
囲いやま森の会 活動記録（第 450回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.7.4(土）10:00～12:30    天気：曇 

参加者:壱岐/蔡/向/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡         計 8名 

 

早朝の雨模様と天気予報から 今日は「無し」と思いなしていたが、森に来ているとの

連絡があり遅れての参加。他の参加はないとのことだったが 向さんが前触れ通り友人の

蔡さんと待機しているし 野口さんは、前回植え戻したムラサキシキブのチェックに余念

のない様子。そそくさと向さん 蔡さんに挨拶し、入会手続きをして貰った。蔡さんの実

家は武漢と聞いたが 今は最も安全だと自慢しておられた。二人とも、自粛生活の為か、

カマでの草刈も「大いに楽しい」嬉しそうに作業をしていた。 

(1)打合せ等（個別対応含む） 

・秋の「森を楽しむ音楽会」は、当方は成り行きに従うことで、三嶋 佐竹さんに一任。 

・向さんの紹介で蔡さん入会。 

・森岡さんは、しばらく山口の実家での用事があり 当面(年明け頃迄か)欠席予定との事。 

・蔡さんは日本語学校に通う学生のようで、会費徴収はペンディングにした。 

・春先 農具や倉庫を提供いただいた佐藤さんに、お礼にジャガイモを渡した。 

(2)作業等 

・花壇の花苗ポーチェラカなどを植栽 

・ジャガイモ収穫（前述佐藤さんへのお礼と向さん 蔡さんへのお土産） 

・北東角の高橋家近傍の刈払い及びステージ・ケンポナシから畑への通路の刈払 

・入口広場の草刈と片付け(向 蔡さんの初仕事) 

(3)自然観察等 

・栴檀の果実 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通路刈払後 左上のバックが栴檀 

右上：向 蔡さんの作業 

右下：野口ｙ 福元さんが花苗の植え 



囲いやま森の会 活動記録（第 451回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.07.07(火）10:00～12:00    天気：曇 

参加者:壱岐/西岡                     計 2名 

 

九州の大雨被害同様、森も気になり 畑に廻ると西岡さんと出会う。 

早速、残りのジャガイモ収穫を西岡さんに任せ、私は収穫の済んだ畝をならし 

時無し大根（白首ダイコン）播種に精を出した。彫る 

ジャガイモ堀りを終えた西岡さんは、ネギ栽培の受講経験を活かし 長ネギの植え替えま

で終えてくれた。後で見ると下仁田ネギでは見たことがあるやり方で、野口 y さん提供

の下仁田ネギは中途でほとんどなくなっていたと思われ、後の楽しみが残った。 

通りから声掛けの赤石さんには荷重分担の為持ち帰り願い、花栽培でお世話になってい

る永田さんにもジャガイモで、些かのお礼をした気になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    落花生の花が増えた 

 

 

 

 

 

 

 

 

