
緑ネット通信 38 号 2013.1.25 

  1 

 

                
 
                              No.3８ 
 

 

都市の緑を残すには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動テーマは「みどり」、とくに
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携し、その輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。 

 
緑のネットワーク・まつど 

 
 代表：川上将夫   

年会費：1000 円 

  連絡先：高橋盛男 090- 2935- 9444  

渋谷孝子 04-7153-5392 

 

 

≪特集≫ 里やまボランティア入門講座開講 10年間をふりかえる 

素敵な森の仲間たちへの感謝をこめて 
緑のネットワーク・まつど副代表 高橋 盛男   

「一緒に考え行動する仲間づくり」が出発点 

「人間、ものを教わったところで、そうそう動き出しはし

ない」と思っていた。数々の講座や学習会で、知識欲は

旺盛だが、自ら行動を起こそうとはしない人々を多く見て

いた。だから「樹林地保全の担い手を育てる講座を」とい

う話が持ち上がったとき、あまり気乗りがしなかった。 

だが、渋谷孝子さんの講座案を見たとき「これはイケる

かも」と思い直した。そのコンセプトが、緑の現況や保全

手法を単に「教える」のではなく、「松戸の緑について一

緒に考え、行動する仲間づくり」を柱としていたからだ。 

 それが 2002 年、松戸市緑推進委員会の樹林地保全

部会でのこと。私と渋谷さんは、その部会のメンバー

だった。翌 2003 年秋に「里やまボランティア入門講

座」を同部会とみどりと花の課の共催、緑ネットなど

既存団体の協力で開講。第１期の修了者は「松戸里や

ま応援団」（現・一起の会）を設立して活動に入った。 

 翌年から講座は、緑推進委員会の部会から市民団体、

中間支援組織、そして行政による３者協働の運営に移さ

れたが、周知のようにこの講座の修了者は毎年、自ら団

体を立ち上げ、継続して樹林地の保全活動に取り組んで

いる。今日、松戸市の里やま活動は、講座各期の修了者

による「松戸里やま応援団」10団体に、既存・関係団体を

加えると 18団体におよぶ。 

 

里やま講座を通して培われていった「協働」 

 正直なところ当初、里やま講座が 10年も続き、その後も

今日ほどの広がりを見せるとは予想もしなかった。けれど

も、今ふり返ると講座の誕生にいたる 2002年～03年が、

松戸の緑政の大きな転換点となったのではないかと思う。 

 何よりも大きな変化は、委員会の部会活動や講座の運

営を通して、市民と行政が緑の保全について、それこそ

「一緒に考え、行動する場」ができたことだ。 

 また、この「協働の場」の意義を、樹林地保全の行政担

当部署であるみどりと花の課が重くとらえ、講座の運営の

みならず、これまでさまざまな面で里やま活動を支えてく

れたことも大きい。 

 2002年は、山林所有者による「ふるさと森の会」が設立

された年でもある。市民と行政の協働、団体相互あるいは

団体と山林所有者や緑政関係機関の連携。今日の多様

でゆるやかなつながりを持つ里やま活動の輪は、この年

から広がりはじめたと言っていいだろう。 
 

最も大きな財産は「緑を大切に思う人の輪」 

 講座を主たる入り口とする松戸の里やま活動には、以 

下のような特色がある。 
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11月 11日（日）9時 30分、天気は厚い雲の間から

時折日が差す曇り空でした。新京成線常盤平駅に集合

した一団は 37人（一般の大人 4名、子ども 2名、会

員 9名、里やま応援団、囲いやま森の会会員を含む）。

「ひまわり公園」に集合し、本日の説明を受けた後、

囲いやまの森に向かいました。常盤平駅から徒歩 10

分も離れていませんが、囲いやまに向かう道は熊野神

社の鎮守の森が囲いやまの森まで続いています。常盤

平の町は常盤平駅を境に囲いやまがある北側には里

やまが残り、

南側は常盤平

団地が広がっ

て対照的な景

観を作り出し  

ています。 

囲いやまの

森に着くと入 

 
 

り口ではコゲラ、アカゲラ、ヤマガラが声をそろえて

出迎えてくれました。森の会のみなさんに遊びと作業

のプログラムの説明を受け、森の案内をしてもらいま

した。森は伐採を控えて自然のままにし、生態系を守

るようにしている部分と、散策路を整備し、人が集ま

れる広場やステージが設えてある部分からなってい

ました。 

散策路を歩いていくとウラ

ギンシジミが葉裏に止まって

いるのが見つかり、越冬する

チョウの説明が加えられまし

た。ブッシュのなかではコゲラと思われる羽が散らば

っているのが見つかり、自然の厳しさを目の当たりに

しました。朽木から大小のキノ

コがみつかり「食べられるの」

と小学生が尋ねているのが印象

的でした。 

森の自然観察を終え、里やま

活動体験が行われました。シラ

カシの伐採に取り組んだ中学生

はノコギリを持つのが始めて。

大人の参加者もノコギリを持つ

松戸のみどり再発見ツアー⑲ 

「森であそぼう」  

わくわく里やま活動ミニ体験 

藤田 隆 

    藤田 隆 

１.活動の場所が民有林（一部公園も含む）。 

都市部に限れば、公園など公有林で里やまボランテ

ィアが活動する例は多いが、民有林を主な活動場所

にしている松戸のケースは他にあまりない。 

２．里やま活動団体がネットワークし、「互いに支えあ

う関係」ができている。 

このネットワークは、緑をテーマにしたひとつのコ

ミュニティーともいえる。 

３．「松戸オリジナル」の入門講座がある。 

講座のプログラムは、毎年見直しがかけられ、運営

スタッフも世代交代する仕組みがとられている。 
 

これらのなかでも、とくに着目してほしいのが２項

のネットワークだ。前述したように講座の修了者によ

る団体は、概ね１団体が１～２カ所の森の管理作業に

取り組んでいる。一方で、その里やま団体は、ゆるや

かな連携によるネットワークを形成しているので、総

体としては松戸市全域に広がる森仲間で、それぞれの

森の世話をしていることになる。 

 個人やひとつの団体ではやりおおせないことも、多

様な人と団体が手を携えれば、問題を解決する力は何

倍、何十倍にもなる。「松戸の緑を大切に思う人の輪」

で築かれたこのネットワークは、実際にこれまで、そ

のことを実証してきている。 

 

市民の「自主」が発展のエネルギー 

10年を経て思う。なぜ、講座がここまで続き、松戸の

里やま活動がこれほど発展したのか。それはひとえにこ

の講座と活動に関わる人々の自主性による。 

講座も、里やま活動団体のネットワークも、行政や外

部からの働きかけで生まれたものではない。緑に関わる

市民が「何とかしたい」と自発的に動いた結果だ。 

たとえば、2008年に講座修了者の団体をつなぐ「里や

ま応援団連絡会」が発足した。この連絡会により、応援

団全体で共同管理する森が生まれたし、自分たちのスキ

ルアップを図るための「ステップアップ講座」も生まれ

た。個々の団体が企画するイベントや研修会などに誘い

あい、手を貸しあったりもしている。 

誰かが「力を借りたい」といえば、森仲間が駆けつけ

る。そこが松戸の里やま活動のすごいところだ。これか

らの社会では地縁血縁にとらわれず、市民が自立的に問

題の解決を図る「ネットワーク型コミュニティー」が求

められるが、その雛形がすでにここにある。昨年５月に

開催された「オープンフォレスト in松戸」は、その力量

が十二分に発揮された成果といえる。 

講座にも、松戸の里やま活動にも、課題はたくさんあ

る。しかし、それらも知恵と行動力に富んだ森仲間が、

行政をはじめ他との連携を深めながら解決していくに違

いない。次の 10年へ、さらに夢がふくらむ。 
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竹の伐採 

手に、額から汗が噴き出てきます。直径５センチから

10センチのシラカシはなかなかの難物、受け口切り、

追い口切りと段差をつけて切り込んでいました。ギリ

ギリとうなりを立てながら倒れ、倒した木は左右から

枝落し隊が集まり、あっという間に丸太が積みあがり

ました。一時間足らずの間にシラカシを中心に 10 本

が伐倒されました。 

活動体験の後は広場でシートを広げて昼食をとり

ました。その間に木登りしやすいシラカシ２本には網

梯子がかけられ、むかし少年の木登りに興じる姿が見

られました。そうするうちにロープがたらされ、ブラ

ンコが出来上がりました。もう一本のシラカシにはタ

ーザンロープが設けられました。森の木とロープでつ

ながれた空間に遊ぶ大人、子どもの姿が印象的でした。 

参加者の一人は「生まれ故郷で里やまとふれあい、

遊んだ記憶」があるが、子どもにも体験させたいと感

想を漏らしていまし

た。伐倒に汗を流した

中学生は、伐倒に思い

のほか時間がかかっ

たが楽しかったと口

にしていました。 

 

