
囲いやま森の会活動記録（第 538）

壱岐貞俊

日 時：2022.4.02(土）10:00～13:30 天気:晴

参加者：赤石/壱岐/櫻井/西岡/西澤/野口/野口 y/三嶋/森岡/森山/山口/山田

計 12 名

やや肌寒いが晴れ コロナ禍にめげず無事に新年度を迎えた。会員の皆さんの出足もよ

く、今年も力一杯「囲いやまの森」を楽しもうと申し合わせ、早速花壇・畑・ナラ枯れ対

策等の各組に分かれ 夫々に新年度の作業に取り掛かった。

1．打合せ等

・総会は今年もメールで議案を送付し 皆さんの承認を頂くことにする。

会計処理未済の案件があり、議案送付は後日になる。

・区画表示のロープが各所で切断されているが、特段の修復はしない。

・ステージ客席の養生はビニールシート巻きに変え、個別シート(50 円/枚)を購入。

・薪割り用の斧を購入する提案に賛成多数。

・会費は櫻井さんに徴収役になって貰った。

2．自然観察等

・開花：シュンラン、クロモジ、アケビ→

タチツボスミレ、ウグイスカグラ

3．作業等

・花壇：春の花苗植え付け

(ノースポール・ムルチコーレ・アグロステンマ)
・畑：サトイモ植付(種芋 1 畝分不足)、カボチャ苗定植

・ナラ枯れ対策 コナラ伐倒木の薪割り機の作業

・熊野神社への通路付近 クコの整枝とガラス破片等処理・監視カメラ据え付け

・自然植生観察エリア整備 コナラ伐倒木の小枝類集積箇所の整備はペンディング

          

         