西岡流ネギの植え替え 下仁田ネギでは見たことがあるが… 



 囲いやま森の会 活動記録（第 452回） 壱岐貞俊 

日 時：20.07.21(火）10:00～12:30    天気：曇 

参加者:赤石/壱岐/櫻井/出町/野口/野口 y/西岡/西澤/福元/三嶋/山口 計 11名 

7月は記録的に連日の雨降りでしたが 今日の湿度は高かったが 曇りでの作業日和で、

女性の皆さんは蚊取り線香をたくさん用意して 蚊の対策とテーブル・イスの整備をして

スタンバイ：「今日は何をやりましょうか」と意欲的な発言で 作業の段取り打合せを行

った。先週土曜日 雨天での「ビッグショット」講習で設置したブルーシートの雨避けテ

ントの補強・再設置を行い 今週の土曜日の講習会まで使えるだろう…、屋根付きの倉庫

前の広場を久しぶりに体験した。育苗圃からポーチェラカ・サルビア・メランポジウム・

宿根草等々を運び 花壇の除草作業などを始めた。 

参加の皆さんは 熱や風邪の症状がなく マスク着用ですが 感染症の心配ナシで作業。 

(1)打合せ等 

・秋の「森を楽しむ音楽会」：10月 10日(土)開催予定。11日は雨天の予備日。 

・ブナ科樹木を枯らすカシノナガキクイムシの講演会：7 月 30 日 10:30 甚左衛門の森。 

(2)作業等 

・北西広場の倒木の根処理とビオネストつくり 

・植付け サツマイモ除草と弦返 

・入口 花壇等の刈払、・ステージ解体作業 

(3)自然観察等： 

・カシノナガキクイムシ被害確認:コナラなど 

・今年のヤマユリは 3株咲き 来年も増加期待 

ヤブランの花はピンク色でやさしい感じ 

虫が多くみられ観察日和 

上：カシノナガキクイムシの被害 

下：サツマイモ畑:除草と弦返し 

上:舞台解体後 
下:北西広場 倒木処理の様子 



囲いやま森の会 活動記録（第 453回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.08.01(土）10:00～12:00    天気：晴 

参加者:赤石/壱岐/奥村/向/蔡/出町/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡/山口 

会員外:石﨑/中村（15期） 16名 

やっと梅雨明け宣言が出たけれど 真夏の空模様ではなく、参加者は多い。久しぶりの

奥山さんも元気そうだ。新人の向/蔡さんや出町さんも、作業や談話で嬉々とした振る舞

いが新鮮である。「ビッグショット」作りで雨除けにセットした広大なブルーシート片付

けは久しぶりの大人数での共同作業になり、声を掛け合いながら畳んで小さく… 呼吸の

合い方は、「囲いやま森の会」の伝統か。 

(1)打合せ等 

・物品購入時の領収書の扱いを、厳格化することを周知。小袋の使用と記名が要点。 

・カシノナガキクイムシの説明会の内容を伝達と当森の被害木実地検分。当面の対策（ 

 新たに飛んでくる「カシナガ」トラップ作成と設置）を議論した。 

・西側林縁の加藤邸前部の草刈と枝下しを請け負ったことを報告。 

(2)作業等 

・西側林縁、加藤邸前部の刈払と枝下し 北西エリア刈払 

・舞台の土台除去 

・中央広場、畑への通路及び畑周り刈払・除草 ソクズエリア除草 芋弦返し等 

(3)自然観察等 

・カシノナガキクイムシ被害調査(15期の 2人も同行) 

・被害調査対象木でカブトムシに遭遇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害木上のカブトムシ   この時期のハナイカダ  向さん高枝切りに挑戦 慢慢走 

 

 

                 ←芋の弦返し 

                  の様 

 

                  舞台改装→ 

                 土台木撤去まで 



囲いやま森の会 活動記録（第 454回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.08.04(火）10:00～12:00    天気：晴 32℃ 

