
囲いやま森の会 活動記録（第 411回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.10.01（火） 9:30～12:00    天気：晴 

参加者：壱岐/野口     2名 

 

「森で楽しむ音楽会」に向け、臨時作業としてステージ改修を実施。 

肌が露出してるとところかまわず襲ってくる蚊には悩まされる。 

 

作業等 

・ステージ改修 2×4材 8本の追加 既存の同材は使用可と判断され、念の為 8本を追加した。 

・田中製刈払機 把手固定金具取り換え後の試運転 作動良好 取り付け角度調整要か？ 

・通用口封鎖の台風被害木の片付け（壱岐のチェーンソー 実技訓練） 

・作業広場周辺の落枝片付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部土台の松材の節除去が必要でそれには難渋したが 2×4材固定は順調に進捗 

 



囲いやま森の会 活動記録（第 412回） 

壱岐貞俊 

日 時：2019.10.05（火） 9:30～12:30    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/森岡/森山/山口  計9名 

佐竹さん（一起の会） 

天候に恵まれ、太陽が照って暑くなった。入口の除草、「森で楽しむ音楽会」に向け、森全般の整

備を行った。近隣にポスティング80枚。野口さん準備のコーヒータイムには、「緑と花のコンク

ール」出品作品を物してくれた森岡さんの作品と一味枯淡な談話にそれぞれ感心し聞き入った。 

(1)打合せ等 

・松戸みどりと花の基金の「第24回松戸みどりと花のコンクール」に応募したこと。 

・10月12日(土) 10時集合、「森で楽しむ音楽会」開始 12時 30分～終了14時 30分 

11時から ドレミ・ウエリナがステージで演奏練習、森の音は育苗圃で演奏練習 

駐車場：育苗圃（囲いやまの向い側）、座席の整備、周辺整備、ハーブティーの準備 

(2)作業等 

・「森で楽しむ音楽会」関連エリアの刈払、ごみ拾い、特に会場周りガラス破片拾い出し。 

・会場への通路の安全対策。（枯コナラ伐倒、通路を塞ぐイヌシデの落枝処理、通路階段補修） 

・ステージ周辺の整備(コナラの張出枝除去、周辺の美観対策等) 

・熊野神社西方の大木 2本の台風被害状況確認。 

・落花生を一部収穫 

 

 

 

 

 

 

 

 

キノコ：チシオタケ            コナラ伐倒 架かり木に   南側通路の様子 

 

 

 

 

 

 

 

段差部 階段補修            ステージ周辺 上空もすっきり 

 一部土台の松材の節除去が必要でそれには難渋したが 2×4材固定は順調に進捗 



囲いやまの森：19号台風の爪痕 

2019年 10月 13日（日） 

現地確認：壱岐・野口 

前回 9月の台風と同等以上の暴風雨のため、だいぶ荒れており、復旧に労力が必要 

皆さんの協力によってきれいな森にしましょう。森で楽しむ音楽会中止は 残念！ 

 

 

スギの中途折れ多数 6～7本を確認 

神社脇 エノキの中途折れ 

神社脇 エノキの中途折れ（中途で裂け 

北側道路でハリエンジュが倒れ 

架かり木になって危ない 

石川さんに処理を連絡済み 

枝裂けで架かり木(遊びの広場) 



囲いやま森の会 活動記録（第 413回） 

日 時：2019.10.15（火） 9:30～15:30        天気：曇 壱岐貞俊 

参加者：赤石/壱岐/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/森岡/森山/山口  計9名 

会員外：奥村さん 

「森で楽しむ音楽会」は台風で流れたが、森での音楽会への思いがあり、囲いやまの作業日に来

ていただいた奥村さんが園路の整備に汗をかき、今後も時間があれば活動に参加したいとの意向、 

作業後は赤石さんが育苗圃ハーブ園にご案内しました。 

稔台からは近いとのこと「囲いやま森の会」のホームページなどを紹介することにした。 

今日の作業は多岐にわたるため架かり木の処理と通路整備及び畑の 3班に分かれ効率化を図った。 

架かり木班は残業に及ぶも1勝１分け、畑は芋のツル処理は持ち越し、通路は箒の目がたつほど

の出来栄えだった。昼のコーヒータイムには架かり木班は遅刻、残り物の福に恵まれた。 

(1)打合せ等 

・「緑と花のコンクール」に応募したが 残念ながら入選を逃した。 

・モリヒロフェスタに参加協力：森岡さん。 

(2)作業等 

・作業広場近傍通路上の「スギ」及びヤマユリの小路上の「コナラ」、両架かり木の処理 

・通路全般の整備、ステージ周辺の片付け 

・イモのツル起こし 

・南西通路脇の刈払い 

  

