
囲いやま森の会活動記録（第 515回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.02(土）9:30～13:00       天気:晴 

参加者:壱岐/袁/奥村/向/櫻井/中島//西岡/西澤/西田/庭野/野口/野口 y/福元/三嶋

森山   計 15名 

会員外:佐竹(1期)/川上(地域活躍塾) 向さんの実験協力者 １名 

このところ向さんの実験で毎朝のミーチングができず、会員の皆さんには不便をかけて

いるが、まして、会員外の方や久しぶりの会員が多いと、意思疎通がスムーズではなく、

活動の終わりもまちまちで、何とも締まりのない 1 日になってしまった。不手際につい

てはご容赦願いたい。 

活躍塾の川上さんは三嶋さんがフルアテンド。心から楽しまれたようで何よりでした。 

舞台の方は佐竹さんの采配で久しぶりの西田･庭野両氏は獅子奮迅の活躍。若さは頼もし

いですね。出席の頻度を上げて貰えると助かります。 

1．打合せ等 

・23 日のステージ準備等の集合は 11 時。ときわ平駅に迎え要員派遣を予定。 

・23 日の音楽会参加者については、事前申し込み要。(今日の確認結果を事務局に送付) 

2．自然観察等  

 開花；イヌタデ（アカマンマ）、シャクチリソバ(タデ科)⇒ 

3．作業等 

・「囲いやま森の会」会員が被験者の向さんの実験。 

実験の一環として、遊びの広場の笹除去等作業。 

・ステージ回り整備。（前列廃止、座板取り換え等） 

・花苗植栽。畑エリア刈払。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アズマネザサと格闘   向さんの実験終了後のひと踏ん張り 

 

木漏れ日の中でステージの整備   森の園路を整備 地域活躍塾の川上さん   ベコニア ジニアを綺麗に植栽 



囲いやま森の会活動記録（第 516回)  

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.05(火）10:00～13:00    天気:晴 

参加者：壱岐/野口 

 

 10 月 2 日、大勢で取り組んだ音楽会等イベント準備で、ステージ客席の据え付け

が急ぎの残作業になり、今日臨時作業で据え付け完にこぎつけた。 

今日の作業は、座席版基礎用として、遊びの広場に散在させていたコナラ玉切り丸太

10 個弱の移動、その加工、座席版 3 本の据え付け、及び各座面レベル調整等一連の

作業をこなした。19日の作業日に皆さんの評価に供し必要な改造を予定します。 

尚、自然観察等割愛します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台板の加工               座面の仕上げ加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 客席追加 3列目完成、（右手の 1本は補修用台板） 出入口付近に放置の丸太玉切               

                         



囲いやま森の会活動記録（第 516回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.12(火）10:00～13:00  天気:曇 

参加者：壱岐/庭野/三嶋 

 私事で恐縮だが、9時半過ぎ定期健診から帰宅したが、今にも雨の模様である。 

常連一人の欠席は判っていたので、チェンソ―作業無しの積りで森についてみると、 

珍しく庭野さんがお待ちかねであった。その内、三吉の森でのチッパー作業の世話を

終えた三嶋さんも来られ、賑やかになった。 

 庭野さんは、私の助手として、西北場外の草地に倒れた枯木の処理、長谷川さんに

分けて貰った花桃の移植、それが終わるや、遊びの広場整備として、アオキ・シュロ・

ササ等の切株処理等、息継ぐ時間もない 2時間を過ごされた。この次の参加が見通せ

ないので、サツマイモ・サトイモの試し掘りをし、少しばかりだが持ち帰って貰った。 

私は、庭野さんのお陰で、チェンソ―での倒木玉切り等をこなせた。 

三嶋さんは 入口からステージ迄の通路と分かるように熊手で落ち葉掻きをした。 

昨日、囲いやまの森で、佐竹さんが講師の工作講習会？が開かれたが、”蚊取り線香

“がないと三嶋さんから電話連絡があった。会運営上の問題点が明るみに出たと思

うが、私が関心のないことは往々にして管理が行き届かない。皆さんと対応を考えな

るべき課題が明るみになったと思う次第です。蚊取線香・痒み薬・サビオを購入 

 