参加者：壱岐/野口/三嶋/森山 

会員外：保田氏/齋藤氏（柏から手賀沼森友会） 

NPO手賀沼森友会の理事長と副理事長がナラ枯れ（カシノナガキクイムシ）の被害状況 

視察に来られ、昨日作成したクリアファイルの簡易トラップを設置作業で コナラ 

2ヵ所に 32セットを設置。 

柏市の森友会の報告：6月 25日に森林研究所 福原氏と北部林業事務所印旛支所 森氏・

小出氏が来て、森友会が管理をしている「柏市ニッカの森」にフェロモントラップを

設置して 7月と 8月に調査確認をする段階で、海匝・印旛・東葛飾・山武地域にトラ

ップを 6基設置予定、柏市のトラップ内にはカナブンなどが入ったが カシナガは入っ

ていない、未だナラ枯れは確認されていないとのこと。森友会では 樹木の下部に穿入

孔があり フラスが根元にある状況を見落としているかもしれないので 今後は注意深

く確認するとのこと。防除の手法は幾つかあるようだが、現状を調査して費用がどの

程度要するかを試算して、森林環境譲与税を利用できるよう 市の関連部所（農政課な

ど）と打合せることが必要。本件については官民一体となった取り組みの必要性がある。 

船橋の行田公園とアンデルセン公園で発生し 150本ほどを伐採・処理したとのこと。 

手賀沼森友会の活動：手賀沼流域（周辺）の森林所有者 75名と締結して 50ha以上の 

森林手入れを行って多くの植樹も行っている。年間 60日（毎月 5日）約 20カ所の 

森整備作業を実施、森林整備養成講座「森林楽校」や会員研修を行い 作業時の安全 

対策に心を砕いているとのこと。 

今日の作業：カシナガ簡易トラップ設置合計 32セット 

①去年の台風で倒れたコナラ：立ち木の所 7セット、倒木の所 19セット 

②西側コナラ：7セット 

＊簡易トラップの水漏れ対策の要あり、水に少量の台所用洗剤を入れる。 

③畑の手入れなど 

フェロモントラップ ②コナラにトラップ設置 7s 

①コナラにトラップ設置 25s 



囲いやま森の会 活動記録（第 455回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.08.11(火）10:00～12:00    天気：晴 

参加者:壱岐/野口/福元 

 

この暑さでは土木作業は無理かと案じつつ、舞台改修の目途も得たいので、野口さん

に電話するとＯＫの返事。熱中症対策を強化して出掛ける。農作業予定の福元さんも巻

き込んで舞台エリアの整地に汗を流した。 

(1)打合せ等 

・舞台改修計画の確認。舞台エリア整地、基礎石敷設、束設置、舞台枠設置の手順。 

 舞台は 1間×4間の広さを想定。 

(2)作業等 

・舞台エリアの整地 

(3)自然観察等 

・カシナガ被害木 4，5件目確認 枯葉集積所エリア近傍とゴミ穴近傍のコナラ 2本。 

 被害の様相はフラスに加え、葉の枯れを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑枯葉集積所近傍のコナラ 穴近傍のコナラ→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞台エリア整地の状況西側の土を東側に運搬  整地一歩手前で出来栄え評価中 



囲いやま森の会 活動記録（第 456回） 

壱岐貞俊 

日 時：20.08.18(火）10:00～12:30    天気：晴 

参加者:赤石/壱岐/袁/向/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森山/山口 計 12名 

会員外:斎藤(手賀沼森友会) 佐竹/小柳/中泉（10月音楽会の下見） 

 

 コロナは日常化の感があるが熱中症は蚊と共に身近な問題としてこれ又悩ましい。 

手賀沼森友会の斎藤さんが、柏でも“ナラ枯れ発見”と“トラップ設置”の報告に態々 

お出でになった。更に、10月の音楽会に向け森の様子を窺いに関係者がお出でになった。 

向さんが新たな仲間(袁さん)を連れてきた。若い仲間の早期の戦力化はうれしい課題だ。 

(1)打合せ等 

・「チェンソ―、刈払機」のステップアップ講座受講希望者は本日はゼロ。 

・向さんの大学院での研究を、「囲いやま」で紹介する機会を作る。日時の提案を待つ。 

・舞台改造の資機材は 23日(日) 軽トラでジョイフル本田から運搬予定。 

(2)作業等 

・花壇エリア刈払、ソクズエリアのソクズ整理、植生観察エリア笹類の切取り等 

・舞台エリアの整地、杭打ち 

・北側道路縁の除草整備 

・南西エリア伐根処理 

(3)自然観察等 

・ヤブラン(花茎が長い)→ 

・カシナラ被害木（No6）↓ 

 

  

                         剪定鋏での笹刈 先は長そう 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                           舞台改修 杭打ち完 

               

 

 

 

 研究発表電源チェック OK 

             車で伐根 ソクズ牛蒡抜き→ 



囲いやま森の会 活動記録（第 457 回）

壱岐貞俊

日 時：20.08.23(火）7:00～10:30    天気：晴

参加者:壱岐/野口/三嶋/森山 計 3名

会員外:佐竹（10月音楽会の打合せ）

ステージ改修用材木を 8月 23日にジョイフル本田（千葉ＮＴ）まで軽トラで買出し

（途中雨が降ったが大丈夫）打合せ広場のテーブルに運び込んだ。

早速設計図面に基づいて切断加工と防腐剤を全面塗布。今回は 多少手はかかるが、長期

使用を視野に 用材の腐食対策を強化する方針で臨むことにしている。

(1)打合せ等

・今日の作業内容の確認

・音楽会用掲示ビラの相談等

・次回は臨時で 27日、午前 7時から

(2)作業等

・2×4材 20 本の半切り

・購入用材の防腐塗装

・基礎ブロック、束石の現場への運搬

・基礎地盤突き固め用オモシ制作等

・音楽会、里やま講座ビラ掲示

(3)自然観察等

・割愛

                  ステージ基礎の 2×4の切断

                 

