
 

令和三年 元 旦 



囲いやま森の会活動記録 (第 479回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.01.09(土）10:00～12:30    天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/奥村/向/出町/中島/西岡/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/森山 

計 12 名 

1 週間遅らせて今日令和 3 年の初活動日を迎えた。つい先日コロナ感染防止

の緊急事態宣言が発令されたが出席者は相変わらず多く、皆の健康を喜んだ。 

(1)打合せ等 

・コロナ感染防止については従来の、「熱等異常があれば休む」「3 密を守る」 

 の他に、打ち合わせの時間短縮の為、諸連絡は出来る限りメールにて行う。 

・OF の公開日は 5 月 15(土)16(日)18(火)23(日)の 4 日。公開時間は 15，16 日は

八ヶ崎･金ヶ作地区案に合わせ、18 日は 10~13 時、23 日は 10~15 時。 

・2 月 1 日のクビアカガードネット講習会参加者は野口・壱岐の 2 名。 

・会員向さんの博士論文作成のための実験協力について、向さんの説明を聞い

た。会から 12名の協力者を希望との事。会での対応が困難なことが考えられ、

応援団にも声をかけることで今後詳細を詰めることにした。 

(2)作業等 

・森の現状を皆で確認した後、花壇の干乾びが目立つので水遣りに没頭。 

・4 月から 12 月までの会の会計状況整理。 

・昨年外せなかったブランコのロープ撤去 

(3)自然観察等 

・シャッタチャンスなし乍らルリビタキに遭遇。 

・フキ畑の笹除去の最中フキノトウの蕾を確認。 

 

 

                        実験計画説明の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

猛禽類の晩餐後      フキノトウ    水くみ、水遣りと大忙し 



囲いやま森の会活動記録 (第 480回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.01.12(火）10:00～12:00    天気：曇 

参加者：壱岐/福元                 計 2名 

 

関東地方も降雪の予報もあったが、やや寒いだけで畑仕事には支障はない。福

元さんは、畑西側中央のニワトコの剪定と堆肥として集積した雑草の細断、壱岐

はフキ畑の笹除去に没頭した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福元さん 例により丁寧な仕事ぶり 

 

 

 

                 蕗の薹の 30％はダメになったかな 

 



     囲いやま森の会活動記録 (第 481 回) 

                           壱岐貞俊 

日 時：2021.01.19(火）10:00～12:30    天気：晴 

 

参加者：壱岐/櫻井/出町/西澤/野口/野口ｙ/三嶋/山口        計 8 名 

快晴だが北西の季節風が強く寒い。コロナも有り出足を心配したが、県営住宅

の二人は地の利も有り早出だし、遠来の西澤さんも顔を見せた。葉を落とした

木々の隙間から見える青空が眩しかった。 

(1)打合せ等 

・OF の公開日は 5 月 16(日)18(火)23(日)の 3 日。(前報訂正) 

・2,3,4 月はカシナガ被害木の切断・集積等処理を中心に進める。 

・向さんの実験協力について雑談をした。 

(2)作業等 

・西側道路沿い(花壇北端より北側)の枯木･伐倒木の新ビオネストへの集積とア

オキの切株を除去し西縁集会通路を開通させた。 

・南西の花壇に散水、ハボタンはしっかり咲いて 

(3)自然観察等 

・栴檀にヒヨドリ（右図で探せますか） 

・マユミにシジュウカラ      ↓何の実？ 

 

 

 

 

                         

 

                （長径約 5 ㎝ 

                  のを半開） 

 マユミの赤い実は未だ残っている 

               

              西縁北側の状況 

              (←整備前) 

 

                (整備後→) 

              （通路が見通せる） 



囲いやま森の会活動記録 (第 482回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.02.06(土）10:00～12:30    天気：晴 

 

参加者：壱岐/袁/奥村/向/蔡/出町/中嶋/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/森山/山口  計 14 名 

会員外：応援団ナラ枯れ調査団 

 

快晴無風の好天気に恵まれた。コロナ禍で閉じ籠りが続く反動か、参加者は多い。 

応援団のナラ枯れ調査団対応、向さんの博士論文に向けた実験対応等があり、肝心の作

業が散漫になりそうで心配したが、森中に散乱した廃材整理に皆さんが必死に対応して

くれた。コロナ禍の恩恵かも知れない。 

(1)打合せ等 

・向さんの実験対応は、「囲いやま」単独(6 名)で 3 月 23 日(火)とした。 

予備日は 3 月 30 日。 

3 月 23 日 壱岐･桜井･出町･西岡･野口･福元 （櫻井さん確認は出町さん） 

 3 月 30 日なら壱岐･出町･西岡･野口･野口 y･福元 

・スポーツ保険継続 or 新規加入次回迄にチェック。 

・折れ枝のぶら下がりが散見される。早期に調査・対応要。 

(2)作業等 

・各所未処理木整理。 

・畑作業。 

・ちば里山アワード 里山大賞表彰ポスター掲示 

(3)自然観察等 

クロモジの花芽･葉芽↓ 

 

