
根っ子の会 

日 時：2020.1.10（金）10 時～12 時 30 分 

出席者：甘利、壱岐、石崎、岩永、蒲倉、佐藤（敬）、須藤、東、松井、森、 

山崎、三嶋、高橋             木原、中澤、戸津 16 名 

今年は 庚子かのえね 新春のミーティング昼食会 根木内会館を借用しての開催です。 

あまり寒くなく冬空快晴の爽やかな日和でした。 

代表 壱岐さんの新年ご挨拶、公園緑地課課長補佐 木原さんのご挨拶 事務局の司会進行 

根っ子の会 ミーティング 

根っ子の会の活動は 高齢化に伴う課題があり、今まで意見交換をしてきたが 抜本

的な対策案が出てくることは難しいようです。公園ボランティア活動は メンバー皆

さんと一緒に 年々出来る範囲のことを継続実施するようにしましょう。 

昨年 5 月の田植え体験 お餅つきイベントに 根木内小家庭教育学級が親子で参加と

ボーイスカウト 8 団も参加、9 月の稲刈り、11 月の歴史講座「根木内城を歩く」に

参加があり、今年は 2 月に博物館見学会を計画。今後も継続した協力をすすめる。 

今年のイベントなどの計画  

１）2 月 5 日（水）  

博物館企画展「小金城と根木内城」 

２）4 月 29 日（水） 緑と花のフェス  

ティバル 21 世紀の森と広場 

３）5 月 9 日（土）  

田植え・お餅つき・お楽しみ会 

４）5 月 16 日（土）～24 日（日） 

オープンフォレスト第 9 回 

５）7 月 25 日（土） 虫ハカセになろう 

６）8 月 28 日（金） 夏休み工作教室 

７）9 月 29 日（土） 稲刈り 

８）12 月 25 日（金）門松づくり 

作業課題 

1)竹林空堀の整備（土橋左側） 

2)城址口植栽の整備 

3)シイの木裏作業場の整備 

4)物見台・廓 上段 下段の点検・整備 

5)モミ林の整備確認 

6)掲示板の屋根補修（芝生広場） 

7)湿地パーゴラ藤棚の整備 

8)ミクリ池から水路の堰の補修 

9)竹弓づくり 交換作業 

⋆)園内のゴミ拾い・清掃 

水面清掃（アオコなど浮遊物の除去） 

公園緑地課・西原造園の作業課題 

1)ミクリ池のヨシ原湿地のヨシ刈り 

2)キショウブ池～ジャヤナギ下の除草 

3)上富士川沿いの置き草処理 

4)廓下樹林の枝葉処理 

5)霜田橋のゴミ置き場の処理 

6)樹林下園路の整備検討 

公園ボランティアが実施したこと（設立以降の纏め） 

根っ子の会設立：2006 年 7 月（会員 27 名）、14 年経過 

根っ子の会 HP： http://negiuchi-park.org/  アクセス数 46,000 

ミーティング：公園緑地課と第 2 金曜日、初期に公園の未来図を検討 

 
 