                     ←酷い枯れの為、切味を誤解しそう 

                     長谷川さん曰く 

「赤い車、無くて良かった」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑現場監理員時代髣髴 

但し、ヘルメット貸与忘れは厳罰→ 



囲いやま森の会活動記録（第 518回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.14(木）9:00～13:00  天気:晴 

参加者：壱岐/袁/向/西岡/野口/福元/三嶋 

会員外：いいなの会 羽根/山本/黛/久保/福本/渕上 

里やま講座 金井/石崎/高木/松田/小川/横山/林、み花課：中山・岩田 

  向さんの実験と 19期の「里やま講座」2目目を同時開催した。 

 

(1)西岡さんは、先日来「囲いやま森の会」のＯＦ対応が不徹底だと危惧されて、 

私との意思統一を図るべく朝一での来森で、コロナ対応の注意点などを意見交換

し、更に女性陣への声掛けに努めて貰うことにした。 

(2)遊具の準備は、17日当日の 9時集合で 遊具の種類、数量を限定しできる範囲で

準備することを 野口さんと確認した。 

(3)ステージを使用して行われた午前中の里やま講座は、ゆったりした空間で適度な

緊張案もあり、一味違った講座のように見受けられた。座席の座り心地も見る限

り悪くはなさそうで、10月 23日（土）音楽会も問題なかろうと感じられた。 

(4)向さんの実験だが、作業は遊びの広場の拡張に伴い必要になった事項： 

(1)切り株の除去、(2)常緑小木の抜根、(3)数年前の「森の美術展」に際し生じた

解体廃棄物の山片付で これらを見事にこなしてくれた。 

但し、遊びの広場全般について、特に「笹の切り株の処理」は残作業です。 

向さんの実験は、私が対象の「心拍計」に関する追試を残すのみとなった。 

(5)講座：受講生 15名 ①里やまボランティアって？ ②森の安全心得、 

③森での作業体験、④工作体験、⑤オプションで「樹護の会」訪問 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  里やま講座の様子          遊びの広場 中央部のゴミの山消滅 

                    切り株消滅は笹処理時に確認下さい 

 

森のお楽しみ体験 囲いやまの森で 竹の工作は楽しいひと時でした  今日の「ふりかえり」 



囲いやま森の会活動記録（第 519回)  

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.19(火）9:30～12:30       天気:曇 

参加者:壱岐/向/櫻井/姜/西澤/野口/三嶋/森岡/山口   計 9名 

会員外:佐竹(1期) 

 

ここ数日、秋を通り越しいきなり初冬の気配で、今日はその上、朝から小雨模様で、

何とも気の進まない空模様である。8時過ぎ、入門講座生の岩城さんの問い合わせに、ち

ょっと遠慮？して自己判断を促した。遅めに森に来てみると、女性 2 人の助勢を得て、

三嶋さんの西縁刈払もたけなわの様子。結局、佐竹さんもお出でになり、週末の音楽会

準備に勤しんだ。 

尚、向さんの実験は今日、私の追試が済み、完了。皆さんのご協力に感謝します。 

向さん後輩で、実験に参加した姜（かん）さんが入会。 

1．打合せ等 

・23 日の集合は 11 時。女性はステージのカバー掛け。（カバーと縛り紐は在庫確認） 

男性は舞台作り、受付台・ハープ運搬等。受付備えの資料等は三嶋さん一任。 

・24 日の OF は集合 11 時。遊具はスラックラインとハンモック。 

2．自然観察等 

 結果；カラスウリ  

 開花；シャクチリソバ、クサギ、クコ(→)  

3．作業等 

・北縁、西縁の一部刈払。 

・遊びの広場周囲他に区画明示の紐張回し 

・遊びの広場：建築廃材処理、切り株・ササ処理等 

・西縁刈払後出てきたゴミの回収 

 

                ←音楽会、OF に向け久しぶりにお色直しした西縁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     解体廃棄物・切り株・ササ等処理作業 

                      

                ←4 年振りの音楽会、開催成るか(寒いのも問題？) 

 



211026 里やま講座 19期生 松平かほるさん 実地体験の記録 

1015～1045 森の案内 ステージ、ナラ枯れに関心あり 

1050～1115 通用口付近の片付  

1120～1330 長谷川さん提供の苗木 2本移植 

  