 

 

 

 

 

第 1回オープンフォレストは、皆さまのご支援ご協

力により無事終了しましたこと心より感謝いたしま

す。本当にありがとうございました。 

第 2回オープンフォレストに向けて準備会、専門部

会での検討会を経て、12 月 5 日「第 2 回オープンフ

ォレスト in松戸 第 1回実行委員会」において 5 月

18日（土）から 26 日（日）までの 9日間を松戸里や

ま週間としてこの期間「第 2回オープンフォレスト」

を開催、5 月 20 日（日）を一斉公開日に決定しまし

た。 

継続して毎年実施していくため、式典は規模を縮小、

森の文化祭、森への案内ツアー、各森でのイベントや

広報の仕方など詳細はこれから専門部会で検討して

いきます。 

また、多くの市民の皆さまには近くの森に来て、ゆ

っくり・のんびりしていただき自然を感じ、楽しんで

いただき、都会の森を理解して頂ける様に皆で考えて

行きたいと思います。 

今年も皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

12月 16日（日）小学生を対象に、竹をテーマに環

境について考えるイベントを開催しました。結果は大

成功！ 今回の企画立案と進行役は、千葉大生３人で

す。 

スタートは竹についてのお勉強。竹は木なのか草な

のか（竹は竹です）、竹の使い道などについて、学び

ました。 

その後屋敷林に向かい、探検をかねて「フィールド

ビンゴ」。 グルーフごとに見つけたものを競います。 

そして今日のメインの作業 

へ。増えすぎた竹を切り倒し、 

健康な竹林を取り戻す作業で 

す。まずは実演。竹の伐り方、 

枝の落とし方、ケガをしない 

ための注意などについての説 

明があった後、グループごとに竹の伐採です。 

作業後は関さ 

ん宅の庭にもど 

り、カヤの実パ 

ン焼きです。 

最後に竹細工。 

子どもたち全員 

が、竹を切って 

「竹ぽっくり」

を作りました。 

この日、子どもたち 22 人、 

お父さん・お母さん 12人、 

育む会スタッフ 23人、あわ 

せて 58人が関さんの森に 

集いました。 

今年もやります！ 

第２回オープンフォレスト in松戸 

     実行委員会 事務局長 山下正徳 

「          」 

関さんの森を育む会 武笠紀子 

関さんの森環境教室 

「かくれた竹の力！  

遊ぼう・学ぼう・食べよう」 

関さんの森を育む会 武笠紀子 

竹ぽっくり 

カヤの実パン焼き 
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～しぜんのコラム 20～  

ホソミオツネントンボ 
 

 住宅地に囲まれた“溜ノ上の森”は、溜ノ上レデ

ィースによって維持管理されている。12月 12日、こ

の日は道路上の落葉清掃が中心の作業だったが、リ

ーダーの渋谷孝子さんがベンチ横のサンショウの枝

先にイトトンボを見つけた。ホソミオツネントンボ

（細身越年蜻蛉）である。枯れ枝に擬態した小さな

トンボを見つけた渋谷さんに拍手!! 

 

 

 

 

 

 

 

ホソミオツネントンボ 2012.12.12 溜ノ上の森にて （馬場君子） 

 ホソミオツネントンボは、成虫越冬する日本のト

ンボ３種のうちのひとつ。千葉県のレッドリストに

は記載されていない が、千葉市では「重要保護生

物」。水辺環境が減ったいま、珍しいトンボであるこ

とに間違いはない。 

 渋谷さんがホソミオツネントンボを見つけた２日

前の 12月 10日、県立船橋東高校の学校ビオトープ

に行った。校内の片隅にある小さな池で、今年は 98

頭のオツネントンボが羽化したという。オツネント

ンボは千葉県のレッドリストでは「最重要保護生物」

として記載されており、ホソミオツネントンボ以上

に貴重なトンボ。アメリカザリガニなど強力な天敵

のいない小さな池が、絶滅に瀕したオツネントンボ

を育んでいる。溜ノ上の森のような小さな森も、生

き物たちの命を支える貴重な森である。 (山田純稔) 

本土寺さんありがとう！ 

松戸の希少種 ハシバミのその後 

渋谷孝子 

昨年本土寺うらの道路に面

した一帯の整備がありました

が、ハシバミはしっかり刈り残

してくださっています。 

一度消えてしまえば戻らな

い希少な植物がこうしてひと

つ守られています。一つひとつ

の積み重ねで、松戸なりの生物

多様性が守れるといいですね。 

今年はライバルがいないので太陽の光をいっぱい

浴びることができそう・・・実（美味しいナッツだそ

うです）がなるといいですね！（写真は 2012.9.9 撮

影） 

 

 

 

10月 26日、11月 13

日 しんやまの森に幼

稚園児がやってきまし

た。生き物を見つけた

り、秋の森を楽しんで

いきました。 

11月 14日には八ヶ崎

の森にも近隣の保育園児が遊びに来ています。 

12月 1日（土）石宮の森では第 2回森の散策会が行われ

ました。お天気に恵まれず参加者は少なかったものの、

入会につながる動きもありました。  

12月 2日 関さんの森に草加親子劇場の親子が訪問、

楽しく自然体験をしました。 

12月 12日 一起の会が応援団の他の会の仲間にも呼び

かけて出かけるお楽しみ会で、新宿御苑のご案内をしま

した。参加したみなさんの研鑽＆懇親となりました。 

12月 15日 根っこの会で お餅つき・お楽しみ会が行わ

れました。 

緑のネットワーク情報 

★松戸のみどり 再発見ツアー21（緑のネットワーク・まつど主催 観察学習会 40） 

「矢切の斜面林散策とクリーンアップ」  

矢切に連なる斜面林は松戸の宝です。 

市民にできる緑の帯を守るお手伝い、クリーンアップに参加しませんか 

２月１０日(日)  ９：３０～１２：３０ （現地解散）  

集合 北総線 矢切駅改札口 9：30 集合    参加費３００円（会員は 100 円)   

持ち物 飲み物、軍手        その他 雨天中止、汚れてもよい服装でおいでください 

問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）     ※終了後に定例会をいたします。ご参加ください。 
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都市の緑を残すには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動テーマは「みどり」、とくに
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携し、その輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。 

 
緑のネットワーク・まつど 

 
 代表：川上将夫   

年会費：1000 円 

  連絡先：高橋盛男 090- 2935- 9444  

渋谷孝子 04-7153-5392 

 

松戸のみどり再発見ツアー21 報告 

矢切の斜面林散策と 

     クリーンアップ 

藤田 隆 
   

北総台地の西端、江戸川の向こうにはスカイツリーも 

斜面は上からゴミ

を投げ捨てられや

すい一方、清掃作

業は困難だ 

←クリーンアップを済ませ、すがすがしい気分でパチリ 

2 月 10 日、再発見ツアー21「矢切の斜面林を散策

し、斜面林をクリーンアップし、松戸の宝でもある緑

の帯を守るお手伝いをしませんか」という呼びかけに、

矢切駅には 20 人が集まりました。地元から参加した

方は、日ごろから散歩で斜面林付近を歩き、親しんで

いる皆さんでした。 

駅から栗山浄水場を通りかかると敷地内のソメイ

ヨシノがほんのり赤みを帯び、開花準備が進んでいる

のがわかりました。浄水場の西端にある栗山古墳で栗

山特別緑地保全地区の話を市役所の方から伺いまし

た。 
 

栗山地区の斜面林の一部では、都市緑地法に基づく

管理協定を松戸市と所有者の皆さんが結んでいます。

斜面林は北総台地が江戸川の手前で斜面となり、その

斜面に樹木が生育し森林をなしています。松戸市の栗

山地区、矢切地区の斜面林は江戸川を渡る際に見渡せ

る松戸市の大切な緑地です。平成 21 年 10 月に結ば

れた緑地管理協定は全国初の事例となっています。再

発見ツアーは斜面林の維持管理の一部ともいえるク 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーンアップ活動を体験してみようという主旨でし