保全作業： 

ゴミ拾い、水面（アオコ）清掃、ヨシ刈り、草刈り、ガマ刈り、 

セイタカアワダチソウ・クズ・カナムグラ・キクイモなどの除草、 

湿地整備、竹の伐採・竹林整備、等々 

作業項目： 

中央木道の造作・補修・階段設置、城址口表示板（川井市長揮毫）、 

城址口造園（千葉大の協力）、土橋横土塁保護の竹柵、掲示板 3 ヵ所設置・ 

補修、竹弓の柵、園路脇土留め柵、作業場の整備、物見台、給水小屋、 

田んぼ・水路の整備、丸太から板を製材し防腐剤を塗布、土留め板の塗装、 

ミクリ池から水路の水門設置、水面・水路沿いに畔波板を設置。 

階段の補修・整備、ロープ交換 

活動日には「のぼり旗」を入口に掲揚、 

自然観察・調査： 

花情報、観察記録、観察日記、虫ハカセ記録、湿地観察会、鳥の観察会 

イベント 1： 

田植え体験・お餅つき体験・お楽しみ会、ハザガケ設置・稲刈り・籾摺り、虫ハカセ

になろう（虫捕り・虫のお話し、柄澤先生と自然観察指導員）、 

夏休み工作教室、門松づくり・ミニ門松づくり 

イベント 2： 

緑と花のフェスティバルに参加、オープンフォレストに参加 

イベント 3： 

木に名札付け、公園の写真展、公園で楽しむ音楽会（オカリナ・コカリナ）、城址口造

園、ヨシ刈り、博物館企画展の見学・下田の森の訪問、 

大町自然観察園の訪問、 

剪定教室（高木氏）、鳥の観察会（平岡氏）、自然観察案内 

外部協力と表彰： 

緑の都市賞で「国土交通大臣賞」を松戸市が受賞 

千葉県の協働事業事例集に掲載、協働事例講座で活動の発表 

IFPRA の公園グッドプラクティスの評価 

都市の緑や公園の発展に貢献、韓国・台湾の学生等が来園 

（ワシントン大学、ソウル大学、南華大学） 

第 27 回全国「緑の愛護のつどい」：国土大臣賞を受賞 

「関東・水と緑の拠点 100 選」に登録 

松戸里やま応援団と連携、オープンフォレストに参加 

千葉大学園芸学部との連携、東葛しぜん観察会の協力 

千葉県環境美化保全活動感謝状、松戸市景観優秀賞、 

ゆいの花公園体験講座、守谷市緑の街づくり講座、松ヶ崎城址見学会に協力 

公園緑地課の整備項目 

トンボ池、中央池、広場の池、水路の整備、上富士川への排水 2 ヵ所、 

地下水汲上げ、ジャカゴ上のコンクリート板設置、入口トイレ設置、 

入口からのスロープ整備、湿地パーゴラのフジ棚設置、 

皆さんからの意見・提案などの話の後、昼食弁当を食べ 収穫したもち米をいただき、解散 

欠席の方には後日配布します。 

次ページに写真 



 



根っ子の会 

日 時：2020.1.17（金）10時～12時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、田中、東、市川、三嶋、 8名 

寒波というほどではないが 曇り空で肌寒い日で 夜には雪かみぞれの予報。作業の初日は、

公園を一回りして、当面どの様な作業をするかの確認・意見交換を行いました。 

１）ミクリ池のヨシ刈りとキショウブ池の除草は近々西原造園が実施予定 

２）上富士川フェンス沿いの置き草処理は、公園緑地課に依頼済み 

３）木道沿いのヨシはできるだけ刈込を行いたい 

４）国道側のヨシ刈りと霜田橋ゴミ捨て場の整備を進める 

５）廓下樹林の枝葉処理をできるだけ進める（枝と葉を分ける作業） 

６）作業場の囲い柵は解体し、ロープ張りに変える 

７）芝生広場のムシ保護草地は除草予定 

８）芝生広場の掲示板屋根は杉皮で補修交換 

９）土塁保護の竹柵は部分補修 

10）竹林は冬の間に整備、隣家駐車場にかかる竹は伐採、捨て置き場の確保 

11）ロープ張替えと杭棒の交換 （ロープ穴開けの丸棒を 10本手配） 

12）パーゴラ藤棚の竹を交換（竹の手配） 

13）ミクリ池から水路の入口 堰を改修（水漏れ対策） 

 

松戸市福祉大会が 1月 12日（日）松戸市民会館 

ホールで開催、根木内歴史公園サポーターは 

福祉施設に登録ボランティアとして 5年以上に亘り

活動し功労が顕著であったと認められた団体にボラ

ンティア活動功労 表彰状の贈呈がありました。 

 

作業写真： 

 

 
 

湿地を歩く道の対策 地下水汲み上げの赤水対策？ 

モミノキ林の残材を整備 丸杭棒が一部腐れで交換が必要 



根っ子の会 

日 時：2020.1.24（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、田中、山崎、綿引、三嶋、 8 名 

今朝は 11℃ 昼間は 14℃くらいになり風が吹かず 春３月の陽気で、作業日和でした。 

湿地の池からコサギとダイサギが６～7 羽とアオサギが飛び立ち素晴らしい景観が観

られました。土橋脇の空堀・土塁にある竹林整備を実施：①隣の駐車場に傾く竹を伐

採、②傾いて見栄えの悪い竹を伐採、③土橋脇と傾斜面のササ刈り、④タラノキの低

木がやたらに生えて、それの伐採、⑤枯れ枝などの整理、⑥奥の竹・残材置き場の整備等々 

 