                      ←花壇組↑サトイモ植付↓ガラス拾い

↑ナラ枯れ対策

優香さん薪割り挑戦→



ムルチコーレ   黄 パンジー・右 アグロステ

左 ネモフィラ   パンジー各色

白ノースポール   チューリップ各色



囲いやま森の会活動記録（第 539）

壱岐貞俊

日 時：2022.4.05(火）10:00～13:30 天気:曇

参加者：壱岐/野口/三嶋 計 3 名

ナラ枯れ枯死木 4 本について、市に依る伐倒から約 1 か月が過ぎたが、森に残されたカ

シナガ穿入部位の第 3 弾の処理に取り組んだ。前回玉切りした残り分をやっとの思いで処

理し、残りはヤマユリの小径付近の 2 本の伐倒木処理にこぎつけた。応援団の薪割機の他

に、斧も併用したが、高齢者にはしんどい作業である。無理が通るところもあったり、枝

分かれ部分の強靭さに泣かされたりしながらの作業だった。

1．打合せ等

・遊びの広場周りのコナラの小枝等の山積みは、秋のイベントまでにチッパー処理する。

2．自然観察等

・花芽確認；ウワミズサクラ イヌシデ(ステージ付近の散在)
3．作業等

・ナラ枯れ対策 コナラ伐倒木の玉切済分の後処理

コナラの強靭さが斧を使うとよくわかる 新規分の乾燥促進の為の薪積など



囲いやま森の会活動記録（第 540）

壱岐貞俊

日 時：2022.4.12(火）9:30～12:30 天気:晴

参加者：壱岐/野口計 2 名

先週火曜日に引き続き第 4 弾のナラ枯れ伐倒木処理に取り組んだ。今日は第 3，4 の伐

倒木の玉切りと玉切り木の消毒をした。玉切り木の斧又は薪割機による細断は次弾の作業

になる。野口さんにチェンソ―の手入れを任せ、壱岐は気晴らしを兼ね、タケノコ採集。

熊野神社へのお届けも済ませた。

1．打合せ等

・無し

2．自然観察等

・シュンランの発芽；ヤマユリの小径南のエリアに 10 本弱の発芽確認。

3．作業等

・ナラ枯れ対策 コナラ伐倒木 3，4 本目の玉切と消毒

                 3 本目の玉切り こちらは完了

4 本目の玉切り 燃料切れで終了



囲いやま森の会活動記録（第 541）

壱岐貞俊

日 時：2022.4.19(火）10:00～13:30     天気:晴

参加者：壱岐/奥村/櫻井/西岡/西澤/野口/福元/三嶋/森岡/山口/山田 計 11 名

天気予報がなかなか定まらなかったが、結局好天に恵まれた。総会資料・ＯＦチラシ・

まつど森ずかん を配付し、手元で資料を見ての総会を行った。イベント対応、役割分担の

変更、更に三菱 UFJ 環境財団助成金の使途等の概略説明の後、皆さんと質疑応答を交えて

議案は了承された。

1．打合せ等

・4 月 29 日（祝）の 21 世紀の森と広場で開催の「緑と花のフェスティバル」担当は

山田さん。野口・三嶋・壱岐はスタッフで出席

・植生観察エリアの境界付近にアマナの発芽あり。コナラ小枝のチップ化時の対応検討

要。又、前報でヤマユリエリア付近で発芽を確認したのはキンランと混同していた。

・26 日(火) 畑：芋畝作り。尚、苗購入は西岡さん。ナラ枯れ対策班：臨時作業予定。

・準会員の福元さん：自転車での参加可否を試してみて、可能なら通常参加との事。

・コナラの実生苗木が林内に多数生育している。ナラ枯れ対応上、自家増殖に挑戦する。

2．自然観察等

・開花：イヌザクラ、ウワミズザクラ(終末期)、ムラサキケマン、ホウチャクソウ、

ジュウニヒトエ、ヤブニンジン、マルバスミレ→

発芽：ヤマユリ、キンラン、ムサシアブミ、サトイモ

3．作業等

・ナラ枯れ対策：穿入防止ネット巻き(2 本)、伐倒木処理

・畑：畑北側境界付近の雑草処理、芋畝確認（苗数 100 本）

カボチャとピーマンを植えた。

・花壇：道沿いにきれいに咲き、雑草処理等

ネット巻き(穿入防止)  伐倒木処理(細断)   道路際の花壇(先が霞んで？見える)

              ←今日の収穫物の数々

               作業後のコーヒーも

アマナ→



囲いやま森の会活動記録（第 542）

壱岐貞俊

日 時：2022.4.26(火）9:30～12:00 天気:曇

参加者：壱岐/野口 計 2 名

畑組は空模様を見て自粛した様で、ナラ枯れ対応のみの作業になった。

今日の作業を終えたところで、4 本の伐倒木の後処理もやっと峠を越した感がある。

1．打合せ等

・5 月 25 日、「里山センターの講座」を囲いやまの森で開催することが決定。

2．自然観察等

・キンランの開花をヤマユリの小径南のエリアで確認。

3．作業等

・ナラ枯れ対策 コナラ伐倒木 3，4 本目の残りを玉切完了。

        同上の切株にカシナガ脱出防止ネット敷設。

        コナラの実生苗の鉢上げ等。

玉切り処理対象 結果は現場で確認乞う

                     

                            

                    実生苗の鉢上げ状況

                    

                 ←切り株へのネット敷設（3/4 完了）



囲いやま森の会活動記録（第 543） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.5.07(土）10:00～12:30       天気:曇 

参加者：赤石/壱岐/奥村/櫻井/中島/西岡/西澤/野口/野口 y/三嶋/森岡/森山/山口/山田

計 14名 

不安定な空模様のまま午前中は何とか持ったが、いざ散会の頃から結構な雨に見舞わ

れた。いつもは簡単に終わる打合せでは、15日から開催予定の第 10回ＯＦ への対応を

入念に確認しあった。特にコロナ対策の実施、アンケート依頼に合わせて行う寄付金獲

得への働きかけなどは、皆さんに相当のインパクトがあったようだ。 

現時点でのナラ枯れ対応は臨時作業での処理を含め、目途がついた状況。 

但し、皆の目での気付き事項は大歓迎である。 

1．打合せ等 

・15 日(日)の OF 準備(遊具、受付関連準備)は 

9 時開始。 

・中央学院大の一般向け講座の開催受け入れ 

(5 月 25 日)。 

・子どもっとのイベント応諾予定 時期は 

来年 1 月。 

2．自然観察等 

・開花：イバラ（に蜂）、ハルジオン、キンラン 

ギンラン 

・結実：ウグイスカグラ 

・若葉；シロダモ 

・生育確認；ムサシアブミ(発電機小屋作業で除去懸念種？) 