↑森の整備に獅子奮迅の女性会員の雄姿 

ナラ枯れ調査の高木さんの注意でヘルメット着用↑ 

 



囲いやま森の会活動記録 (第 483回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.02.16(火）10:00～14:30    天気：晴 
参加者：赤石/壱岐/櫻井/出町/西岡/西澤/野口/野口 y/三嶋/森山/山口  計 11名 

一雨過ぎて快晴無風の好天気に恵まれた。 
応援団のナラ枯れ調査が一段落したが、実作業には未着手で後工程を考えると少し焦り
もある。また一昨年の台風被害の見落としか、折損木や枯れ枝などが高所で散見され 
安全上の懸念も明らかになっている。春先の作業としてこれらに重点的に取り組むこと
で動き出した。 
(1)打合せ等 
・向さんの実験対応は、3月 23日(火)は決定。 
予備日が壱岐の勘違いで混乱している。 
向さんと再確認要。 

・スポーツ保険申込者調査完。 
本日意向未確認者は今月中に連絡乞う。 

・新チェンソ―の起動不調。野口さんに一任。 
・会計記録の確認(三嶋・赤石さん間)。 
(2)作業等 
・高所の枯れ枝・折損木の処理第一弾 
 (ヤマユリ観察エリアほぼ完了 都合 7，8本) 
・畑・花壇の雑草処理、畝作り等。 
・自然植生観察エリアの笹処理等。 
(3)自然観察等 
・枯れ枝処理最中エナガが周りを飛び交う。 
・アオキの艶のある真っ赤な実 

↑写真中央の横木 付け根を鋸で切りロープで 

（枯れ枝）引き倒したが完全な架かり木、 

ロープ掛け位置を切り口側に移動し引き落し成功 

シュンラン 新芽  アオキ 真っ赤な実  ホトケノザ・オオイヌノフグリ 

小さなシイタケがたくさん出てきたヨ！ 



囲いやま森の会活動記録（第 484回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.02.23(火）9:30～13:00  天気：晴 

参加者：壱岐/西岡/野口/山口 計４名 

 

高所に不安定に残る折損木・枯れ枝処理を前回作業日から開始し、今日はその第二弾

として計画した。今日新たにチェックしたのは西側中央部道路よりのと、スラックライ

ンをセットする木 2 か所。道路寄のは道路や民家への影響が予測され、もう一方のは高

所でロープを掛ける等の手立てがなく、処理は今後の検討事項とした。我々の活動範囲

について高所危険木の調査は今日でほぼ完了したと思われる。 

時間の余裕があったのでナラ枯れの枯死木の残り 1 本の伐倒に取り組んだ。 

(1)打合せ等 

・新チェンソ―の起動不調は伊藤さんに見て貰い 正常に戻った。 

・旧チェンソ―の起動に問題がある。 

(2)作業等 

・高所の枯れ枝・折損木等の確認と処理策検討 

・ナラ枯れ枯死木の残り 1 本伐倒。切り株処理。 

(3)自然観察等 

伐倒木についたサルノコシカケ→ 

幹取付き面は幹と一体化している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑自前の枝に残った折損木(西縁中央)     ナラ枯れ枯死木の伐倒・切株処理後→ 



囲いやま森の会活動記録（第 485回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.03.06(土）9:30～15:00  天気：曇 

参加者：赤石/壱岐/袁/向/櫻井/出町/中島/西岡/西澤/野口/野口 y/ 

福元/三嶋/森山/山口     計 15名 

 

高所に不安定に残る折損木・枯れ枝処理を前回でほぼ完了と報じていたが、新たに自

然植生観察エリアのコナラの木にもそれが見られ、第３弾として時間延長で取り組んだ。

あと一歩のところ迄迫ったが 不成功、「危険表示」をして 次回継続作業とした。 

畑や花壇対応のメンバーは遠巻きで上記作業を見やりながら 高所危険木を 身をもって

認識されたと思うが、シュンランの蕾やシイタケの収穫などで歓声が上をあげていたと

ころをみると、少し心配になる。 

(1)打合せ等 

・向さんの実験対応は 3 月 23 日(火)9 時半から、予備日は 3 月 27 日(土)と 30 日(火)。 

・花壇の手入れ作業：除草を行い 各スパンに分けて花を植え、各スパンごとに表示 

（チューリップ・スイセンなどの表示を行う）。お花は松戸市から年 4 回提供いただき 

皆で植付けをしましょう。3 月は パンジー・ノースポール・ムルチコーレ・キンセン

カ・ビオラの入荷予定。3 月 16 日に花苗植えが出来ればよいです。 

(2)作業等 

・前書きの通り、枯れ枝・折損木等の処理。中途で中断の為、立ち入り禁止措置をした。 

・花壇除草等 

(3)自然観察等 

・ウグイスカグラ、シュンラン開花→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑花壇除草 

 