折枝の上部をロープで引く(1.5t) が変化なし 中断 切り株上での回転に期待したが、 

３度程ロープ盛替えなどして処理 所要時間２時間強 

通路の状況→箒目あり 



 

囲いやま入口 右側が台風の

影響 

ステージ周りは枝の落下が多く 整備後 

植生保護エリアの大木枝が裂け…  広場 通路の整備を実施 



囲いやま森の会 活動記録（第 414回） 

  壱岐貞俊 

2019.11.02（土） 9:30～13:00    天気：晴 

参加者 赤石/壱岐/奥村/野口/野口ｙ/福元/三嶋/森岡/森山/山口  計 10名 

会員外 菊地(まつど地域活躍塾) 

奥村さん、本日入会。少し腰痛を気にされているようだが踏ん切りがついたようだ。 

活躍塾生の菊地のぞみさんは何と大学 3年生。お父さんの車で来森。特別メニューを準備したの

だが、通路上の架かり木処理に時間を取られ、三嶋さんの森案内と畑組の落花生、サツマイモ収

穫に大満足で帰られた。青春時代の思い出になればそれも又よしか。 

樹護の会の皆さんが来森 

 (1)打合せ等 

・「緑と花のコンクール」は参加賞の発表有り。 

・モリヒロフェスタ AM:森岡さん。 

・南縁花壇や看板に使用している切り株に白アリ大量発生の連絡あり。 

早期撤去要。                         収穫後ご満悦の皆さん 

(2)作業等 

・作業広場新倉庫裏手の「スギ」中途折損且つ架かり木の処理。 

 ヒヤリハット:2本の木の間に架かった杉の根元を両手とび口等でわずか後方に動かしたとき 

架かりのバランスが崩れシーソー宜しく作業した一端が持ち上がり壱岐を 1m程跳ね上げた。 

幸いけがはなかったが、架かり木に手を加えるとき荷重バランスの変化が及ぼす影響を良く考

察することが必要。根元側に杉の下敷きになって折り曲った小木も有りこれがバランスの崩れ

で反発力を加えた可能性もある。作業の影響評価はいくらやってもし過ぎることはない。 

・サツマイモ、落花生収穫。 

・南縁南側刈払 

(3)自然観察等 

・各所にカラスウリの赤実 

・アメリカセンダン繁茂 

・エノキタケ収穫 

 

 

 

 

左側が地上から跳ね上がり傍の作業者が幹の 

動きで跳ね上げられた。 



今日は囲いやまの森で 収穫祭 ハロウィン：サツマイモと落花生 

ケンポナシの広場でパチリ   みんなで分けました 

収穫後の畑：2畝   真っ赤に熟したカラスウリが輝いていた 



囲いやま森の会 活動記録（第 415回） 

  壱岐貞俊 

日 時：2019.11.19（火） 9:30～12:30    天気：晴 

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

会員外 佐竹 

台風の後始末が途上なのに回収ゴミの分別・廃棄処理の作業から始めました。 

霜の心配もあり 葉が大きく育ち 里芋の収穫を実施、たくさんとれました。 

 (1)打合せ等 

・「緑と花のコンクール」は参加賞：チューリップ球根 赤・白・黄 30ヶ 

・次回ＯＦ-9の公開日について、日時は大勢に追随だが作業日込で 3日を予定する。 

・南縁の「囲いやま看板」は 台木腐食につき、取外し、代用の台木の交換を検討。 

・「森を楽しむ音楽会」のために購入した飲料水・飴は  

活動時に食べましょう！ 

(2)作業等 

・収集ゴミの分別、廃棄場所への移動・保管 

・サツマイモ・里イモ・ナメタケ等収穫作業：持帰り 

・南縁南側刈払 

(3)自然観察等 

・通用口自転車置き場周辺のナメタケ 少し古くなったか⇒ 

 

里芋収穫作業   収穫物 

ゴミ分別の作業   不法投棄廃棄物 



ヒヤリハット報告 

2019年 11月 2日 囲いやまの森 

ヒヤリハットの内容 

架かり木を倒した際、木の元が跳ね上がり、作業者が跳ね飛ばされた。 

 

