとの事 

で了承した旨を伝えた。尚、実施に当たっては事前連絡を壱岐が受ける。 

(3)作業等 

・南西ソクズエリアの刈払 

・ジャガイモ生育状況確認（収穫がやや遅れ気味） 

カボチャは目下生育良好。 

・クワの接ぎ木準備 

(4)自然観察等 

・コジュケイ・ウグイスなどの鳴声 

・ネム開花(最後の一花か) 

 



・山口さん 森の観察情報 

 

オナガグモ  ハナイカダ 実 

イタチダケ  チャツムタケ？ 

ツノマタタケ 



囲いやま森の会 活動記録（第 404回） 
壱岐貞俊 

日 時：2019.8.3（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   8名 

樹護の会（中村/石崎/山岡）     3名 

兎に角暑い。木陰での作業を選択したいが、前回が雨で流れたので、雑草対策は必至。特に自然

景観として売り出したソクズエリアがカナムグラに覆われているのは放置できず、汗まみれの作

業になった。ジャガイモの収穫も待ったなしであり、樹護の会にも声をかけ収穫を手伝って貰っ

た。結果的には多くの懸案をクリアできた一日になった。  ＊7月 16日（火）雨天中止 

(1)連絡事項 

・千葉大 納谷さんから鳥類調査依頼：8月 7日＆14日 10時～、ICレコーダを森に設置計画 

当日は壱岐が立会い予定 

・三菱UFJ環境財団対応：申請書提出(7月 6日付) 9月採否決定待ち。 

・松戸みどりと花の基金からの助成決定。9日に書類提出予定。 

・基金の「緑と花のコンクール」への応募 森岡・福元さんが纏めで 提出。 

・今年度の「里やま講座」のチラシ配布、受講生募集活動：知人に受講を勧めてください。 

(2)作業等 

・南西ソクズエリアのカナムグラ除去、クズ・ヤブカラシも除去、道路沿いも除草 

・北側入口エリア・ステージ広場、南西エリア西縁刈払と仕上げ等 

・クワの接ぎ木エリア片付 

・ジャガイモ収穫 

・ステージ改修の打合せ、来期に土台改修等恒久対策の方向で提案あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソクズに被さるカナムグラを除去  刈払後に大鎌で手入れ作業 

ジャガイモ収穫作業  収穫の配布作業 



囲いやま森の会 活動記録（第 405回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.08.20（火） 9:00～12:00    天気：曇り一時小雨 

参加者：赤石/壱岐/西澤/野口/福元/三嶋/森岡/山口  8名 

千葉大 納谷さん  

納谷さんは、囲いやまでの卒業研究の残作業を済ませ、早めに集合した会員と懇談後退去された。 

ＩＣレコーダーの記録と彼がレーザービーム距離計で測定した周囲環境データ間にうまい説明が

つくことを祈るばかりである。測定結果について考察付の報告を頂くことにした。 

今日は小雨で凌ぎやすい気候のように思えたが、軽作業でもすぐ汗が噴き出してくる。 

一区切りついたところで早めの終了にした。 

(1)連絡事項 

・千葉大園の納谷さんの卒論研究 8/7，14プラス本日で終了 

・松戸みどりと花の基金 8月末に入金予定 

・「応援団の法人化検討」：9月の里やま連絡会で中間報告の予定 

(2)作業等 

・南西エリア全般の刈払 サツマイモの弦返し 畑の除草等 

・台風被害等による落枝処理及び枯木等危険木の片付け処理 

 (3)自然観察等 

ミスジコウガイビル（ちょっと気持ち悪い感あり）、 

エサキモンキツノカメムシ（臭～い、でも可愛い？ 

子供たちはハートカメムシと呼ぶ？）、 

サトキマダラヒカゲ（蝶々です）、ジョロウグモ（成熟前、脱皮殻をくっつけた網が多数、 

顔面にひっつきます）、コジュケイ（うるさいほどの鳴き声）、セミの鳴き声・・・ 

ヒラフスベ、ウチワタケ、クヌギタケの一種（これはキノコ） 

納谷さん 1m毎にポインターの 

指す木の名称を記録 

中央広場脇の枯れ木伐倒 後始末ヨシ 弦返し 除草作業 ヒマワリ開花：道路に背を向けている 



囲いやま森の会 活動記録（第 406回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.09.07（土） 10:00～12:00    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/野口/野口 y/三嶋/森岡/森山/山口   8名 

佐竹 高木 （一起の会） 

先週から秋の風が吹き出したと思いきや、今日は猛暑日を思わせる陽気で 除草などの軽作業を

こなしつつ 直射日光の所では汗をかき、水分補給をしながら熱中症に配慮でした。 

(1)連絡事項 

・森の音楽会 9月12日(土)。佐竹さんから準備状況等報告あり。 

ステージの改修を 9月10日(火)予定とした。 

・森の音楽会と入門講座等の案内ポスターを掲示、9月と10月の森の自然も掲示 

・同上チラシ配布依頼(森岡/森山) 

・高木祭り 9月21日(土) 野口/野口y/三嶋/壱岐 樹護の会への参加依頼は三嶋より 

(2)作業等 

・北縁の除草・刈払 ツル除去 不法投棄ゴミ処理  

・南広場と畑間のカナムグラ等ツル除去 

・カボチャ収穫（結構美味しく食べられます） 

(3)自然観察等 

・クロアゲハ、オオカマキリ、ヤマトシリアゲ（秋型、ベッコウ色の♂）、オンブパッタ多数 

・コフキサルノコシカケ（写真、胞子を飛ばしココアを振りかけたような感じ）、ヒビワレシロハツ、 

キアシグロタケ 

 