た。 
 

斜面林に入ってみると枯葉に 

埋まったペットボトル、ビン・ 

缶類、家庭ごみが引き摺り出さ 

れました。30 分ほどの間に燃 

えるもの、燃やせないもの、瀬 

戸物、電気コード、ヘルメット 

類などのゴミが 20 袋以上も集 

まりました。集めたゴミも斜面 

にたまっているゴミの被膜をは 

がしたにすぎず、本格的なクリー 

ンアップの必要性を感じました。 
 

すがすがしい気分になった一団は、矢切ネギの畑の

間の野菊の小道をたどりました。四季の道や野菊の小

道に吹く風を楽しみました。 

野菊の小道から野菊苑のある大坂で休憩、矢切神社、

庚申塚へ向かいました。庚申塚では区画整理で集めら

れた青面金剛や馬頭観音が並んでいました。石碑には

「矢切」の名の起こりが記されていました。庚申塚か

ら矢切駅までは谷の入り込んだ地形を観察しながら

駅を目指しました。 
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【インタビュー】矢切斜面林のニホンミツバチ 

安 健 さん(下矢切在住) 

 
 

「矢切斜面林でニホンミツバチの巣を８カ所

見つけた」･･･今回のツアーで、そんな話を聞か

せてくれたのは参加者の一人、下矢切にお住ま

いの安健さんだ。興味深い話題なので、改めて

お話をうかがった。 
 

◆ニホンミツバチの巣を探し始めたきっかけは一昨年の

10月、矢切神社の境内で巣を見つけたことでした。モミの

根もとのウロに巣がありました。希少な生き物なので興味

を持ち、それから気をつけて見るようになったんです。 
 

◆私は 16年前、斜面林の風景が気に入って下矢切に家 

を持ちました。毎日のように 

斜面林沿いを散歩していま 

す。だいたい市川市の里見 

公園あたりから矢切神社あた 

りまでの範囲ですが、注意深 

く見ていくと、あちこちにニホ 

ンミツバチの巣がある。この 

狭い範囲で、８カ所も巣が見 

つかるというのは、すごい密 

度だと驚きました。 
 

◆分蜂（繁殖）の場面も見ましたよ。巣のあるウロの上部

に女王バチを囲む働きバチの塊ができ、それがどんどん

大きくなったかと思うと、パッと散って空中を乱舞する。そ

れから一瞬のうちにどこかへ飛んでいってしまう。みごとな

光景です。でも、あの分蜂の集団は、行く先をどうやって

伝え合っているのでしょう。生き物の生態に興味があるの

で、そういうことを自分なりに考えるのが楽しいんですよ。 
 

◆昨年は、そうしてニホンミツバチの観察が散歩の楽しみ

だったのですが、８カ所の巣のうち４カ所は天敵のオオス

ズメバチにやられ、３カ所は人間に殺虫剤で壊滅させら

れました。天敵にやられるのはしかたないけれど、殺虫剤

はね。ミツバチなど、そうは人を刺さないのに。ハチだとい

うだけで退治しようとする。生き物のことを、もう少し知れば

過剰に恐がることはないのですが、それが残念です。 
 

◆斜面林で見られる鳥類も豊富で、猛禽類も立ち寄りま

す。フクロウ、オオタカ、ツミ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ノ

スリは確認しました。冬には、田んぼのような湿地を好む

タゲリが来るところもあります。矢切は薄っぺらい斜面林

ですが、実はたくさんの生き物の棲みか、拠りどころとな

っている貴重な緑だと、いつも感嘆させられます。 
 

◆矢切斜面林は、私を豊かな気持ちにさせてくれるところ

です。でも、以前からゴミのことが気になっていました。今

回はクリーンアップも行うということでしたので、これはぜ

ひともと再発見ツアーに参加しました。おかげで、良い時

間を過ごせました。また、皆さんと一緒に矢切を歩く機会

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

このたび関さんの森が「特別緑地保全地区」に指定

され、森は今のまま永遠にのこされることとなりまし

た。 
 

新設市道が昨年 9 月 28 日に開通し、道作りについ

て私たちの会の活動はひとつの節目を迎えました。次

の大きな課題は「特別緑地保全地区」の指定を受ける

ことでしたが、市との協議を重ねた結果漸く実現する

運びとなりました。これまでの皆様のご支援に改めて

感謝いたします。 
 

この「特別緑地保全地区」制度とは、「都市緑地法」

に基づき、都市の中のまとまりのある緑地を永続的に

保全し、緑豊かな街の環境を維持する制度です。 

松戸市内では矢切・栗山の斜面林の一部がすでに指

定されており、関さんの森も候補地になっていました。 
 

指定のための準備として行われた、201１年４月～

2012 年 3 月の森の自然環境調査では、いろいろな種

類の植物、昆虫類が生息し、小動物、鳥類なども確認

関さんの森 

特別緑地保全地区に指定される！ 

関さんの森を育む会 武笠紀子 

「矢切神社での発見がニホ
ンミツバチとの縁」と安さん 
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 おいでよ！松戸の森へ  5/18-5/26 

 第 2回オープンフォレスト in松戸 

  実行委員会  

 

されました。 
 

道路用地の提供により、関さんの森の広さは多少減

りましたが、幸谷地区に広がる大切な里山であること

に変わりはありません。 

これからも「関さん

の森」が、子どもたち

や市民の遊び・学び・

憩いの場として愛さ

れるよう願っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

「まるで軽井沢に居るようだ。松戸にもこんな雰囲

気のある緑があったんだ。」あるメンバーの感想に皆

さん納得。一昨年 11月みどりと花の課から案内され

念願のフィールドに出会った時のこと。 

2010年里やま入門講座を通じて先輩達が松戸の緑

の活用に汗を流している姿に共感し、即、我々も独自

のフィールドで活動したいとの合意形成に至った。講

座修了後約１年は仲間の森での武者修行。それぞれの

森の特徴、活動のバリエーションなどを学ぶことが出

来、大変有意義な反面、その間最初にフィールドとし

て提案頂いた森については地権者さんの了解を得る

も、活動に関して近隣の理解を得ることが適わず残念

ながら見送りに。都市の緑を協調して保全していくこ

との難しさを一同身をもって体験した。 
 

 現在メンバーは講座修了生をコアに 11 名。男性 6

名、女性 5名。千駄堀「芋の作」の 1,500坪にも満た

ない森を活動拠点として、月２回

整備作業を進めています。 

開始から１年たち In 氏調達の

倉庫と手作り掲示板や Is 氏作製

の収納式テーブルなど自分たちで

出来る範囲且つ無理をしないこと

をモットーに楽しく活動していま

す。地権者さんも大変好意的で森

を一緒に守っていこうとする気持ちがヒシヒシと伝

わってきます。 

夏から秋、この森は北側斜面にヤマユリの花が咲き、

たくさんの栗を収穫することが出来ます。住宅地から

少し離れた立地が、近隣問題や不法投棄物の問題から

我々を解放していることをメリットに２年目以降の

活動方法を模索していきたいものです。（毎月第 2 月

曜、第 4木曜午前中活動） 
 

大成功に終わった昨年に続き、今年も「オープンフ

ォレスト in 松戸」を開催します。 

5 月 18 日（土）午前 10 時から 21 世紀の森と広場

パークセンターで文化祭が、10 時半よりパークセン

ター前広場でオープニングイベントが開かれ、オープ

ンフォレストがスタートします。 

翌 19 日は、市民ボランティアが里やま保全活動を

している14か所の森を一斉に公開し、26日までの間、

各森毎に日を決めて公開します。それぞれの森で、自

然観察や作業・工作体験、ブランコやハンモック、森

林セラピーなど、市民や子どもたちを迎える多彩な取

り組みが予定されています。 

 その他常盤平駅から森へのご案内や、新松戸駅から

幸谷地区への自然観察会もあります。またパークセン

ター2 階では、期間中、里やま保全活動紹介のパネル、

森の絵画、写真、竹工作、チェーンソーカービング作

品などを展示する「森の文化祭」も開かれます。 

この機会に森に入り、森の風、森の光、森の香りを

感じてみませんか？ 

（各森の公開日、森へのご案内、自然観察会の日程は、

実行委員会のチラシをご覧下さい） 

特集 

のんびり・ゆったり 

   癒しの森『芋の作』 
八輝の会 代表  髙橋 正博 
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新年には・・・新年最初の活動を安全祈願で始めた森も 