 
 

だいぶさっぱりの竹林になりました 

土橋ののり面のササ刈り完了 残材置き場の整備 

土塁上の残材置き場の整備 モミノキ林を整備 水路までの道に注意表示 



根っ子の会 

日 時：2020.1.31（金）9時 30分～12時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、佐藤（敬）、田中、東、綿引、市川、三嶋、 10 名 

今朝は 10℃以下で曇っていて風もあり 寒かった。 

早い人は 9 時ごろ来て公園内の見回り、ゴミ集めなどと今日の必要作業を確認してか

らミーティング。それぞれに役割分担を提案してもらっている。 

①先ずは 湿地パーゴラ・田んぼ横の竹や端材を整理して、竹は作業場に移動、捨てる

ものは霜田橋ゴミ捨場に持込み 整然と片付けをした。 

②ジャヤナギの剪定、③ユキヤナギ植栽が綺麗に整備され、残ったアオコのダンゴを

処分、③木道奥の階段手摺の補修作業、④木道川沿いのヨシ刈り、⑤霜田橋ゴミ捨場

の整備、⑥剪定枝を湿地泥濘場に施設、⑦樹木枝の整理・片付け等々 

芝生広場の刈り残し部の草刈り完了でだいぶ綺麗になってきました。 

 

 
 

残材の整備で綺麗に ジャヤナギ剪定  ユキヤナギ下は綺麗に整備 

木道の川沿いのヨシ刈り 

ミクリ池の歩道は歩きずらい 手摺を補修 剪定枝を湿地に施設 

霜田橋ゴミ捨場はもっと整備をしたい 



根っ子の会 

日 時：2020.2.7（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、佐藤（敬）、田中、三嶋、 7 名 

西原造園 6 名、公園緑地課：中澤、戸津 

早朝はー3℃で集合時間の 9 時過ぎは 3℃、手が冷たいが 風がなく陽が出てきて前日

より良い作業日和になりました。作業終了後にダイサギとアオサギが遊びに来て、 

カルガモの家族が日向ぼっこ。芝生広場に黄色いロウバイが咲いています。 

ミクリ池のヨシ刈りとキショウブ池～ジャヤナギ下の除草整備は西原造園、水抜きを

して 9 時から 16 時までの作業、片付けは月曜日の予定とのこと。公園緑地課から長尺

の竹を用意して長さ 5m×12 本。ミーティングも実施で、石堂さんの提案で ミクリ池

入口辺りに「憩いの広場」を計画。夏は木陰でベンチで休憩できるところになるか。 

①アルミ製の軽いリヤカーを購入 600×800 で折畳み式 

②作業場の柵を撤去し、杭棒・トラロープを設置、③木道からトンボ池に行くステッ

プを補修（基礎から直し）、④ハリエンジュの丸太 H30 ㎝と H40cm 4 ヶを持込み、イス

として使用、⑤山側の残材を片付け整備、⑥木道川側のヨシ刈り（刈払機） 

  

三嶋秀恒 

 
 

小ぶりのダイサギ  カルガモが日向ぼっこ 芝生広場のロウバイ 

ステップの補修作業 川沿いのヨシ刈り 

ス作業場に杭・トラロープ 残材片付け・整備 



 

ミクリ池のヨシ刈り 



根っ子の会 

日 時：2020.2.14（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、佐藤（敬）、田中、東、山崎、綿引、市川、三嶋、

 11 名 

春 4 月の気温で作業日和で 夫々に作業分担をした。西原造園がミクリ池などヨシ刈り

整備をした後は景観が変わり アオサギ・カルガモ・セグロセキレイなどが遊びに来て

エサを啄み そんな景観にほっこりする。常連の来園者も「気持がいいですね。水面が

綺麗になり鳥が見えて 皆さんご苦労さま」など しばらくの会話があり～。 

草地にはオオイヌノフグリが花盛り、芝生広場の紅梅・白梅がお花見時期・ロウバイ

がほぼ終りですが 春の訪れが感じられる。立春前の厄払いと一年の幸福を祈る福豆を

いただき、休憩時の団らん。 

①パーゴラ ふじ棚の竹 14 本（4800mm）を寸法合わせ、②作業場の柵の解体・整備、 

③ミクリ池水路の水門を補修（基礎から直し）、④廓下樹林の奥：隣地に掛る樹木の伐

採・整備、⑤山側の残材を片付け整備、⑥中央木道脇のヨシ残材を片付け、⑦水面に

浮かぶヨシの残材除去作業 

 