腐食防止処理材を購入したが防腐塗料を全用材に塗布



囲いやま森の会 活動記録（第 458、459 回）

壱岐貞俊

日 時：2020.08.27(木）7:00～10:00    天気：晴

参加者：壱岐/野口/三嶋/森山                   計 3名

日 時：2020.08.29(土) 7:00～10:30    天気:晴

参加者：壱岐/野口/福元/三嶋                  計 4名

三菱 UFJ 環境財団の助成金使途の今年度第 3 弾(最終段)として「ステージ改修」に取り

組んでいる。基礎部分の段取りは有志でこなし、コンパネの床材基礎部(根太)の組み立

ては全員参加での作業計画とする。涼しいはずの早朝に作業をしているが 土木作業が入

ると、途端に汗びっしょりである。

(1)打合せ等

・前文の通り

(2)作業等

・27日：基礎部構築(6/10) 大引き設置 適宜防腐塗装

・28日：基礎部構築(4/10) 幕板取り付け 適宜防腐塗装

基礎部設定（束と大引きの釘打ち前の調整） 大引き設定中の調整

幕板取り付け中(クランプで固定し釘打)  ステージ基礎部分の完成形



囲いやま森の会 活動記録（第 460回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.09.０5(土）10:00～12:30  天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/奥村/袁/向/蔡/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森山 計 13 名 

会員外：佐竹 

コロナや熱中症の渦中にあっても、今日ステージ改修の竣工イベント実施との前宣伝

も効いたか、参加者は多い。ステージの最終工程(根太 8 本の固定とコンパネ床の設置)

を皆さんに係わって貰えたし、これが長く記憶に残ればと思う。残工事リストも即刻で

きたところで、それぞれ次の工程に散り分かれた。20代の 3人は目一杯活躍してくれた。 

森の中：32℃～34℃、畑と花壇：34℃～36℃、熱中種を心配しながら除草作業でした。 

(1)打合せ等 

・10月 10日(土)の音楽会の件再確認、各自、知り合いへのチラシの配布。 

・入門講座受講者勧誘の呼びかけを依頼。 

・カボチャ収穫とその時期遅れの連絡。 

(2)作業等 

・残作業ありだが、ステージ改修竣工。コンパネはステージ近傍倉庫に収納。 

・花壇周辺、畑エリア刈払。芋弦返し、ピーナツ畑雑草取り。 

・畑への通路近傍のカナムグラ、クズの弦除去。 

(3)自然観察等 

・シュンラン,センダン及びムラサキシキブの果実 

・ミズヒキ(赤,白) 

・ヌスビトハギ、ツユクサの花(→) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑根太設定 ↓棟梁,ご苦労様  ↑花壇再生の刈払↓酷使に耐えずか 

 

 

 

 

                                 ↑弦返しペア 

  



 

ステージ部材の調達：ジョイフル千葉 NT 1日、基礎工事 3日間、＋根太の固定とコンパネ床の設置 

コンパネを敷き詰め完成：汗をかいて 喜び！   コンパネは倉庫に収納 

完 



囲いやま森の会 活動記録（第 461回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.09.０8(火）9:00～11:30    天気：晴 

参加者：壱岐/三嶋/森山                   計 3 名 

三嶋さんから、今日は 花壇周りについて前回 5日の残作業処理を予定しているとの連

絡が入る。確かにステージ改修の竣工に皆が湧きたったが、畑の雑草処理や入口の整備

等、完了を期待していた。とにかく今日の仲間を確認し そそくさと出かける。 

(1)打合せ等 

・基金の「みどりと花のコンクール」応募の原稿作成は 森岡さんの代理で三嶋が担当 

明 9日に基金に提出予定ですが、参加賞：チューリップ赤白黄色 30ヶ 

(2)作業等 

・花壇周辺の草刈り（前回 5日は 三嶋・福本で刈払機の除草：約 70m長さ） 

・入口の整備(刈払、入口エリアの区画木整理) 