あれば、参加者全員で地権者さんにご挨拶に行った

会など、それぞれに新年を迎えました。楽しい新年会

などもあったようです。  

里やま Q・・・里やまボランティア入門講座９期の修了生も 

仲間で会を立ち上げています。芋の作の森やホダシの

森に見学に行ったり、活動に参加したりしました。 

雪が降りました・・・重い雪が枝につもり、枯れ枝が落ちた 

のはもちろん、太い常緑樹が折れたりしました。どこの

森でも、その片付け作業に何日もかかりました。 

問題はなくならず・・・近隣の落ち葉への苦情が市役所に 

寄せられたり（ホダシの森）、不法投棄があったり（しん

やまの森など）、問題は無くなりませんが、それぞれの

会で一生懸命考えて活動しています。 

ノウサギも棲んでいる・・・ 

紙敷石みやの森ではウサギの 

糞や野草を食べた痕も見られ 

ます。そんな森に元気な保育園 

児もやってきました。        

関さんの森に・・・一年間毎月 

やって来た東京の保育園の年長

さんたちも、もうすぐ一年生。か

けがえのない自然体験を通じて、

立派に成長されたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑のネットワーク情報 

緑のネットワーク・まつど 

＝＝ 総会のお知らせ ＝＝ 
 

5 月 11 日（土）17：00 ～ 

松戸市役所テント小屋にて 
 

2013 年度総会を開催いたします。 

事業報告・事業計画案、会計報告・予算案など 

忌憚なく話し合い、次年度の計画を決めたいと 

思います。会員の皆様どうぞご参加ください。 

オープンフォレスト in 松戸 プレイベント（松戸のみどり再発見ツアー22、観察学習会 41） 

「野ウサギすむ紙敷石みやの森でわくわく体験」 
 

野馬除土手や石祠が残り歴史とロマンを感じる里山で、自然と触れ合う憩いのひと時を！ 
子どもから大人までどなたでもどうぞ。都合により今回は申し込み制です。 
緑のネットワーク・まつど、松戸里やま応援団・七喜の会の共催で実施いたします。 

 

４月１４日(日)  １０：００～１４：００ （現地解散）雨天中止 

集合 ＪＲ武蔵野線 東松戸駅改札口 １０：０0 集合  参加費３００円（会員は 100 円、こども無料)   

持ち物 弁当、飲み物、帽子、長そで長ズボンでおいでください 

申し込み  ０４－７１５３－５３９２（渋谷）     ※終了後に定例会をいたします。ご参加くださ

い。 

   

申し込み制で
す。お電話お待
ちしています。 

～しぜんのコラム 21～  

タンポポ戦争 
 

 都市部に広がるセイヨウタンポポ。外来種は繁殖力

が強いからだと言われているが、だったら在来種は絶

滅しているはず。今も関さんの森・熊野権現にカント

ウタンポポが残っているのはなぜだろう。 

 それは、熊野権現の塚は在来種にとって住みやす

く、外来種にとっては住みにくい環境だからである。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カントウタンポポ 2013.3.17 関さんの森（熊野権現）にて 

 

 両種のタンポポは発芽時期が異なる。外来種はすぐ

に発芽するが、在来種は休眠後に発芽する。ほどよく

草が生い茂る熊野権現の塚では、外来種の種子が発芽

しても、光を浴びることができずに枯れてしまう。在

来種は、まわりの草が枯れる頃まで休眠して発芽する

から生き残ることができるのである。 

 しかし、外来種もしたたかである。両種の見分け方

は“がく”のようにみえる総苞片の形だが、よく見る

と総苞片の反り返り程度には中間的なものがあり、そ

れらは雑種とされている。今や８割以上が雑種だとい

われており、外来種と在来種の両方の性質を持つこと

により、外来種は日本の環境に適応しながら分布を広

げてきたことになる。 

 ある研究者によると、タンポポの花言葉は「解きが

たき謎」。そういえば、むつみ梅林は、数年前までセ

イヨウタンポポばかりだったが、今はほとんどがアカ

ミタンポポ。これも謎である。 

(山田純稔) 
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第 2回  オープンフォレスト in松戸 

昨年に引き続き今年も「オープンフォレスト in松戸」が 5月 18日(土)～26日(日)に開催されました。 

ボランティアが活躍している森を一斉公開するこのイベント、初日は 21世紀と森の広場で来園者に草笛 

やクラフトを楽しんでもらい、公園内で観察会が開催されました。19日(日)には 14の森が一斉に公開さ 

れたほか、一週間にわたり、それぞれの森でそれぞれの森らしい来訪者の受け入れがあり、期間中に森を 

訪れた方はのべ 1700人、森で受け入れにかかわったボランティアはのべ○○人。市民と行政が協働で準 

備をしてきた「オープンフォレスト in松戸」は、第 2回目となる今年も大成功をおさめました。   

                
 
                              No.40 
 

 

都市の緑を残すためには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動のテーマは、みどり特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携しその輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。 

 
緑のネットワーク・まつど 

 
 代表：川上将夫   

年会費：1000 円 

  連絡先：高橋盛男 090- 2935- 9444  

渋谷孝子 04-7153-5392 
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公開日・・・ 

森はこんな感じでした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作り看板に導かれて 

秘境（!?）の森へ 

「しっかり押さえてる

から大丈夫だよ」孫

を世話するような 

まことに嬉しい気分 

参加者にはガイドブック「森へ

ようこそ！」を配布。 

森の大切さ、自然、ボランティ

アの活動の様子が分かります。 

 

木登りロープで安全に わんぱく 

やってきた親子「去年の楽しさが忘れ

られず、この日をずっと心待ちにしてい

たんですよ。」 

「な～んだ、言ってくれれば毎月森に来

られたのに」と森のみなさん。 

木漏れ日の中で古墳の説明に

耳を傾けたりグランドゴルフを楽

しむ人々の姿がありました 

ブランコでゆっく

り楽しむ親子連れ 

始めは怖がっていたけ

れど滑車遊びは「楽し

くてやめられな～い」 

の素材を使った手作りの自慢の看板が 

出迎えてくれました。 

参加者は散策したり、のんびりしたり。 

「荒れていた森が整備されて明るくなって

よかった。」と近隣の方の声がありました。 
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精細な写真と丁寧な解

説の展示は会員の力作 

グリーンアドベンチャー

で楽しく森を観察 

井
戸
水
っ
て
冷
た
い
ね
！ 

パネルやセルフガイ

ド展示版で学べます 

「さぁ、帰る時間ですよ」 

「もっとあそびたいな～」   

お
気
に
入
り
の
樹
に 

名
札
を
つ
け
ま
し
ょ
う 

伐採された大木の枝

や丸太の片付け、斜

面整備、市民を巻込

んでの植樹祭。そして

毎年の大汗をかいて

頑張る草刈り･･･大変

な苦労がある「森の

再生現場」を見学 

小さな冒険 

大きな体験 
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イヌシデの森エリアで、ゆっくりくつろぐ 

参加者たち。 

整備された気持ちの良い竹林を 

散策できました。 

 

こっちが 

北です！ 

葉っぱの

上に実 

よ い 匂

いの花

でした 

20 代の娘さんと一
緒のお母さん。「森
の中に入るのは初
めてなんです！」 

手
作
り
の
お
み
や
げ 

ご
自
由
に
お
持
ち
く
だ
さ
い 

キツツキが制作中の巣 

篠笛の音色･･･ 

お隣のグループホームからのお客様も、木

漏れ日の下で楽しいひと時をすごしました。 
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5月21日にオープンフォレストのイベントとして実施