3．作業等 

・各所刈払；入口、西側雑草地、ステージ後方から畑への通路、畑入口から倉庫等 

・畑：芋畝開墾 畑西側土手の雑草を鎌による刈取り  

・花壇、花壇通路：雑草処理等 

4.その他 

・監視カメラの画像紹介(by 山田) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花壇周囲の雑草が消え花壇が際立つ  実生のコナラ苗木育成状況 

キンラン    ギンラン 



囲いやま森の会活動記録（第 544、545） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.5.10(火）10:00～12:00  天気:晴 

参加者：野口/三嶋    計 2名 

ＯＦを控え、森各所の刈払とナラ枯れ対応のうちカシナガ穿入対策の為のネット巻き

を舞台後方と西側エリアのコナラについて実施。園路を刈払機で除草整備。 

 

日 時：2022.5.15(日) 9:00～15:30 

参加者：壱岐/櫻井/中島/西岡/西澤/野口/三嶋/森岡/森山 計 9 名 

来客 ：52 名(内子ども 17 名) 募金：￥4,291 

第 10 回のＯF を迎えた。9 時には予定通り遊具や受付等の準備を始め、10 時過ぎに

はぼつぼつ来客を迎えた。足並みは緩やかだが順調で、其々個々に対応するゆとりがあ

る。50 名強の来客には初夏の森を心ゆくまで楽しんで貰えたと思う。募金も、お土産に

つけた野口さん作の木工品人気も有り、予想外の額になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スラックライン/木登りネット/ハンモック等   受付のテーブルに手作りのお土産と募金箱も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木登りネット,この子は勇敢 スラックラインは人気の的 通路の手直し(裏方の支え) 



囲いやま森の会活動記録（第 546） 

壱岐貞俊 

日 時：2022. 5.17(火）9:30～12:30       天気:曇 

参加者：赤石/壱岐/奥村/櫻井/西岡/西澤/野口/三嶋/山口   計 9名 

 

当方にはＯＦ2 日目だが、週日であることと空模様から来客は期待できないが、受付

は、万全の態勢を組み、遊具等は一部割愛し待機。一方、北及び西縁の刈払、ヤマユリ観

察エリアの整備、ナラ枯れで伐倒したコナラの切株養生等、OFの来場者に期待しながら

各自の懸案作業を楽しんだ。 

中でも、赤石さんがステージ横で、背の丈くらいに育ったコナラに巻き付いた蔓と格闘

していたが、このコナラは彼女が入会して初めての作業として移植したのだそうだ。 

また、野口さん 山口さんは、嘗て移植した？ 栴檀に結構な大きさの小枝が成長してい

るのを除伐したそうで、この森の歴史や、それぞれの思いを感じさせられた次第である。 

結局、本日の来客はゼロであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コナラ切株養生             赤石さんとコナラ幼木 

 

 

  

 

 

 

 

シロキクラゲ        北縁の様子 

 

                 若い子には負けない→ 

              ←受付は開店休業 

 



囲いやま森の会活動記録（第 547） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.5.22(日）9:00～16:00       天気:晴 

参加者：壱岐/櫻井/中島/西岡/野口/野口 y/三嶋/森山    計 8名 

 