 

 

 

 

 

 

北遠 見栄え改善  同刈払と弦処理   カナムグラと格闘 

  

 

 

 

 

 

作業後の様子    コフキサルノコシカケ（通用口） 



 囲いやま森の会 活動記録（第 407～408回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.09.09（月） 9:30～12:00    天気：晴 

参加者 壱岐/野口    2名、高木（一起の会） 

台風で道路を塞ぐ倒木が今回は 2 件発生した。北縁の倒木は 10 時前には地主さんの手配で処理

完了。西縁側は中島家の応急処理と我々の助成で昼前に処理完了。但し、林内はかなりひどい。 

 

日 時：2019．09.10(火) 9:30～12:00    天気:晴 

参加者 壱岐/野口/福元/三嶋/森岡  5名、石崎（樹護の会） 

ステージ改修を予定していたが、これに加え作業広場周りの倒木処理に精を出した。 

今回の台風被害(倒木)は 北縁：ハリエンジュ エゴノキ 北西エリア：ハリエンジュ コブシ 

ミズキ 中央東部：スギを確認した。今日は作業広場への通路確保を期したが、スズメバチ出現

の為中途になっている。 

ステージについては、木材（2×4 の 1 間物で防腐処理有）20 本位の購入で対応可との評価を得

た。田中製刈払機の本体とハンドルの接続金具等不具合は野口さんに検討を依頼した。 

 

 

 

 

 

 

 

作業広場入口を塞ぐミズキ 同左への主通路を塞ぐコブシ(処理前) スズメバチに向かう勇者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北西エリアの様子 右側中央ハリエンジュ倒木   倒木が境界番線に架かり傾いた杭や門柱 



囲いやま森の会 活動記録（第 409回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.09.17（火） 9:30～13:00    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/西岡/西澤/野口/野口ｙ/福元/三嶋/森岡/山口 計 10名 

 

腰痛が癒えて西岡さんが5か月ぶりの出席。又、大いに楽しんで貰いたい。 

森岡さんは”緑と花のコンクール“出品に余念がないようだが、少し夏バテのようで心配だ。 

9月 21日（土）13～15時 高木小まつり：お手伝い参加を歓迎（竹ブンブンこま・竹笛・昇りサル） 

10月12日（土）森で楽しむ音楽会（雨天順延 13日）：ステージの補修、森の整備、 

近隣にチラシをポスティング、次回活動日：10月 4日（土） 

(１) 打合せ等 

・台風被害を参加者で共有した。熱中症、スズメバチ要注意、再確認した。 

・今年のＯＦ開催時期については、４月希望だが、委員会の大勢の意見に従うことにした。 

・今年のステージ改修は２×４の角材を６本購入で計画する。臨時作業日は10月1日(火)。 

・田中製刈払機の心棒と把手の連結金具取り換え完了。 

(２) 作業等 

・台風被害対策、門柱及び境界杭の傾き矯正、境界表示番線の弛み、断線修理。作業通路の整備。 

・被害状況の再確認（中央広場にてコナラの枯木確認、東側に杉の倒壊１本とイヌシデ上部３分

岐の各枝折損落下を確認。北東部分ではハリエンジュの大型落枝多数確認） 

(３) 自然観察等 

ヤマトシリアゲ♀、コミスジ 

コナラの枯れ木にナラタケモドキ（食可なれど盛りを過ぎて残念） 

 

ヤマトシリアゲ 

 

 

 

 

門柱矯正       番線修理 

                     倒木処理（キツタ除去迄） 

 

問題のコナラとナラタケモドキ 

 

 

 

通路の落枝・枯れ葉除去   作業後、コーヒーでの寛ぎ 

ステージ周辺の除草整備  ⇒ 



囲いやま森の会 活動記録（高木小まつり） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.09.21（土）12:30～15時 30分  天気：曇り（雨の予報） 

参加者：壱岐、野口、野口 Y、三嶋、石崎、中村、山崎 お手伝い 7名 

３連休は台風の接近と前線の影響で雨降りの天気予報でしたが、曇りで小雨も降らずラッキーで

した。高木小の体育館での実施、約 230名（親子共）の参加でこれまでになく盛況でした。 

生徒数250名くらいの小さな学校ですから すごい。PTAが力を入れてくれた結果かな～～。 

竹ブンブンこま・竹ブーブー笛・昇りサルの工作出品で、子どもたちがたくさん並んで順番待ち

のため、休む間もなく大変でしたが、子どもたちはとても楽しんでいたようでした。 

協力いただいたスタッフの皆さん 有難うございました。 



囲いやま 台風 15号 一過後の写真報告  9月 9日~10日 

入口右手エゴノキ中途折損       左図の後処理後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北縁ハリエンジュ折損道路封鎖処理後  同ハリエンジュ根っ子の折損状況  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   倒れた幹の枝が道路に張り出した 

同右上(別の角度からのショット     入口から作業場への曲がり角 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二股の一方が倒壊           倒木が完全に通路封鎖 

その他台風被害多数。明日 10 時からステージ関連臨時作業を予定しています。 