した自然観察会。キイチゴ、クワの実、ウグイスカグラ

の花やベリーを見つけ観察し、最後の班は味見もしまし

た。 

道端のヒルザキツキミソウの花粉が指にくっついてく

るのは虫に花粉を運んでもらう花の工夫と知り、カラス

ムギのタネが土にもぐろうとする動きには歓声があがり、

「植物ってかしこいんですねぇ」との声が聞こえました。 

街中を歩くと汗ばむような陽気でしたが、森の中は涼

しくて、すがすがしい空気に満ちていました。フィトン

チッドを胸いっぱい深呼吸したら何だか元気が湧いてき

ました。スダジイの葉にはチビタマムシの食べた痕がい

っぱい、エゴノキにはオトシブミがいっぱい。コゲラは

巣作りに精を出し、森は生き物に満ち溢れていました。 

関さんのお話を伺い、お庭や熊野権現の見学もし、森

を持ち続けることの苦労

や、保全整備する大変さ、

隣接する住宅とのかかわ

り方など、参加者の皆様

にわかっていただけたな

らうれしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

4月 14日オープンフォレストのプレイベントとして実

施され、28名が石みやの森を訪ねました。 

東松戸駅から北東に向かう道すがら、駅前は新築マン

ションがポツンポツンと立ち並びに区画整理が緩やかに

進みつつあるのが感じられました。ゆいの花公園を過ぎ

たあたりから市立松戸高校の野球部が快音を響かせて練

習に励んでいる様子が聞こえてきました。 

松戸高校のグランド脇はみどりのカーテンが引かれた

ように石みやの森が迫っています。スギ、ヒノキなどの

針葉樹、イヌシデ、などの落葉樹が空高く伸びています。

森の入り口付近では、まぶしく輝

く金色の花びらのヤマブキが私

たちを迎えてくれました。春、真

っ先に開く梅や桜は淡いピンク。

こぶしの白さから少し色がつき始め

ヤマブキになると黄金色の濃い色で存在を訴えかけてい

るようです。色

が変化していく

この頃は春が初

夏に向かって進

みつつあるのを

肌で感じること

ができました。 

野球グランド

の脇にあるだけに森の手入れを始めたころ、硬式ボール

がゴロゴロと出てきて仰天したと語ってくれました。七

喜の会の皆さんが手入れして、日が入るようになって、

キンラン、シュンランがみられるよう

になり、ウグイスカグラを鑑賞

できる広場が開かれたそうで

す。石みや、野馬除土手のある

歴史を乗り越えた森は人の手が

入ることで姿を変えてきた… 

そんなことが感じられる森でした。 

滞在型の企画にしたいと森で試してみた「カモフラー

ジュ」と「森の宝探し」。フワフワするもの、チクチクす

るものなどを時間を決めて探し、それぞれが集めたもの

を、手作りの木陰のベンチに腰かけて見せ合いました。

色の変わった一枚の葉を透かして見ると幼虫が動いてい

る！みんなの驚きの顔が並びます。虫が葉に卵を産み付

けていたのでした。 

「子どもだましだと思ったけど、一番興奮した」と参

加者の男性、そう言わせる力が自然にはあるのだと改め

て感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

松戸のみどり再発見ツアー21 報告 

「野ウサギすむ紙敷石みやの森で 

わくわく体験」 

藤田 隆 
   

関さんの森 春の自然観察会 

文：渋谷孝子   
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4/10 秋山の森・・・残念なことで

すが、近隣からの苦情でケヤキ

の大木など○本の伐採がありまし

た。一方では伐採を惜しむ声も

多く聞かれました。 

４/29緑のフェスティバル・・・オープンフォレストを宣伝しようと、

緑推進委員会のスタンプラリーに今年も大勢のボランティア

が協力しました。 

5/18根木内歴史公園・・・根っこの会の皆さんが準備して、田

植え、餅つき、お楽しみ会が開催されました。 

しんやまの森に・・・八柱幼稚園

年長組９０名が「森の探検、自

然観察」に。ミミズ、ダンゴムシ、

カブトムシの幼

虫、ヘビイチゴ

の赤い実など、

いっぱい発見 「楽しかった！！」 

三樹の会自然観察だより･･･森と周辺の

自然を写真と詳しい解説で紹介する「た

より」が 100号を超えました！  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会のご報告と新年度のご挨拶     

代表：川上 将夫  

皆さんこんにちは。4 月 9 日の総会で今年度の役員が

決まりました。大部分の方々が再任となり、私も引き

続き代表をつとめさせていただくことになりました。 

この 5 月に開かれた「オープンフォレスト in 松戸」

では 2 千人もの方が森を訪れ、身近な森の恵みを肌で

感じていただきました。市内に残された貴重な樹林を

後世に残すため、私たちは、市民・行政・地権者間の

協力・連携を進める役割を担いながら、これからも息

の長い活動を続けてまいります。皆さんのご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

★松戸のみどり 再発見ツアー２３（緑のネットワーク・まつど主催 観察学習会 42） 

「根木内歴史公園の自然と生きもの｣ 
 

涼しい森小径や湿地をめぐりながら、城址、草木、トンボ、鳥･･･ 

楽しく観察し、身近な緑について考えましょう。 
 

７月 14 日(日)  ９：３０～１4：３０  

集合 JR 北小金駅改札口 9：30 集合    参加費３００円（会員は 100 円)   

持ち物 弁当、飲み物、雨具           その他 小雨決行、歩きやすい服装でどうぞ 

問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）     ※終了後に定例会をいたします。ご参加ください。 

   

緑のネットワーク情報 
～しぜんのコラム22～ 

インチワーム 

５月の千駄堀観察会での人気者は尺取り虫。から 

だを斜めにピンと伸ばし、小枝のふりをする尺取り 

虫。しばらく見ていたら、クサカゲロウの幼虫が尺 

取り虫のからだを登り降り。その間微動だにせず、 

小枝になりきっていた。見事な擬態である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

トビモンオオエダシャクの幼虫 2013.5.26 千駄堀（野草園） 

尺取り虫はシャクガの幼虫。擬態するのはエダシ 

ャク亜科で300 種以上もある大きなグループ。幼虫 

の識別は困難だが、写真のトビモンオオエダシャク 

は容易で、頭部にネコ耳に似た一対の突起がある。 

尺取り虫の英名は“inchworm”。和名も英名も動 

きから連想したのであろう。 (山田純稔)  
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この夏も、子どもたちや親子連れなど、多くの方が森でステキな自然体験をしました。 

森を森のまま維持してくださっている所有者さんの理解と 

ボランティアの活動の両方があってのことです。 

松戸の森・・・小さな森だけど なかなかやるじゃない！ 

このほかにもイロイロなことがありました・・・4 ページ緑のネットワーク情報でも紹介しています。 

                
 
                               

No.41 
 

都市の緑を残すためには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動のテーマは、みどり特に
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携しその輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。 

 
緑のネットワーク・まつど 

 
 代表：川上将夫   

年会費：1000 円 

  連絡先：高橋盛男090- 2935- 9444  

        渋谷孝子04 -7153 -5392  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三吉の森ではボランティア体験の受け

入れが 2回行われ、三樹の会のお世話

で 45 名の中高生が森の整備作業や竹

細工などの野外体験をしました。 

森の中はすずしいでしょ？ 

今日は楽しく学びましょう 

八ヶ崎の森に貝の花保育園の

子どもたちが遊びに来ました。 

囲いやまの森では親子が「森の楽校」をたのしみました。 

根木内歴史公園

では8月にトンボ

先生と一緒に思

いっきり虫を追

いかける「虫ハ

カセ」や「工作づ

くり」、 5 月には

田植え体験も。 
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「みどりの行動会議（※）」が「松戸みどりの市民憲

章」に沿って決めている今年の目標【子どもたちの夢と

あそびを受け止めるみどりをいっぱいにします】・・・

この第 1弾として、季節の行事七夕用の竹をプレゼント

しようと、いう案が出た。案は「七夕プロジェクト」と

命名された。案ができたら次は行動！ だから行動会議

なのだ。 

お届けの日にちを決めて、市役所を通じ放課後児童ク

ラブ法人連絡協議会会議に呼びかけ希望を募る。すると

19 箇所、21 本の申し込みがあった。当日は朝 9 時から

メンバーで関さんの森から竹の切り出しをした。先端か

ら 2.5m に切りトラックに積み込む。配達はみどりと花

の課の全面的な協力で行われた。届けた先ではとても感

謝されたとの報告もあった。 

後日、我が家から近いので根木内小学校放課後児童ク

ラブを訪問。お話を伺った。 

入口を入ったところに、子どもたちが願いを書いた短

冊や飾りを下げた竹が飾ってあった。 

対 応 し

て い た だ

いたのは、

二 木 先 生

と 松 本 先

生。ここに

は 76 名の

児 童 が 通

っ て い る

そうだ。 

七夕プロジェクトの話を聞いて「やった！」と思った

そうだ。今まではつてを頼り、自分たちで切り出してい

たそうだ。届けてくれるのが本当にありがたい。２本の

うち１本は小さくして、家で飾れるよう持ち帰らせた。

子どもたちも喜んでいるので、ぜひ来年も続けてほしい

とのお話だった。 

子どもたちの自然遊びについて聞いてみると、人数が

多いので、どこか外へ連れて行くことはむずかしい。普

段は校庭で遊んでいるが、年に２回ほどバスで外に出て

いるとのことだった。 

子どもたちが遊べる森は近くにはないのが現状だが、

いまあるみどりをどう利用したら楽しめるかをまた考

えて、次の一歩につなげたいと思った。ともあれ七夕プ

ロジェクトは、多くの方の協力で大成功だったといえる。 

※「みどりの行動会議」は次の記事をご覧ください。 

 

 

 

 