作業経過 

台風 15号による被害スギ（溝ぐされ病で腐食の進んだ木）の処理、 

高さ 5～6ｍで幹が折れ、頂部が隣の木の枝に架かっていた。 

根元に受け口、追い口を伐り、折れ位置の上部にロープをかけて、横方向にチルホールで牽引。 

受け口から折れて頂部の架かりははずれたが、上下つながったまま別の木にもたれかかった状態。 

ロープを反対側に回して、改めてチルホールで牽引。 

根元側は倒れ、上部は落下して土にささり、なお頂部が隣の木の枝に架かった状態。 

根元側と上部はＴ字になり、まだ 2か所ほど外皮がつながっており根元側は径 7ｃｍほどの立木を押

し曲げてその上に載った状態。外皮を手鋸で切断。 

土にささった部分を切断・除去し、横たわっていた丸太の上に乗った状態。 

ヒヤリハットの発生状況 

左右から、2人が鳶口で木の元を後方に 10ｃｍくらいずらした。 

頂部の架かりが外れ、先端部分が落下。 

その際、下から５分の１位の所が、押し曲げた木（径７ｃｍくらい）の上に落下。 

反動（梃子の原理）で、下部が跳ね上がり、鳶口を持った作業者が跳ね飛ばされた。 

当たったのは肘の辺り。作業者は尻から落下した。 

幸い胸には当たらず、落ちたところも柔らかい腐葉土状態だったので、けがはなかった。 

事故の原因 

元をわずか 10ｃｍ程度ずらしただけで、頂部の架かりがはずれるとは思っていなかった。 

落下の際、元の方が跳ね上がることを想定していなかった。 

落下地点にある木を取り除いていなかった。 

教訓 

上部の架かり具合を十分確かめること。 

木が倒れた際に当たる可能性のある障害物は除去しておくこと。 

木が倒れる際の動きのいろいろな可能性を予測し、それへの対処方法を決めておくこと。 

トビやツルの使用法を考えること。この場合は長めの丸太などを両側から差し込み元を浮かすことも

有効か。 

以上を作業者全員で確認、共有しておくこと。 

（野口・山口 記） 



囲いやまの作業

日 時：12月 11日(水)13 時～15時

出席者：壱岐/福元/森岡

・西縁南部の看板土台の仮置き完。

運搬の様子 大看板用

小看板用 チューリップ花壇

(6日植付完 by福元＆森岡)
尚，14日㏂ 畑横の倒木処理予定。



囲いやま作業情報

日 時：12月 14 日（土）9時 30分～13 時

参加者：壱岐/野口

・南西エリア台風被害木(エノキ)処理

作業前の様子（高枝切で下した枝が散在）  架かりの状況(作業前)

架かり枝の先端を切り詰め引き倒すところ

先ずエリアを整理(今日の教訓)
（架かり枝以外の放置枝切断除去）

架かり解消、片付け完



囲いやま森の会 活動記録（第416回）

  壱岐貞俊

日 時：2019.12.17（火） 9:30～13:00    天気：小雨

参加者 壱岐/奥村/野口/福元/森岡/森山  計6名

会員外 加賀/富山(子どもっとまつど)

朝から小雨模様であったが、加賀さんの熱意にほだされ、予定通り「冬の森であそぼう」

事前打ち合わせを実施。手土産に秋田の和菓子をご馳走になったので里芋を持ち帰り頂いた。

(1)打合せ等

・子どもっとまつどの「冬の森であそぼう」は1月19日(日)実施。集合9;00。

現在6家族が応募との事。出し物は昨年と同じで・藪漕ぎ・木登り・木こり体験

遊具はハンモックとスラックライン

・尚、1月4日(土)作業無しで14日(火)臨時作業日とし「子どもっと」の準備に当てる。

・ＯＦ９の「公開日」、「森でできること」は壱岐案で事務局に回答する。

(2)作業等

・「子どもっと」の藪漕ぎルート確認踏査、木登りの構築物確認

ルート上の危険木除去、木登り台の手入れ要など確認した。

・里イモ収穫分配。

・藪漕ぎルート一部処理

・西縁看板の土台強化のための調査

と改善案策定完。

(3)自然観察等

・作業広場周りにシジュウカラ数羽

ワイルドなルートを皆さん童心に帰って楽しまれたようだ

12月7日（土）は冷たい雨で雪の混じる予報（みぞれ）で作業中止、11日と14日は臨時作業

17日は 再び雨降りで、小雨であったため、子どもっと・まつど との打合せと若干の作業

これで年内の活動は終了。今年は9月に台風15号と10月に19号が千葉県を直撃で囲いやまの

森も大きな被害でした。その後も天気が不安定で寒く・雨降り・暖かくなってみたりでした。

1月4日（土）は休みにします。1月19日（日 9時集合）：子どもっと まつどの受入れがある

ため、14日(第2火曜日)は活動日にしましょう。

皆さん よい年をお迎えください。