囲いやま森の会活動記録（第 520回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.23(土）11時～15時 30分   天気:晴れ 

参加者:赤石/壱岐/奥村/中島/西岡/西澤/野口/野口 y/三嶋/山口 計 10名 

一起の会：佐竹・高橋・高木・黛・（山口）、一般参加者：38名  計 69名 

ハープ邊見：2名、コカリナサークル森の音：10名、オカリナＧＯＮ：5名 

 

前日の雨降りが嘘のように晴れわたった晴天になり、11 時前には 入口のクサリを外し 

のぼり旗を掲げステージはコンパネを敷いて 丸太イスに養生を取付け等々。遊びの広場

にテーブルをセットして受付準備をしました。 

12時前には邊見さんが到着で 2m近くで 40㎏のハープを荷下ろし カートでステージま

で ステージ中央にセットして開演を待ちました。育苗圃で演奏の練習をしていたコカリ

ナ 森の音が 「風が強くて譜面台が飛ばされるくらいで往生しました」との話しが 森の

中 特にステージ辺りは無風の感じで 鳥が鳴き 危険を感じる状況ではありませんでし

た。寒い日でしたが 陽がさして よかったですね。 

一般参加者の出足は悪かったけれど 13時に開演：佐竹さんの進行で 先ずは 壱岐さんの

ご挨拶。続いて「森で楽しむ音楽会」の開演は ①ハープ演奏の邊見美帆子さん、②コカ

リナサークル森の音、③オカリナＧＯＮの順番で 15時過ぎまで演奏を楽しみました。 

終了後は 各々分担しながら手慣れたもので 後片付けはスムースに完了、ふりかえりで

は  ①スタッフ皆さんの協力のおかげと天気に恵まれ、事故もなく よい音楽会でした。 

②佐竹さんは 出演者との連絡、申込み受付、当日の受付、司会進行等々 ご苦労様でし

た。③一般参加者の出足が悪く 開場時間を早めるなど 次回からの検討。④熊野神社の

トイレを使用させていただいて 案内したが まとまって行くと混雑して時間がかかった。

当日だけでも案内標識を検討。⑤コロナ感染症対策で 名簿チェックリストを作成してマ

スク着用・アルコール消毒・検温・体調確認を行ったが、非接触体温計 3 台は低温下で

うまく機能しなかった。 

 

ご挨拶 ハープ 邊見さん 

コカリナ 森の音 オカリナ GON 



 

 

森で楽しむ音楽会 
囲いやまの森 金ケ作 

2021年 10月 23日（土）13～15時  参加者： スタッフ 14名、演奏者 17名、一般 38名 

 出演：ハープ奏者 邊見美帆子   コカリナサークル 森の音   オカリナ ＧＯＮ 

囲いやまご挨拶 邊見さんのハープ オカリナとハープのコラボ 

森の音 コカリナ演奏 ＧＯＮ オカリナ演奏 



囲いやま森の会活動記録（第 521回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.10.24(日）9:00～16:30       天気:晴 

参加者:赤石/壱岐/櫻井/西岡/西澤/野口/福本/森山/山口   計 9名 

会員外:OFのゲスト 大人 10名、子供 7名 

 

昨日の「森で楽しむ音楽会」に続き、晴天に恵まれた。朝 9 時の集合に皆さん遅れず

に集まり、受付と遊具準備の二手に分かれ、そそくさと準備にかかる。受付の要点はコ

ロナ対応の検温、連絡先の確認だが、来客の出足が思わしくないのも手伝い、余裕しゃ

くしゃくの様子。片や、遊具準備は、ハンモック 2 か所とスラックラインの予定だった

が、開場にはゆとりをもって恒例の大ブランコ迄セットできた。 

入場者は多くないがその分、子供の相手ができ親子に喜ばれる場面が多くなったし、

殆どのゲストと親しく会話するチャンスに恵まれた。コロナ禍の折だから、森の中で 

秋の風情を感じながらゆっくりハンモックに揺られ瞑想にふけるのもゲストには他所で

は得にくい機会になったようで、押しなべて皆さんの口調に柔らかさが感じられた。我々

には昨日の音楽会の盛況に少なからず感動を覚えた余韻があったことは否めない。 

 余暇時間には、ステージ近傍の階段補修、長谷川さん提供の蠟梅移植、作業広場座席

の配置改善、通路上の枯れ枝除去等一寸したことだが、後回しになりがちな懸案事項類

もこなした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑受付手順確認 ↓大人も遊具遊び    ↑遊具設置 ↓親子の光景(今日は独占) 