・神社エリアとの区画用竹柵周辺刈払 

・作業広場第 3倉庫内整備（ヘルメット等置き場前スペース拡張） 

(3)自然観察等 

・落花生の実が土中で形成されているのを確認。今年は畝幅が不足したのか、畝外に出

ている株が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花壇全長に亘る刈払完          入口部刈払と切断木整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神社境界柵周辺刈払           第 3倉庫(仮名称)倉庫内整備(模様替え) 



囲いやま森の会 活動記録（第 462回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.09.15(火）10:00～12:30    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/奥村/西岡/西澤/野口/野口 y/福本/三嶋/森山/山口 計 11名 

暑さも平年並みとは言え、少し力の入る作業をすると汗だくになる。10月 10日の 

音楽会が大きな目標となって、皆の関心が高まり、日ごろにない心使いが形になって 

表れた作業結果が得られた。心を一つにして成果を出す「囲いやま森の会」の伝統を目

の当たりにした 1日になったと思う。 

(1)打合せ等 

・「里やまＱ」活動報告会 11月 9日(木) ＠縄文の森  別途出欠伺いの予定。 

・「森の音楽会」3密厳守で実施予定。雨天時の連絡に徹底を期す。 

当日、「ハープ」の持ち込み・据え付け確認・音響確認等で、10時集合予定。 

・囲いやまの森北側道路でスズメバチがたくさん集まっていたとの連絡が市役所にあり

すぐやる課 2名が調査に来て、オオスズメバチらしいとの判断で 午後に 3名が出動 

との連絡でした。 

・「森の音楽会」時、作業広場からの「森内主通路」は従来の西側通路とする。 

(2)作業等 

・入口広場の整備(切断木で境界設定、広場入口付近切り株除去等) 

・作業広場からステージまでの刈払・清掃。ステージや畑周辺等除草・刈払・整備。 

・ステージから畑までの通路回り及び畑内各所のカナムグラ除去 

・市のハチ対策状況フォロー 等 

(3)自然観察等 

・紅白ミズヒキ ネムの実 ツチイナゴ等確認 

・ツルウメモドキ結実（日当たりの良いところは殆ど黄色化） 

・ヤマトシリアゲ コミスジ等確認  

 

 

 

 

                             

主要通路の面目回復 

 

 

 

入口広場整備(車庫スペース拡大) 通路及び周辺も除草 

 

     

 

 

 

 

 

 
落花生の生育状況チェック  ヤマトシリアゲ          ツルウメモドキ結実 



オオスズメバチの巣を除去！  

囲いやま北側道路沿いに赤色コーンが置いてある。9月 15日「すぐやる課」に出動いた

だき 処理をしてもらいました。道路から 3～4ｍの木の根元の巣を除去、戻りハチが飛ん

でいて危険なので 注意ください。 



囲いやま森の会 活動記録（第 463回） 

壱岐貞俊 

日 時：2020.09.29(火）10:00～12:00    天気：曇 

参加者：壱岐/西岡/森山                    計 3 名 

９月も中旬を過ぎたと思うや、朝夕は肌寒さも感じる程の陽気になり、野良仕事に誘

われるような気にもなる。花苗入荷の連絡から数日を経ているし、畑を覆いつくす雑草

も有之でやるべきことは多い。森山さんは元ソクズ群生地のほぼ全面に渡り開墾が進ん

だようだが、この先の変化に期待が膨らむ。西岡さんはネギの手入れとサツマイモの弦

返しに余念がなかった。 

(1) 打合せ等 

・割愛 

(2)作業等 

・ソクズエリア開墾 

・畑周囲カナムグラ除去 畑南側マユミ剪定 弦返し 

・ネギ土寄せ 

(3)自然観察等 

・畑南西のビオネスト付近で肥満した野ネズミに遭遇 

 

 

 

 

 

                         

                       花壇の整備状況（福元さんの努力か） 

 

 

 

 

ネギとマユミの状況 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        過日櫻井さんが斜面のカナムグラ 

ソクズ園の変容(変化に期待)           等弦類を処理してくれました。 