  

 
 

作業場の片付け・整備 

水門の補修作業 

木道脇のヨシを片付け 森の残材を片付け 

廓下樹林の伐採作業 

アオサギ セグロセキレイ カルガモ 



 

三嶋秀恒 

芝生広場の紅梅？白梅が見頃 

小さな花だけれど春の訪れを感じさせるオオイヌノフグリが花盛り 



根っ子の会 

日 時：2020.2.21（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、岡崎、須藤、田中、東、綿引、市川、三嶋、 10 名 

今日もよい天気 作業日和で夫々に作業分担をした。先ずは湿地パーゴラのフジ棚の竹

を交換：縦 7 本と横 7 本の竹を上に置いて整列してから 古い竹を除き、シュロ縄で結

んで固定設置、高所なので脚立を 3 台で作業をした。革手袋の上からチェーンソーの

刃が触れて裂傷事故、山本病院で治療しての対応があった。 

①パーゴラ ふじ棚の竹を交換設置、古い竹を纏めて処分、②廓下樹林の奥の樹木伐

採・整備、③山側の残材を片付け整備、④水面に浮かぶヨシの残材除去作業、 

⑤チェーンソーで丸太切りの表面均し 等々 

 

三嶋秀恒 

 
 

ミクリ池の景観が綺麗で青空が気持ちいい 

山側の整備が進み 湿地も歩けるように 

丸太の座り心地？ 



根っ子の会 

日 時：2020.2.28（金）9時 30分～12時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、岡崎、須藤、田中、東、山崎、三嶋、 12 名 

児玉、                   中澤、吉岡 

早朝は 1℃ 集合時点で 10℃、地面に咲くコバルトブルーのオオイヌノフグリなどは 

春の先駆けで 今年は暖冬の過ごしやすい日が続きそうです。ヨシ刈りで整備したミク

リ池にはダイサギ・カルガモ家族・カラスなどが啄み 遊びで和やかな雰囲気です。 

先週に続き ①フジ棚の竹をシュロ縄で結ぶ作業、②樹林地の作業場の整備、③川側フ

ェンス沿いの境界石に杭棒を交換設置、④森の残材整理作業、⑤キショウブ池のジャ

ヤナギ辺りの水面整備、⑥ミクリ池真ん中の給水小屋の屋根が春一番で飛ばされ 補修

作業、⑦チェーンソーの手入れ等々 を分れて担当しました。 

公園緑地課の中澤さんと吉岡さんが来園、田中さんのケガを心配されていたが、元気

に作業が出来 病院では来週には抜糸できそうな段階で、保険の申請も問題なさそうと

の判断でした。 

 

 

三嶋秀恒 

 
 

ふじ棚の竹を結ぶ  作業場の整備 

モミ林の整備  憩いの広場の整備 ジャヤナギ下の水面整備 

フェンス沿いの杭棒交換 

給水小屋の補修後  アオサギは毎日？ 右側の手すりがグラグラして 



根っ子の会 

日 時：2020.3.6（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、岡崎、須藤、田中、綿引、三嶋、市川、児玉 10 名 

啓蟄：3 月 5 日～20 日（冬籠りの虫が這い出る 節季）太陽が出ての青空 寒くはない

が風が強く、体調に注意をして作業をしました。体調の優れない時には作業に参加し

ないこと。肺炎ウイルスに感染しない・感染を拡大しないことの注意を話合い。 

①中央木道上の階段手すりを改修：材料

と道具を準備して作業完成 

②川側フェンス沿いのヨシ刈りと残材整

理はフェンス際にヨシを敷き詰め作業 

③芝生広場の作業場の整備も継続実施④

森の残材整理作業：山側の樹木枝をチェ

ーンソーで切断の作業 チェーンソーの

メンテナンスも実施、田中さんの傷はほ

ぼ完治 

⑤ミクリ池のゴミ処理、移植地の整備等 

 

三嶋秀恒 

 
 

