
根 っ 子 の 会 

日 時：2021.4.2（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石堂、佐藤(進）、須藤、田中、綿引、三嶋、坂井 8 名 

今日も穏やかで暖かい日和でした。時々の風に舞うサクラの花びらに幸せを感じつ

つ、結構たくさんの家族連れ・友達仲間・ぶらりと歩く方々・春休みの子どもたち

等々 密にならない程度にお花見を楽しんでいる。田んぼ一面にサクラの花びら。 

ザリガニ捕りも始まった。公園ボランティアの仕事を切り上げて 10 時 30 分過ぎにパ

ーゴラに集まって、フジ棚の剪定は良かったか？ もう少し切ってもよかった、など 

話しに花が咲き 始まった！ 今年は少し早い開花です。予定外で坂井さんが来て、協

働事業の押印追加でした。序に仕事の打合せもあり 9mm ロープ探しを依頼。 

＜作業＞①ミクリ池の清掃、水路の整備作業、②芝生広場のロープ補修、 

③水路の整備、④樹林地の整備、⑤田んぼ周りの除草・刈払機 

 

 

先般の大雨で中央階段と階段
下の園路表面が抉れて 歩行が 
しにくい ひどい状態になってし
まった。補修作業は公園緑地課
で業者に依頼をして整地工事が
必要となっている 

サクラはだいぶ散り 階段下の凹凸園路 

田んぼ周りと広場を除草  ロープ張替え補修 

フジが咲き始め 八重のヤマブキの花  ニワトコの花 

タンポポの花  カキドオシ ザリガニ捕りが盛況 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.4.9（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石堂、石崎、佐藤(進）、須藤、田中、山崎、綿引、三嶋、 

市川、      坂井・佐野 12 名 

今日も穏やかで暖かい日和でした。公園全体はヨシや野草の新緑に包まれた感じで

サクラは葉桜になり フジが咲き始め アリアケスミレの群生が元気で ムラサキケマン・

ムラサキサギゴケ・カキドオシが見ごろです。これからも湿地の野草が楽しめます。 

自然観察会は ４月 17 日（土）9 時 30 分から 参加ください。 

ミーティングでは 2020 年度の負担金 250,000 円の精算で イベント行事が開催できず 

24,000 円を使わなかったため 戻し分とした処理通知。 

公園の作業で公園緑地課に手配依頼事項：①中央階段下は大雨で砂利が流失し 不整地

になって 補修が必要、②中央木道脇の丸太・剪定枝の片付け、③水路のヘドロ除去作

業を西原造園に依頼。 

＜作業＞ 

①ミクリ池のアオコ清掃、水路の整備作業、②竹林の整備 

③除草・刈払機、④竹林の筍 5本を掘り 配布 

⑤移植地・上富士川フェンス際の刈払機で除草 

湿地パーゴラのフジが見ごろ  ムラサキケマン  カキドオシも花盛り 

竹林の整備 筍掘り 中央階段下の抉れ対処依頼 

水路のヘドロ除去対処依頼 移植地の除草 コナラのネット巻きを確認 

アリアケスミレ 

の群生がきれい 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.4.16（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：石堂、石崎、佐藤(進）、須藤、田中、三原、綿引、三嶋、 