 

 

  



10月 30日（土）13時～ 

あそびの森 実行委員会で 11月 21日に開催の各団体ブースの位置決め詳細打合せ 

 



囲いやま森の会活動記録（第 522回)  

壱岐貞俊 

日 時：2021.11.06(日）9:30～13:00       天気:晴 

参加者:赤石/壱岐/櫻井/中島/西岡/西澤/庭野/野口/野口ｙ/福元/森岡/森山/山口 

   計 13名    

会員外:岩城(活躍塾)/山田(活躍塾 実地体験のみ)   

 

 好天に恵まれ、若い活躍塾生も加わり、サツマイモ･サトイモの収穫に賑わった。おま

けに、山口さんの苦心が実ったかシイタケ・ナメコの爆発的発生、更に山口さんの通路

にヒラタケの大発生があり、悉く今日の収穫物になった。 

(1)打合せ等 

・11月 21日(日)の「遊びの森 in k囲いやま」参加予定者チェック 9名が予定 

・12月 7日(火)の STEP UP講座出席予定者 野口さんのみ 

(2)自然観察等 

・結実：ナンテン、マユミ、カラスウリ、サワフタギ→ 

(3)作業等 

・遊びの広場について枯れ枝などの危険木調査と処理 

・サトイモ・サツマイモ・落花生・シイタケ・ナメコ・ヒラタケ等収穫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ヒラタケの生り様 

 ↑シイタケ豊作 嘗て見たことのない生育振り 

 

 

 

 

 

 

 

 落花生組           サツマイモ組      山分けの模様 



囲いやま森の会活動記録（第 523回日 時：2021.11.16(火）10:00～14:00 

      天気:晴 

参加者:赤石/壱岐/櫻井/西澤/西田/野口/福元/三嶋/森岡/山口 計 10名    

 

 21日の「遊びの森 in 囲いやま」に向け、前回作業日のパトロールで、遊びの広場の

ナラ枯れ被害木 2本に夫々枯れ枝があり、危険木として対処要としていたものの処理と、

各ブースに充てる広場のうち、ケンポナシやステージエリア等の刈払に勤しんだ。 

又、花壇チームはチューリップの植付に精を出した。 

(1)打合せ等 

・待望のヘルメットが入荷し、参加者に手渡した。使用済みのは手入れ後ゲスト用に充

てる予定。今後取り換えは各人自発的に申し出ください。 

・サトイモ、サツマイモは堀残しがあるので、21日のイベント 

 に提供予定。 

(2)自然観察等 

・結実：ヤブコウジ、マンリョウ。リュウノヒゲ 

・その他：オオタカ？→           宴の後か→              

(3)作業等 

・遊びの広場のコナラ枯れ枝 2本の処理。西田・壱岐がそれぞれ都合 1000回以上、交互

に高枝切を引いた。(切断部直径は 15 から 20 センチ位)  野口・山口・三嶋さんは

安全確認とロープワーク、及び落下木の処理等。 

 久しぶりに 2時過ぎまでの残業になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チューリップ植付け    枝落下の状況       ケンポナシエリア整備 

 

               ←落下直前の枝(左図中央の横木) 



あそびの森 in囲いやま 写真報告 

日 時：2021.11.21(日）8：30～15：30    天気:晴 

参加者:里やま応援団 30名、協力団体 50名、一般参加者 73名、内子ども 54名  

 

入口 ミーティング 

受付 キッチンカー 

クラフト  竹ポックリ  

紙芝居  遊びの広場 



囲いやま森の会活動記録（第 524回)  

壱岐貞俊 

日 時：2021.12.04(土）9:30～13:00    天気:晴 

参加者:赤石/壱岐/櫻井/中島/西岡/野口/野口ｙ/三嶋/森岡/森山/山口 計 11名 

会員外:三角(5期)/石川(千葉大、修士)/山田/武本(桜井さんの紹介) 

 