ＯＦ-10の天候は 初日 5月 14日（土）と 21日（土）は雨に降られたが最終日は天気も

良く 多くの家族連れを期待したが、近隣小学校 運動会の放送が聞こえてくる状況で 期

待外れであったため、児童連れが少なく高齢者の方々が来森 70 名の受付があり、まず

まずの賑わいでした。中１の孫が栗ヶ沢中で野球の練習試合にデビューするのが気がか

りで途中抜けだしたため、今回の呼び物「野口 yさんとその仲間の歌の会」を見逃した。

ステージの設営は発電機を設置して拡声機の音響があり、鳥の鳴き声の応援もあり、 

最後に 皆で歌いましょう「花は咲く」の合唱で盛り上がりました。 

来森数：70 名(内子ども 8 名)、募金：￥4,810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兄弟でハンモックごっこ           音楽隊の見送り(荷物運びも手伝う) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           受付準備中の 3 人組の様子  

 

 

 

ゆったり自然観察の若人  工作コーナーは客足絶えず 

同伴の親父殿に発電機運搬の助勢依頼 

 

ジャガイモ開花→ 



 



囲いやま森の会活動記録（第 548） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.5.24(火）9:30～12:30       天気:晴 

参加者：壱岐/野口/森山                 計 3名 

 

 22 日の OF 時にナラ枯れ伐倒木近傍のコナラに大量のフラスを見つけた。カシナガの

飛び出し前なら脱出防止が間に合うと思い、野口さんに相談し臨時作業に臨んだ。小 1

時間程で簡易な処理を施した。根元の脱出防止は別途実施要。 

1．打合せ等 

・5 月 25 日、囲いやまの森で「中央学院大学の市民講座」に協力する。 

2．自然観察等 

・ヤマユリの新株をステージ直通の東側通路脇で確認。 

3．作業等 

・ナラ枯れ対策で伐倒済コナラ近傍にある別のコナラへのカシナガ脱出防止網巻き付け。 

・同上近傍の穴内のコナラ伐倒木搬出の為の切断。 

・ナラ枯れ対策で乾燥中の薪状物を搬出開始。 

・北側右手倉庫の改造に着手。内部の片付と棚増設着手。 

 

               ←新たな脱出防止網掛 

      

 

                新発見のヤマユリ→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 ナラ枯れ対策木の搬出    倉庫改造に着手→ 



囲いやま森の会活動記録（第 549、550） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.5.25(水）10:00～12:00       天気:晴 

参加者：壱岐/西岡/野口/山口               計 4名 

会員外；伊藤/藤田（県里山センター） 中央学院大市民講座受講生 10名＋１                           

  

 中央学院大市民講座の全 3 回の 2 回目を、県里山センターに協力し「囲いやまの森」

で実施した。「囲いやま森の会」が「長く活動を続けてきた森」という位置づけで「その

活動状況の紹介」をした。西岡さんは畑の雑草取りに精を出しておられた。 

 

日 時：2022.6.04(土)10:00～13:00       天気：晴れ 

参加者：赤石/壱岐/久保/櫻井/中島/西岡/西澤/野口/野口 y/森岡/森山/山口/山田,13名 

 

5 月 7 日以来の参加者 10 名以上、更に入門講座 18 期生の新入会員誕生で賑やかな会

になった。作業終了後、皆で野口さん心づくしのコーヒ―を頂くが、いつもの雑談では

なく各グループの成果を披露しあった。その中で、このところ発見が相次ぐ新貴重種の

場所について、皆がイメージを共有できていないことが判明した。エリア名のフォロー

を実際に合わせ見直すことにした。久保さん入会の記念になるかな。 

1．打合せ等 

・会の領収書は「囲いやま森の会」宛を銘記すること。（三菱 UFJ 環境財団からの要望） 

・「子どもっと松戸」のイベント：森で遊ぼう(1 月 15 日(日))を受諾した。 

・東葛地区のコカリナサークル共演のコンサートの案内(ウクライナの子供たち支援兼) 