市川、      坂井・佐野 11 名 

今日も穏やかで暖かい日和でした。公園全体はヨシや野草の新緑に包まれた感じで

湿地の野草が楽しめます。アリアケスミレ・ムラサキサギゴケ・ムラサキケマン・ホウチャクソウ。 

公園緑地課と西原造園の打合せ（作業依頼）：①中央階段下は大雨で砂利が流失し 不

整地になって 補修が必要、どの様な工事にするかの報告待ち。②中央木道脇の丸太・

剪定枝の片付け、園路上の片付け（土橋～国道は 3 ヵ所の溜り場所を作って材を纏め

ての整理）③水路のヘドロ除去作業を依頼。④トイレのカギの交換修理依頼。 

＜作業＞①ミクリ池の水抜き 汚れを流し、アオコ清掃 水路の整備作業 水路のヘドロ浚い、 

②刈払機で各所の除草、③移植地・上富士川フェンス際の刈払機で除草 

＜連絡＞①2021 年度総会：5 月 7 日（金）10 時 40分から根木内歴史公園パーゴラ前で開催 

②田植え：5 月 14 日（金）9時 30 分～ 

③ナラ枯れ対策で コナラにネットを巻く作業：4月 23日（金） 

④新松戸幼稚園来園 年長 100名：5月 18日（火） 予備日：5月 21日（金） 

刈払機の作業 水路の作業 

ホウチャクソウ  モミジイチゴに虫こぶ 
ヒヨドリ 

梅の実が鈴なり ロウバイの実 観察会でアリアケスミレを観察 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.4.23（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石堂、石崎、佐藤(進）、須藤、田中、三原、山崎、綿引、三嶋、 

市川、      坂井・佐野 13 名 

晴天の青空で風がなく穏やかで暖かい日和です。ヨシや野草の新緑に包まれ フジの

花は満開で見ごろ ミズキの白いお皿が映えますね。 

西原造園の作業予定 

①剪定枝・丸太などの片付け：4 月 26 日から 3 日間の作業予定 

②水路のヘドロ除去作業：5 月に作業予定 

③中央階段下の不整地補修は報告待ち 

④トイレのカギの交換修理は再確認 

＜作業＞①カシナガに穿入されたコナラにネット巻き、②刈払機で各所の除草、 

③樹林地の整備、④移植地の整備、⑤カワヂシャを移植 

 

 

コナラにネット巻き ミズキの花の季節です 

各所の除草作業 水路の整備 

チガヤの群生 ギンランが国道のり面に咲いた 剪定枝の片付け 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.4.30（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐、石堂、石崎、佐藤(進）、須藤、田中、山崎、綿引、三嶋、 

市川、 10 名 

晴天の青空で風がなく穏やかで暖かい日和で、ゴールデンウイーク入りです。 

月末だけれど家族連れが多く 愛犬もいて賑やかな感じです。ザリガニ捕りの親子も楽

しそうですね。明日から新緑のまぶしい 5 月です。 

西原造園の作業 

①剪定枝・丸太などの片付け 運び出さずに 山側に 3 カ所の集積を設た。 

②水路のヘドロ除去作業も併せて実施で ご苦労様でした。 

③中央階段下の不整地補修は報告待ち 

④トイレのカギの交換修理は再確認 

＜作業＞①ネット巻きコナラにスミパインを噴霧、②刈払機で各所の除草、③樹林地の整備、

④移植地の整備、⑤池と池周り 木道脇の整備、⑥ブロワーで通路の掃除 

 

 

水路のヘドロを除去 

コブシに乳剤を噴霧 耕うん機が不調 各所の刈払機除草 

山側の残材を 3 ヵ所に纏めて全体を整備 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.5.7（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐・石堂・石崎・佐藤(進）・佐藤（敬）・須藤・田中・森・山崎・綿引・三嶋、 