 連日晴天に恵まれている。コロナもオミクロン株の脅威が懸念されるが、今は未だ静

かである。会員外も多士済々の方がお見えになり小春日の活動を有意義に過ごせたよう

だ。作業後、野口さんのコーヒーの他、三角さんから「囲いやまの芋」入りケーキをごち

そうになった。 

(1)打合せ等 

・11月 21日(日)の「あそびの森 in 囲いやま」スタッフも合わせ 153 名の参加であった。 

・第 10回のＯＦは 2022年 5/14(土)～22(日)。囲いやまの公開日は 5/15,22の 2日間とする。 

・ＯＦのガイドブックで、各森の紹介を改訂する。当森の改訂案は野口さんにお願い。 

・今年度の予算残は作業広場北側の倉庫 2棟の改修に充てる予定。 

・千葉大修士の石川さんは修士論文を、松戸市内で展開される里やま活動に焦点を当て

て取り組まれており、今日「囲いやま」に来られ、野口・三嶋が対応された。 

(2)自然観察等 

・割愛 

(3)作業等 

・北側広場のシラカシ(胸高直径約 20cm)伐倒、片付け。 

・植生観察エリアの笹除伐。 

・ハボタン・パンジーの植付け、ベコニアの冬対策作業 

・ネギ・シイタケ収穫 

・ヤマユリの咲く広場東側の枯木除伐等。 

                 

 

 

 

                           ↑ネギ収穫、欠席者配慮 

                           ←北縁まで日差しヨシ！ 

 

↑ロープワークにも興味津々 

↓植生観察エリア笹除伐開始 

          

                

               山田さん、待望の伐倒→ 

 

 

 

 



ベコニアを７ヶのプランターに移して、冬越しはケンポナシの台の上に置き 

来週はハボタンを少々入手して植えましょう。 



囲いやま森の会活動記録（第 525回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.12.14(火）10:00～12:00    天気:小雨 

参加者：壱岐/櫻井/西岡/三嶋              計 4名 

 

三嶋さんの花苗入荷連絡に呼応し小雨の中花壇作業に勤しんだ。併せて、向かいの露

店商長谷川さんから花桃等 3 本の花木提供を受け、日当たりが改善した北西広場に移植

した。 

1．打合せ等   割愛 

2．自然観察等  割愛 

3．作業等 

・掲示更新 

・ベコニア等植え替えブロックの笹・ヤブガラシ除去と施肥 

・ハボタン、パンジー等定植 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビオネスト前面に 2 本の花木仮植え 

 

              花壇更新の様子 



囲いやま森の会活動記録（第 526回) 

壱岐貞俊 

日 時：2021.12.21(火）10:00～12:30  天気:晴 

参加者：壱岐/奥村/櫻井/西岡/西澤/野口/福元/三嶋/森岡 計 9名 

会員外：石川(千葉大) 

1．打合せ等 

・ナラ枯れ対策のうち、市に依る伐倒は「囲いやま」3 本で決定。該当木のネットは取り

外す。 

・来年の初回作業日は、第 2 土曜日の 8 日に変更。 

・千葉大、石川さんの修論協力について、彼女からアンケート調査票が各出席者に手渡

された。今年中の郵送返却を要請された。欠席者には壱岐から「アンケート書類」を

メールするが、メール返送は三嶋さん宛の事。 

・福元さん 満足な活動不可につき通常活動辞退、会費免除の準会員扱。 

2．自然観察等 

・鳥類：シジュウカラ、エナガ、メジロ、ヒヨドリ 

・結実他：マユミ、マンリョウ、リュウノヒゲ、ドングリの芽生え  → 

3．作業等 

・北西エリアの日照改善：シロダモ伐倒 

・ナラ枯れで伐倒処理予定のコナラにつき、カシナガ侵入防止ネット除去 

・花壇の除草・水やり等：お正月を迎える寒さに強いお花 ハボタン・パンジィー 

ベコニアは養生しました。 

・畑南側のマユミ剪定 

 

 

 

 

 

 

                 

↑花壇組 

                伐倒木処理中の野口さん→ 

                北側の日当たり大幅改善 

 ↑賑やかにマユミ剪定 

 

  

                 ←リュウノヒゲの瑠璃色の実 

                  ネットを外した伐倒予定木→ 