階段手摺の更新補修  森の整備 チェーンソー作業 

川沿いのヨシ刈り完了  霜田橋からの景観も良好 

ホトケノザ ヒメオドリコソウ オオイヌノフグリ 花盛り 



根っ子の会 

日 時：2020.3.13（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、佐藤（進）、須藤、田中、東、山崎、綿引、三嶋、 

市川 11名 

曇りで風がなく 穏やかな日和でした。朝のミーティングで作業分担をしての開始。 

サクラは未だつぼみでほんのりとした薄紅色の感じ、湿地のコブシが開花して、芝生広場のコ

ブシは満開、モミジイチゴが目立たなく綺麗に白い花を付けている。霜田橋のシモクレンとハク

モクレンが見ごろの満開、シダレザクラは開花、スイセンは花盛り 

感染情報：千葉県は 30 名 市川市は 12 名 松戸市は 6 名、体調の優れない時には作業

に参加しないこと。肺炎ウイルスに感染しない・感染を拡大しないことの注意を話合

い、体調に注意をして作業をしました。 

①中央池奥の水路を渡れる板を設置（Ｌ2m のスギ板に防腐剤を塗り 太めの枝を基礎

にした）、②川側フェンス沿い基礎脇の杭設置、③霜田橋辺りの国道沿いヨシ刈りと除

草、④芝生広場の作業場の整備も継続実施、⑤森の残材整理作業、田中さんの傷は完

治で 保険手続き、⑥ミクリ池横に憩いの広場を計画中で ハリエンジュの丸太イスを

囲いやまの森から運び 整備後に設置検討。  

 

水路に橋かけ  ハリエンジュの丸太  丸太を綺麗に整備 

樹林地の枝葉を整備  作業場の柵解体整備  川沿いの杭交換 

霜田橋辺りのヨシ刈りと除草  野草摘み 



 

三嶋秀恒 

 

霜田橋辺りの枝垂れサクラが開花  シモクレンが満開  スイセンが見ごろ 

湿地のコブシは先始め  芝生広場のコブシは見ごろ  モミジイチゴの可愛い白い花 



根っ子の会 

日 時：2020.3.20（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、岡崎、佐藤（進）、田中、綿引、三嶋 8 名 

昼と夜の長さが同じになるお彼岸の日：春分の日の休日で皆さんは集合して作業、 

風が強く風よけの場所を選んで朝のミーティング。ユキヤナギとレンギョウがみごと

綺麗に咲き、湿地のサクラは 2～3 分咲き、コブシが満開、芝生広場のソメイヨシノは

3～4 分咲き、風が吹かなければ最高でした。午後は風がよわくなってきた。 

春休みで子どもたちが湿地で遊んでケガをする危険がありそう…注意 見守り！ 

①掲示板屋根材の孟宗竹を作業場に運搬し乾燥保険、②霜田橋辺りの国道側ヨシ刈

り、③アオコ除去、④水路整備、⑤水路の橋かけ（板）、⑥伐採枝を湿地に施設、 

⑦ミクリ池周りのロープ杭を交換補修、⑧森の残材処理 

三嶋秀恒 

 

真っ白なユキヤナギ  春に咲く黄色いレンギョウ  桜より早く咲くコブシ 

サクラは 3分咲き 土日で 
お花見の見ごろになるでしょう 

国道側のヨシ刈り  水路の整備 流れを良くする作業  水路の橋かけと湿地に剪定枝 



根っ子の会 

日 時：2020.3.27（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石崎、石堂、岡崎、佐藤（敬）、須藤、東、山崎、三嶋 12 名 

木原、中澤、戸津 

年度最後の作業日は 曇りで 15～16℃ 風が吹かず穏やかな作業日和です。サクラは

見ごろでお花見グループやザリガニ釣りはまだ早いが水辺で遊びに来ている。風が

吹くと花吹雪で今日の午後 ピンクの絨毯が出来るかも、木原さんが異動でご挨拶。 

中央公園の企画管理。ミーティングでは コロナウイルスに注意の話題。 

①竹弓づくり、②湿地パーゴラのフジ枝をバランスよく整備、③アオコ除去・水路

整備、④キショウブ池に杭打ち、⑤森の残材処理 

 

三嶋秀恒 

 

湿地のサクラは満開でお花見 

芝生広場もサクラは満開でお花見 

ミーティング 木原補佐が異動  ザリガニ釣りが始まり！ 