いったい、こやつらは何者？ 

 「七夕プロジェクト」を実施した「みどりの行動会議」

は、松戸のみどりを大切に思い、「案ができたら次は行

動！」と言って動いちゃう集団です。 

 みどりの行動会議は、松戸市緑推進委員会の活動から

生まれました。同委員会は 2004 年（平成 16 年）、市長

の諮問により「松戸みどりの市民憲章」の文案を答申。

これに基づき、下に掲げたみどりの市民憲章が制定され

ました。 

 で、この市民憲章案をつくる議論のなかで「理念（憲

章）だけじゃ、何も実現しないよね」という意見が、多

くの委員から出されました。「じゃ、どうするの」「実際

にやろうよ」「いつやるの」「今でしょ」みたいなやりと

りがあったんだったかな？ よく覚えてはいないので

すが、とまれ、あれよあれよという間に「みどりの行動

計画推進会議」（当時）なるものができました。 

 実は「松戸みどりの市民憲章」は、この手の市民憲章

では珍しいことに、実現に向けた行動計画がセットにな

っています。「みどりの行動会議」は、いわばその実践

誘導部隊のような団体です。 

 メンバーは、時期により変化してはいますが、緑推進

委員会委員およびＯＢの有志、市内でみどりの保全活動

に取り組む団体の会員諸氏、学識者・学生、山林所有者、

市職員など多様な立場の方々で構成されてきました。 

どんなことをやっているんだ？ 

 いろんなこと……とか答えたらぶっとばされそう。 

 みどりの行動会議が提唱し、取り組む「行動」をざっ

と整理すると、以下のようになるでしょうか。 

 １．「松戸みどりの市民憲章」の主文３条に沿い、 

 ２．誰もが手軽に取り組めて、 

 ３．身近なみどりにもっと目を向けてもらえ、 

 ４．継続・発展させられるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近なみどりと親しもう！ 

ご存知ですか？ みどりの行動会議 
高橋 盛男 

七夕プロジェクト 

田中 玉枝  

松戸みどりの市民憲章 

私たちのまわりには、樹木、草花、水、土、空そしてさまざ

まな生きものから構成されるみどりが存在しています。私たち

は、自身と輝かしい未来を担う子どもたちの幸せのために、こ

れまで育まれてきたみどりの財産を分かち合い、守り育て、豊

かにしていきます。そのために、市民・企業・行政の三者が、

それぞれの立場において、みどりのもたらす恵みに想いをは

せ、自覚と責任、対話と協働に基づいて行動します。  

  1.松戸市民はみどりと暮らす豊かさを大切にします。 

 1.千年来のみどりの声に耳を傾け、百年後のみどりを
育てます。 

  1.子どもたちの夢とあそびを受けとめるみどりをいっ
ぱいにします。 
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 これまでに取

り組んできたの

は順に「木や花

に名札をつけよ

う」（2005 年～

2006 年）「みど

りのマップづく

り・身近なみど

り を 知 ろ う 」

（2007 年～2008 年）「みどりの再発見ツアー・みどり

を訪ねて歩いてみよう」（2009 年～2012 年）です。 

 当初は、行動計画を市民からの公募で決めるようにし

ていましたが、あまり応募数と内容が芳しくないことか

ら、それこそ「計画的に」当会議でプログラムしていく

ようになりました。また、緑ネットが続けていた「残し

たい松戸の樹林―観察学習会」は、行動会議との連携を

図ろうとのことで 2009 年からは「みどりの再発見ツア

ー」と呼ぶようになりました。 

「七夕プロジェクト」から何が始まる？ 

 「たくさんの子どもたちに、身近なみどりに目を向け、

みどりのなかで遊ぶ体験をしてほしい」というのが、今

年 2013 年から行動会議が始めた新プロジェクトの趣旨。 

 子どもたちを森に誘いたい。でも、学校も児童施設も

子どもたちを外に連れ出すのに躊躇するきらいがある。

では、問題は何なの？ そもそもニーズはあるの？ 

 というところに湧いてきたのが「七夕の竹に困ってい

るところが多いみたいよ」という話。竹なら里やま活動

をしている森にいくらでもある。「プレゼントしたら喜

ばれるはず」「併せて、子どもの自然遊びをどう考えて

いるかリサーチしよう」といういきさつでトライしたの

が「七夕プロジェクト」でした。 

 したがって、これをきっかけに何がどう転がっていく

のかは、あるいはどう転がしていくのかはこれからです。 

どうです？ おもしろそうでしょ。みどりの行動会議

には誰でも参加できます。お問い合わせは、みどりと花

の課へ。同会議は常時、仲間を募集しています。 

 

 

 

 

 

7 月 14 日（日）９時 30 分に北小金駅に 27 名の参加

者が集合した。常磐線を北上、上富士川と平賀川の合流

地点を目指した。23 回目を迎える再発見ツアーは、根木

内城跡、上富士川の湿地、斜面樹林地の歴史を考え、生

き物を観察するテーマで行われた。 

川の合流地点の南側にある富士川親水広場に集合、給

水を兼ねて休憩をとりながら、川の増水時の調整機能の

説明に耳を傾ける。富士川にかかる仲田橋をわたると平

賀川が流れ込み、落差に山奥のさわやかな滝の音にも似

た情景を見せていた。常磐線、国道 6 号線の隧道をくぐ

ると霜田橋がかかり、根木内歴史公園の湿地が広がって

いた。湿地の木道に入ると靴の先から上がる湿気が一層

不快指数を高めモヤッとした空気に包まれた。 

根木内城は平

成 18 年に開園。

15 世紀後半に築

城され、小金城

の東側を固める

要所であったよ

うだ。湿地から

空堀を上りきる

と台地に広場が

広がっていた。保存されている空堀、土塁、土橋は往時

を偲ぶにふさわしい歴史的遺物である。この公園は市民

と行政が一体となって運営、保存している全国でも稀有

な公園であることを再確認した。 

広場、湿地ではアオスジアゲハ、シオカラトンボが乱

舞し、自然度が高い公園であることを示していた。湿地

に降りていくとカブトムシ、クワガタムシを追って付近

の子どもたちが走り回っていた。公園では里やまグルー

プが調査し確認した 345 種の植物を確認、昆虫その他の

生きものの観察を始めた。 

環境省レッドデータに指定されたキンラン、カワヂシ

ャ、タコノアシ、ミクリのほか数種類の植物が確認され

たのち、「湿地がなかったら」のクイズに頭を悩ませて

みた。湿地性の植物と判断されるものが読み上げられ、

植物リストからオギ、ガマ、ヨシなどが消し込まれてい

くと 76 種類に上った。実に 22％が生育できなくなると

いう結果になった。そのほかにも動物類ではザリガニ、

カダヤシ、トンボ類がリストアップされた。湿地と生き

ものの深いつながりが確認することができた。 

参加者からは、「市内に、しかもこんな身近に生きも

のがいる」こと、「毎日通っているのに生きものに気付

かなかった」といった感想が聞かれた。一人でも多くの

人が公園と生

きものに関心

を持ち、環境の

変化に敏感に

なることを願

わずにいられ

ない観察会、再

発見ツアーに

なった。  

松戸のみどり再発見ツアー23 報告 

「根木内歴史公園の自然と生きもの」 
藤田 隆  

2005 年新松戸南小学校で樹木の観察と名札付け 
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５月～１０月の活動の結果と予定 

5/18 根っこの会「田植え、餅つき、お楽しみ会」 

5/28 新山の森で青大将とご対面！ 

5月  森の活動でイチヤクソウ開花を確認 

7月 森の活動でマヤランを確認 

7/10 八ヶ崎の森に 貝の花保育園児 

7/16 芋の作の森で「ヤマユリ鑑賞会」 

 

 

 

 

 

 

7/22 三吉の森でレッツ体験受け入れ 

7/30 根っこの会が根木内歴史公園で「虫ハカセ」 

8/3 三吉の森でレッツ体験受け入れ 2回目 

8/3 囲いやまの森で「森の楽校」 

8/6里やま応援団ステップアッ

プ講座で他市（行政）の先駆的

な実施施策を見学することに

より緑の保全活動に資するこ

とを目的に千葉市の「市民緑地」

の見学会。市役所職員、千葉大生含む 17名の参加。 

8月 秋山の森で子どもたちとカブトムシの飼育始まる 

8/23 根っ子の会が根木内歴史公園で「工作づくり」 

9/21 囲いやまの森「森の音楽会」○問：野口 080-1098-5962 

10/8 ステップアップ講座「里山の自然」21 世紀の森と

広場アウトドアセンターにて ○問：深野 388-0200 

10/12 根っ子の会が「根木内歴史公園で楽しむ音楽会」 

○問：三嶋 343-8041（田んぼの横で 10～12時） 

10/26 ステップアップ講座「癒しの森づくり」講師：白

井珠美農学博士 アウトドアセンターにて ○問：深野 

10/30～  里山ボランティア入門講座 2013開催  

○問 ：みどりと花の課 366-7378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでに取り組んできたのは順に「木や花に名札を 