市川・児玉、根木内：中島さん、  公園緑地課：布施・坂井・佐野 17 名 

夏の始まりの立夏です。全天曇りで雨が降りそうな空模様でしたが 朝のミーティン

グで 10 時 30 分までの作業の確認をしてスタートでした。 

作業 

①田んぼの耕うんと田均し、②刈払機 2 台での除草・ヨシ刈り、③木道脇のヨシ刈り、

④ミクリ池のアオコ除去、⑤№11 エリアの手入れ 

＜総会＞フジの花は終わったが 芝生広場のキリとヤマボウシの花は満開 ミクリ池で

オオヨシキリが鳴いて 湿地パーゴラの集会場 自然環境の中での総会を開始。 

先ず 代表 壱岐さんの挨拶 公園緑地課 布施課長の挨拶、進行は従来の議決形式では

なく 2020 年度報告として ①活動報告・②会計報告・③監査報告・④活動計画・⑤予

算の順に概要の報告をして、役員：代表は壱岐さん、副代表・事務局は三嶋さん、 

副代表・会計は市川さん、監査は山崎さん にお願いをした後、公園ボランティアの 

活動・課題について 事務局からの説明でした。 

１）作業活動：51 回、観察会 10 回、ミーティング：10 回、 

西原造園の作業：中央木道から国道までのヨシ刈りなど 

一般参加のイベントは中止、ホームページ更新・掲示板掲載は継続実施 

２）会計報告は科目別出納帳に基づく報告で備品関係の説明、会計監査報告 

会費の繰越金が 82,000 円になっているので 2021 年度年会費は徴収しないことで 

役員間の協議とした。 

３）次年度以降の公園ボランティア活動は継続意向であるが 会員の高齢化・戦力低下 

のため公園緑地課と協議の上 協働事業の取組みを再考していく考え。 

イベント：①新松戸幼稚園年長 100 名以上：5 月 18 日（火）、予備日 21 日（金） 

②南柏小学校 2 年生 100 名以上：6 月 1 日（火）、③田植え：5 月 15 日（金）小学生 

一般参加は難しい、次年度以降は再検討、④虫ハカセになろう：7 月の開催は 

難しい、⑤工作教室：8 月の開催は別途検討、⑥コナラなどナラ枯れ対策実施。 

⑦公園の作業・工事関係の連絡は望ましく 情報公有化をお願いしたい。 

 

田んぼの耕うん・田均し 

キリの花とヤマボウシの花 上富士川の浚渫と親水広場の整備 

除草をして 気持のよい湿地 
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根っ子の会 活動報告 2020年度 