 

 

 

 

 

 

 

立ち入り禁止表示    高所枝除去を横目にシイタケ収穫 

ロープ掛けヨシだったが失敗⇒ 



囲いやま 写真 

朝のミーティング  花壇で除草作業 オオイヌノフグリ・ホトケノザ ヒメオドリコソウが花盛り 

ハボタンがきれいに盛り上がって まもなく菜の花が咲きます  森の中ではひっそりと花を覗かせて 啓蟄に咲く春蘭 



囲いやま森の会活動記録（第 486回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.03.16(土）10:00～12:00  天気：晴 

参加者：赤石/壱岐/奥村/神田/出町/西岡/西澤/野口/野口 y/福元/三嶋/森岡 計 12名 

奥村さんが友人の神田さんを連れてこられた。即入会の手続きをする。 

今年度の入会：6 人目。ヘルメット等備品の整備等対処すべき課題も頭をよぎる。 

ナラ枯れ対応で防御ネットは み花課から 4 月に支給される。被害防止を含め 対策要の

対象木選定も猶予がない。 

(1)打合せ等 

・向さんの実験対応は 3 月 23 日(火)9 時 30 分からの予定。 

・総会は昨年同様メールで議案を送付します。 

・新規購入のチェンソーはかかりが悪く、伊藤さんに連絡で 新旧とも持ち帰り。 

・来年度早々、ウインチ用部品(プーリー、カラビナ)を購入予定。 

 

・ネギ苗、来年度早々購入（西岡さん）。2 畝分くらいを考える。（60 坪） 

・落花生苗、野口ｙさん準備。 

(2)作業等 

・花苗：ノースポール・ネモフィラ・ビオラ・ナデシコ、植付けと散水を実施 

・ナラ枯対応：カシナガ脱出、穿入阻止対象選定。前者 3 本、後者 16 本。 

(3)自然観察等 

・朝の打合せ中、大空をオオタカが飛翔。 

 

・↓ 冬の名残か鳥たちが啄んだ残りか、左からヤブコージ、オモト、ジャノヒゲ 

 

 

 

  

今にも落ちてきそうな枝・枝 

ナラ枯れ対策の種別確認 



 

春の妖精：タチツボスミレ  クロモジの新芽  ウグイスカグラが咲き乱れ 

シュンランは 10日で早春の芽吹きが賑わいをみせてくれる  シイタケも日ごとに立派に大きくなる 

天気が良くて暖かく 花植えが楽しいですね  色とりどりの花苗が元気です 



囲いやま森の会活動記録（第 487回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.03.23(火）9:30～12:30  天気：晴 

参加者：壱岐/袁/向/櫻井/出町/西岡/野口/福元/三嶋   計 9名 

会員外：汪/稲吉 

 

向さんの学位論文に向けた都合 6 日間の実験の初日だが、雲一つない晴天に恵まれた。 

生理と心理の両面から、森でのボランティア活動が高齢者に及ぼす影響を、「心拍数・血

圧測定」や「現場作業や自然観察、及び各自の観点に任せたスケッチとそれに関連する

作文」、森での活動前後に行う、心理的観点に立つ「アンケート調査」を通し若者との比

較から導き出す そうだ。 

今日は「高齢者第 1 班 6 名」の春季実験日である。この後、「高齢者第 2 班 6 名」、「若者

第 1，2 班各 6 名」の春期実験が 3 日間、さらに秋季に各組の実験が都合 4 日間予定さ

れている。 

 初日の感想は、天気さえ良ければ、我々被験者の対応は容易だが、測定結果には考察

時注意が必要な点がありそうなことである。 

・体温測定では日頃の値と少しかけ離れた値を示す場合があった。 

・血圧測定は実験開始時と終了時の値の変化量が片や 20 ㎜ Hg 位低下、片や同量位増加

のケースがあった。被験者に対し血圧計は前後で異なっていたら問題かもしれない。 

・作業は皆がそれぞれ勝手なことをやっていたが、それが測定結果に影響しないか危惧

される。実験計画にはその点への言及がないが、現場サイドが配慮すべきだったかも

知れない。 

・昼食迄準備して貰ったのは上記等も含め議論したいと向さんは思われたのかも知れま

せんが、3 密の観点があって思い至りませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実験開始早々のアンケート対応の様子   12 時少し前、今日の実験終了前の様子 

 

暑さ寒さも彼岸までと言われた通り 風がなく暖かい日差しで アンケートと測定の後に

畑と花壇のところで若干の作業は気持ちがよかった。2 日間の雨降りで春の花は生き生

きと咲き、チューリップやスイセンが素晴らしい。ネモフィラ・パンジー・ビオラ・ノー

スポール・カワラナデシコ・ハナダイコン等々、ハボタンが盛り上がって菜の花に ナノ

ハナ（アブラナ）の花は一面に咲いており お花畑です。ニワトコの花も咲き始めました。 