・里やまボランティア入門講座 18 期生の久保さん(S32 生)入会。当面、土のみ参加。 

・倉庫の改造に着手。会員の物置は南側倉庫で考慮予定。要望は野口さんか壱岐迄。 

・応援団の研修会 6 月 19 日アーボリスト実演会等 

2．自然観察等 

・開花：ムラサキシキブ、ハマヒルガオ 

 結実：クワ、ハナイカダ→ 

3．作業等 

・穴等に伐倒されたコナラ等牽引(9 本、久保さん奮闘)  

・監視カメラ移設（区画紐 食いちぎり動物調査の為） 

・自然植生観察エリア等、雑草、笹刈 

・サトイモ畝等雑草取り、ジャガイモ試し堀 

 

                ←ウインチで牽引 

                 操作は久保さん 

                   

除草と収穫→ 

 

 

  



囲いやま森の会活動記録（第 551） 

壱岐貞俊 

日 時：2022.6.07(火）9:30～14:00    天気:曇のち小雨 

参加者：壱岐/西岡/野口              計 3名 

                           

 梅雨入りしたらしいが、何とか持ちそうなので、倉庫改修、ナラ枯れ対策のネット巻

き、更に西岡さんが入荷難のイモ苗をゲットされたので、イモ苗植え付けを今日の作業

メニューに加え森に赴く。 

1． 打合せ等  割愛 

2． 自然観察等 割愛 

3． 作業等 

(1)倉庫等の作業状況は以下の通り。(今日現在) 

・北側倉庫左側：棚増設完了。 

・同右側：棚作りを完了。熊手等の収納フック未。入口ドア後方はオープンスペース。 

・大型運搬車：取り外し可の落下防止枠製作完。 

・南側倉庫：会員のロッカー機能を持たせる改造を検討。今後の作業になる。 

・各倉庫共通：屋根の一部葺き替え要。 

(2)ナラ枯れ対策のうち ネット巻き 

・先日幹回りの巻き付けを完了したものについて、 

裾部のネット巻き付け完。 

タッカーでの固定が未。 

(3)イモ苗植え付け 

      西岡さんが頑張って 40本の植付→ 

      右端の雑草地は落花生を予定 

    真ん中の畝らしい箇所:今後植付け予定 

・購入した 40本について、一部畝作りと植付け、一部畝はそのまま雑草に構わず、植穴

を堀りその中に西岡さんが植え付け。後日芋畝の雑草処理を皆さんにお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カートの落下防止枠                                     カシナガ脱出防止ネット  

 

                                                  ←奥に見える倉庫の背面 

                                                       は 3段の棚完了 
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壱岐貞俊 

日 時：2022.6.21(火）9:30～12:30    天気:晴 

参加者：壱岐/櫻井/西澤/野口/三嶋/森岡/森山/山口 計 8名 

会員外:佐竹/田中 進氏(ティンホイッスル奏者)/増木(千葉大柳井研) 

梅雨はまだ序の口位の感じで受け取っているが、雑草の勢いは凄まじくとても処理が

追い付かない。そんな中だが秋の森での演奏会要員としてテインホイッスル奏者の吉田

さんが、佐竹さんの案内でお出でになった。ステージは使わず森のあちこちで演奏した

いという希望をお持ちの様で あそびの森が適当かとなった。期待が持てそうである。 

 今日は、仲間はゴミ分別との格闘である。 

1． 打合せ等  

ゴミ分別を周知した。ポイントは、ビニールは小物可燃物に分類すること。 

不燃物、ガラス、金属類は同じ袋でよいことの 2点。 

2． 自然観察等  

蕾:ヤマユリ、開花:ナンテン 

結実；クワ(赤色の段階)、フタリシズカ→ 

3． 作業等 

1)ゴミの分別、搬出措置 

2)野口 yさん準備の落花生苗植え付け 

3)南倉庫改造検討 等 

4)花苗：ポーチェラカ・サルビア・ブルーサルビア・メランポジウム・マリーゴールド 

夏用の花苗 9ケースを花壇に植付け完了 

                 ←ゴミ分別の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ↑落花生苗はうまく 1畝に収まる 

                  ←約 1時間で搬出場所に移動完 