★松戸のみどり 再発見ツアー２5（緑のネットワーク・まつど主催 観察学習会 43） 

「ヒガンバナ咲く里やま風景から昭和のガーデンシティーへ」 
里やまボランティアが活動する金ケ作地域とみどり豊かな常盤平団地をたずねて、 

身近な緑について考えましょう 
 

９月２９日(日)  ９：３０～１4：３０ （小雨決行） 

集合 新京成線常盤平駅改札前 9：30 集合    参加費３００円（会員は 100 円）  

持ち物 弁当、飲み物、雨具           その他 歩きやすい服装でどうぞ 

問い合せ 090 – 2935 – 9444（高橋）     ※終了後に定例会をいたします。ご参加ください。 

   

緑のネットワーク情報 
～しぜんのコラム２３～  

ツユクサのひみつ 
 

 青い花弁に黄色い雄しべが目立つツユクサ。ところ

が、まれに白い花弁のものがある。下の写真は柏市酒

井根の下田の森で撮影したものだが、21世紀の森と

広場にも生えているらしい。ツユクサの白花は、ツユ

クサの青い色素（コンメリニン）を先天的に欠く“ア

ルビノ（白子）”。ツユクサは一年草で、白花が生え

ているところでは、翌年も白花が生える。 

  
ツユクサ（白花）2013.8.18  ツユクサとヒラタアブ 2010.7.23 下田の森 

 
 ツユクサの花の構造を見てみよう。花弁は３枚ある

のだが、青い２枚しか見当たらない。３枚目はどこに

あるのだろうか。また、黄色い雄しべもよく見てほし

い。雄しべの本来の目的は花粉を出すことだが、何本

かのオシベは花粉を出さない単なる飾りである。ま

た、ツユクサには蜜腺がない。蜜が必要ない分、ロー

コストで花をつくることができる。 

 ツユクサの送粉者は、花粉を集めるヒラタアブ。青

い花弁と黄色い雄しべを目印にやってきて、花粉を集

めながら、体に付着した花粉を別の花に運ぶ。 

 虫が来なかったときは、どうするのか。ツユクサは

一日花で、午後になると、花粉を出すおしべを包み込

みながら花は閉じる。そのとき、雄しべの花粉が雌し

べの柱頭に付着し、自家受粉するのである。 

 ツユクサの花の命は一日だが、したたかである。 

(山田純稔) 
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都市の緑を残すには、緑を見守り育む人のネットワークが不可欠です。私たちの活動テーマは「みどり」、とくに
樹林の保護･保全を願う人やグループと連携し、その輪を広げ，豊かな生態系を保つ森を次世代に伝えることです。 

 
緑のネットワーク・まつど 

 
 代表：川上将夫   

年会費：1000 円 

  連絡先：高橋盛男 090- 2935- 9444  

渋谷孝子 04-7153-5392 

 

松戸のみどり再発見ツアー24 報告 

「ヒガンバナ咲く里やま風景から 

昭和のガーデンシティーへ」 

藤田 隆 
   9 月 29 日（日）９時 30 分、新京成線常盤平駅に 69

名の参加者が集合した（囲いやまで合流した２人を含め

て 71 名）。快晴のお出かけ日和、常盤平駅の改札口は人

通りがひときわ多く感じられた。ひまわり公園に集合す

るよう誘導した。公園では挨拶と本日歩くコースの簡単

な説明を行い、歩き始めた。熊野神社の境内には巨大な

マテバシイがあたかもご神木のような顔をしている。ご

神木のナギはというと、こもかぶりした細くか弱そうな

幹をしている「30 年たってもこんなものかしら」と、そ

れぞれの反応。 

 熊野神社を後に歩を進めると、祖光院が見えてくる。

裏手から境内へ入り、墓地に移植されたヒガンバナが咲

き誇っている。ヒラヒラとナガサキアゲハが花に吸い寄

せられるように舞い踊る。南方系の生きものが北上して

いる現状を伝える。生き物世界の変化を参加者はどう見

ているのかも聞いてみたかった。 

 祖光院から立切りの森を眺めながら金ケ作自然公園

へ足を踏み入れる。木々の根が地表を這いつくばるよう

に伸び、足元がどちらかというと危ない。こちらも所有

者が子どもたちの遊び場にと松戸市に貸し出している

現状を伝える。コナラ、シラカシなどのドングリが落ち

ていた。実生の様子も見られた。 

金ケ作自然公園を松戸テニスクラブ方面へ移動し同

クラブの裏手から見ると、金ケ作自然公園から三吉の森

に続く里山の風景が広が

っていた。「松戸にもこん

なところがあるのね」とい

う参加者の声も聞こえて

きた。育苗圃に続く道には

柿がたわわにみのり、それ

を狙ってかカラスがいい

声を響かせている。「いい声に聞こえるのはハシブトガ

ラス、少しハスキー―気味なのはハシボソガラス。オナ

ガもカラスの仲間」と鳴き声の分類を披露した。 

 育苗圃から道を一本わたると熊野神社に隣接する囲

いやまの森だ。この森は市民が維持管理にかかわってい

る。森の会の野口さん、三嶋さんから、「市民と松戸市

と土地所有者が松戸の緑を守りたいという一点でつな

がった。森では樹木の除伐、枝落し、下草刈りの活動を

続けている。森の中には手作りステージもあり、毎年音

楽会が行われ、子どもたちと一緒に森の観察会などが行

われている」という話を聞いた。「活動への参加もお待

ちしています」とのことだった。 

 囲いやまから常盤平北口緑地、しょうぶ公園を通り、

ヒマラヤスギ、メタセコイヤなど大木が茂る常

盤平団地を眺めた。 

ゴール地点の常盤平市民センターでは昼食と

振り返りが行われた。参加者からは金ケ作の緑

の多さを挙げ、今のまま残すという意見に加え、

市が民有林を借り上げ、買い取るなどの方法、

森と農地の連続した景観の保護、相続税の優遇

措置、市内外への広報などが上がった。 
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 松戸のお隣さんである柏での緑や生きものの保全保

護の取り組みについて、柏市内で活動されている保田行

弘さんにお話を伺いました。 

-------------------------------------------------------------------------- 

Ｑ まず柏市のみどりの現状はいかがでしょうか 

Ａ 樹林地は市全面積の９％強と都市近郊としてはま

だ残っている方でしょうか。（松戸市は約４％） 

 

Ｑ 緑や生きものの保全保護について、どのようなグル

ープ・団体が活動されていますか 

Ａ 「手賀沼」関連のＮＰＯを含めたグループ・団体が

多いのですが、この他「ＮＰＯこんぶくろ池自然の

森」「下田の杜（もり）友の会」「名戸ヶ谷ビオトー

プを育てる会」等が活発に活動しています。「こん

ぶくろ池」「下田の森」は松戸市の方にもよく知ら

れていますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ ずいぶんいろいろな方々が頑張っているようです

が、それらの間の連携は 

Ａ 今年９月～１１月に第１回「柏の自然と生きものフ

ェスタ」が開かれました。２００５年に「かしわ環

境ステーション」という保全保護活動を促進する研

究学習施設ができましたが、ここが中心になってい

ろいろな団体と共に、

１６ものイベントを

実施しました。 

市民に身近な自然と

生きものや、そこでの

保全保護活動を知っ

ていただくと共に、グ

ループ・団体間のネッ

トワークを強化する

目的もあります。松戸

市のオープンフォレ

ストと通ずるものが

ありますね。 

Ｑ 保全保護の担い手の育成は 

Ａ 松戸市を参考に、２００６年より里山入門講座が開

かれ、７期までの修了生たちはそれぞれの森で活躍

中です。 

   

Ｑ 最近「カシニワ制度」というおもしろいネーミング

の取り組みがありますが 

Ａ 「柏の街をひとつの大きなガーデンに」がスローガ

ンで、個人・企業・大学の庭や、里山、近所の広場

などを緑豊かに育み、新たに登録した上で市民に公

開するものです。柏市みどりの基金が中心となって

今年５月に第１回「カシニワフェスタ」を開催し、

延べ 4,000 人が参加しました。オープンフォレスト

とオープンガーデンを一緒にしたようなものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 最後に保田さん自身の活動紹介をお願いします 

Ａ 「ＮＰＯ法人手賀沼森友会」の理事長をしています。

２００５年設立、会員３０名。手賀沼流域をひとつ

の大きな森と考え活動中です。 

現在５０人の山林所有者と整備協定を結び、毎週１

回９時～１５時の定例作業を実施しています。 

協定開始から６年目に入り、整備した森林面積は累

計で 400,000 平方メートルを超えました。 

整備した実績に応じ県から助成金を受けていたが、

昨年からは柏市からも助成金をいただけることに

なりました。 

会員には他の団体に所属している人が半数おり、お

互いの整備作業のレベルアップに貢献していると

いえます。 

Ｑ 保田さんは柏を中心にしながらも、松戸の活動にも

よく参加されていますが。 

Ａ 自然や生きものには、境はありません。ですから私

も市境は気にせず、自由にうごいています。そのほ

うが生きものたちの気持ちが少しはわかるし、楽し

いですね（笑い） 

 

 これからも越境活動大歓迎ですので、他の方も松戸へ

お連れください。今日はありがとうございました。 

 
柏の緑と生きものについて 

                編集部インタビュー 

下田（シタダ）の森  
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意外にも女の子に人気だった竹工房 

「仕事をして給料をもらい、お金を使う」を

体験する 

 

 

 

 

2009 年から始まり 5 年目を迎えた里やまボランティ

ア・ステップアップ講座が、松戸里やま応援団 ステッ

プアップ講座実行委員会の主催で、今年も 8 月と 10 月

に開催されました。 

最初にこの講座の目的や参加状況を紹介します。目的

は 3 つあり、①森や自然をもっと知る②伐採や保全の技

術を高め、安全を強化③保全の制度や行政の取り組みを

理解…です。過去４年間で 29 回行われ、延べ 717 人が

参加しました。 

講座では市内だけでなく、先進事例研究のため市外に

出向くこともあります。8 月には千葉市を訪問。そこで

はボランティアが活動する市民緑地を見学し、市役所の

緑地保全政策について伺いました。 

そして 10 月には「里山の自然」と「癒しの森づくり」

をテーマに、2 日にわたり実施。  

「里山の自然」では、森林インストラクターで自然観

察指導員の渋谷孝子氏とスライドを見ながら森のつく

りや遷移のことを学び、午後は八ヶ崎の森で実際に樹木

を見て学びました。 

「癒しの森づくり」ではこの分野の第一人者白井珠美

氏（農学博士）が、「誰が利用者かにより森づくりは異

なる」と、高齢者、障害者、幼児の例をひきながら、プ

ログラムイメージと期待できる効果を語ってくれまし

た。そして「小さな森でも工夫次第で癒しの森へ大変身

可能です」と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座終

了後、実行委員会の深野さんから話を聞きました。 

「そもそも講座を開くきっかけは、森の活動だけでよ

いのか？講座の修了生をいきなり森で活動させてよい

のか？という声が出たためです。安全対策の講座が一番

多いのですが、幸い大きな事故は発生していませんので、

防止に役立っているのでは。また他の自治体の取り組み

は大変参考になりこれからもどんどん出かけていきま

す。千葉市の３者協定制度はとてもいいですね。来年の

講座を今準備中ですので、どうぞご期待ください」 

 

 

 

前号でご紹

介した「みど

り の 行 動 会

議」。「七夕プ

ロジェクト」

に続く第２弾

として「こど

もの国プロジ

ェクト」を実

施しました。

今回はそのリポートです。 

「こどもの国」は、野菊野こども館の主催で、子どもた

ちが考えた模擬店舗を出店し、職業体験をするイベント。

行動会議はこれに協力し、竹工房を出店。竹ぼっくりや

竹笛、竹枝の組網などの体験をしてもらいました。 

 当日は、どしゃぶりの雨にもかかわらず、250 名近く

の子どもたちが押し寄せる大盛況。竹工房も盛況で、参

加者アンケートでも「楽しかった仕事」のひとつに挙げ

られました。当日、制作指導をしてくださった行動会議

（６名）とテント小屋インターン生（２名）の皆様、あ

りがとうございました。 

 ところで、なぜこのイベントに協力したのかというと

……。みどりの行動会議の今期の活動目標は、松戸みど

りの市民憲章の「子どもたちの夢とあそびを受け止める

みどりをいっぱいにします」。平たく言えば「どうした

ら、子どもたちに森へ遊びにきてもらえるかな～」とい

うのがテーマです。 

 最初の七夕プロジェクトには「そもそも森遊びのニー

ズはあるのか」との疑問から、そのニーズを探るねらい

としてありました。結果として、竹の配布は喜んでもら

えたものの、子どもたちを森へとなると「そこまで手が

回らない」というのが配布先である放課後児童クラブな

どから得た感触でした。 

 では、それら施設と森をつなぐには、どのようなメニ

ュー、プログ

ラムがあれば

よいのか。そ

れを実践的に

試そうという

ことで、野菊

野こども館と

連携を図り、

イベント「こ

里やまボランティア・ステップアップ講座 

                川上 将夫 

みどりの行動会議 報告 

第 2弾「こどもの国プロジェクト」 

                     高橋 盛男  

いまある森

でどんなこ

とができる

か、具体的に

イメージし

ましょう。 

（白井氏） 
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～しぜんのコラム２4～  

ヒナツチガキ 
 

 キノコといえば、柄の上にひだのある傘が乗った

姿が思い浮かぶ。しかし、“腹菌類”と呼ばれるグ

ループは特異な形をしており、キノコの図鑑ではた

いていは異端児の如く、最後の方に掲載されている。 

 腹菌類の中で、観察していて楽しいのはツチグリ

（ツチグリ科）のなかま。英名 “earthstar”の方

がイメージしやすいと思うが、胞子の入った丸い袋

を星状に裂けた外皮が包んでいる。 

 さて、８月の千駄堀自然観察会にて、ミニサイズ

のツチグリを見つけた。隣に 10円玉を置いて写真を

撮ったので、その小ささがわかる。これは“ヒナツ

チガキ”というヒメツチグリ科のキノコで、形は似

ていてもツチグリの仲間ではない。 

 
ヒナツチガキ 2013.8.25 ２１世紀の森と広場 

 
ツチグリを見つけると、指で袋を押したくなる。

丸い袋の中心に小さな穴があり、袋を押すと穴から

プーッと胞子が吹き出るからだ。しかし、この小さ

なキノコを見つけたときは、あまりの可愛いさに、

袋を押したい衝動はわかなかった。 

ちなみに自然状態では、雨滴が袋に落ちたときに

胞子を吹き出すという。 

＊“腹菌類”は、菌類の分類上における正式な学術用語とし
ては、現在は使用されていない。傘やひだを持つ一般的なキ
ノコ以外のキノコを、便宜上まとめた呼称である。 

 (山田純稔) 

どもの国」に参加することとなったのです。 

 さて、イベントでの盛況もうれしいのですが、行動会

議の成果として大きかったのは、準備段階の竹の伐採で、

こども館スタッフや子どもたちが秋山の森を訪れてく

れたことです。子どもたちは無心に森で遊んだとのこと。

大人スタッフも、森で話を聞き「松戸の森の厳しい状況

を初めて知った」と感想を述べていました。 

 行動会議は今後もさまざまなかたちで、子どもたちと

森をつなぐプログラムを試行していきます。 

 

 

 

9/20 稲刈り、10/4脱穀 根木内歴史公園で根っこの会

が。（もち米 60キロ収穫、12月、5月餅付き予定） 

9/21 囲いやまの森「森の音楽会」。天気良く、地域新聞

に予告掲載、一般の人 40名の参加があった。 

10/8 ステップアップ講座「里山の自然」（3p記事） 

10/12 根木内歴史公園で根っこの会主催第 5回音楽会。

一般の人 60名が緑の中で楽しみました。 

10/23 八ヶ崎の森で「園児と

森で楽しむ会」一起の会 

10/26  ステップアップ講座

「癒しの森づくり」講師：白

井珠美農学博士（3p記事） 

10/28 三吉の森へ金ケ作小

学校 3年生 39名が野外授業で

訪問 

10/31～  里山ボランティア入門講座 2013開催。受講生

は 21名。 

12/15 秋山の森で千葉大生の環境ガバメント論の実習、

講師は高橋盛男氏。 

 

 

 

 

 

 

（松戸のみどり再発見ツアー26、観察学習会 44） 

「歴史薫るみどり・本土寺周辺～大谷口歴史公園をあるく」 
 

松戸市最北部の小金北地区には、いまも歴史薫るみどりが多く残されています。本土寺周辺、 

広徳寺、大谷口歴史公園など緑豊かな史跡を訪ね、身近な市内の『歴史と緑』を考えましょう。 
 

１２月８日(日)  ９：３０～１４：３０ （現地解散）小雨決行 

集合 ＪＲ常磐線各駅停車 北小金駅改札口 ９：３0 集合   

参加費３００円（会員は 100 円、こども無料)  持ち物 弁当、飲み物、雨具、防寒対策 

問い合せ：090-2935-9444（高橋）     ※終了後に定例会をいたします。ご参加ください。 

緑のネットワーク情報 