2021年 5月 7日 

１．活動概要 

緊急事態宣言解除後の感染拡大が加速して 「まん延防止等重点措置」が各所で適用され、感染

力の強い変異株ウイルスへの置き換わりで 引き続き感染防止策の徹底をはかる必要がある状

況です。昨年度は 4月から緊急事態宣言が発出して 一般の方々にお知らせしてのイベントは中

止としたが、公園の保全作業は継続して実施してきた。 

（１）協働事業について 

1）樹林地や湿地帯の保全活動：春から夏にかけてヨシなどの生育が旺盛で、公園の良好な状態

を確保するために作業対応をしている。毎週金曜日を定例活動日。第 2 金曜日に作業と定例

ミーティング開催：作業活動＋イベント：51回、ミーティング：10回 

2）作業の外部依頼：西原造園が定期的に整備作業を行っており、今年度は 特にキショウブ池の

整備と中央木道国道側のヨシ刈り・ガマ刈り、水路の整備を依頼した。 

3）イベント関係：虫の観察会・夏休み工作教室・田植え体験・餅つき体験＝お楽しみ会等は 

中止、ミニ門松づくりは 会員向けの開催とした。 

田植え・稲刈り・脱穀・籾摺りなどは根っ子の会メンバーで実施している。 

虫の観察は継続調査のため柄澤先生・自然観察指導員の協力により実施：7月 28日 

公園の門松づくり、ミニ門松づくりは会員内で実施：12月 27日 

4）その他の活動 

① 光ヶ丘小学校などの郊外学習、新松戸幼稚園、保育所は実施なし。 

② 稲刈り・脱穀・籾摺りなどの実施：来園の方や近隣の方々が見学・参加 

③ 階段・園路の土留め整備、園路などに竹弓を設置・整備など 

④ 樹木の伐採、作業場の整備、中央木道の板の塗装、田んぼ・水路の整備 

⑤ イス・テーブル・手すり・掲示板の屋根などの補修・塗装 

⑥ 今年は根木内小学校の家庭教育学級のイベントの開催は出来なかった 

5）広報活動について 

①ホームページ更新 

ホームページの管理運営について、活動報告を掲載。アクセス数：48,300回 

②掲示板の広報 

入口・芝生広場・城址口・倉庫の壁面に設置して コンテンツの入替えを実施 

③のぼり旗の利用 

活動日には、「のぼり旗」を入口に掲揚し、活動実施が分るようにしている。 

（２）取組み課題について 

1）公園の整備方法について、ミーティングでの話し合いによる合意形成に努めてきた。 

2）地下水の補水設備は正常に稼働、排水マスは水路の整備時に利用しており、排水ホースは 

外されたため 住民からの騒音苦情があれば 公園緑地課で対策する。 

3）霜田橋下の親水広場の整備について 河川清流課と打合せして 次年度に整備予定となった。 

4）今年度はキショウブ刈り 中央木道から国道方向のヨシ・ガマ刈りを西原造園に依頼した 

5）協働事業負担金によって、備品および作業用品を購入し、運営管理を行っている。公園の活

性化を図るための作業に必要な消耗品・備品を購入し 良好な運営ができていると考える。 

一般向けのイベントは開催できず 負担金の未使用分 24,000円は処理済み。 

6）カシノナガキクイムシの穿入により 次年度以降は コナラなどのナラ枯れ対策が必要になる。 
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２．今後の事業展開 

1）作業管理について 

根っ子の会の会員間と公園緑地課で検討し、纏めたゾーニング図によって湿地を中心とした

作業管理を行っていく。 

2）会員の高齢化問題について 

2006年に根っ子の会が結成され、2009年に 2回目の公園ボランティア体験講座を開催した。

会員募集をしての入会はあるが、平均年齢が年々増えていく中で、会員の体力が減退しており、

お世話役（代表や役員）を選任することも難しくなってきている。 

若手の会員募集は難しい中で 根っ子の会会員が無理をせずに公園の維持管理に努めていくこ

とで 少しは良い公園になるような継続作業を行うことでよいかもしれない。 

今年は73才と88才が他界 80才前後の 3名が入院手術、その他 心臓・内臓などの疾患者が

あり 作業戦力が弱体化している。今後の活動について 根っ子の会と公園緑地課で継続して 

協議・検討することが望まれる。 

3）協働のモデルケースについて 

樹林地と湿地帯を含む自然豊かな公園の保全管理の方法や公園の利用のあり方について協働

で進める試みは、先進的モデルケースとして継続発展させていく所存である。 

この公園での活動は、「豊かな自然」と「古来の歴史」を楽しめる場にしていくことですが、

何よりも「自分たちの街」を「自分たちの手」で「安全で、快適な、暮らしやすい街」にした

いという願いから生まれたものであり、「街のために」「皆のために」「自分のために」という、

やりがいのある活動である。この市民と行政の協働活動を継続することにより、松戸市が「豊

かで活力のある、住んでよかった街、住みたい街」になることを願っている。 

3．活動実績表 

          № 月日 作業時間 人数 作業内容
1 4月3日 9：30～12：00 11 お花見、園路・水路の整備、森の残材整理、緊急事態宣言5/6日まで
2 4月10日 9：30～12：00 4 園路・水路・田んぼ・移植地の整備、除草
3 4月17日 9：30～12：00 8 ミクリ池清掃、水路整備、田んぼ整備、中央木道の塗装
4 4月24日 9：30～12：00 3 田んぼ周りの除草、湿地広場の除草、杭の交換補修
5 5月1日 9：30～12：00 8 田んぼ整備、園路整備、ミクリ池と水路の清掃、移植地の除草
6 5月8日 9：30～12：00 12 田植え、木道脇の整備、アオコ除去、丸太イス設置
7 5月15日 9：30～12：00 7 各所のヨシ刈り、丸太イスの加工、水路整備、アオコ除去、八柱造園作業

8 5月22日 9：30～12：00 11 刈払機で各所のヨシ刈り、伐採木の処理、アオコ除去、№11エリア整備
9 5月29日 9：30～12：00 11 ヨシ・ガマ刈り、除草、樹木伐採、片付け
10 6月5日 9：30～12：00 10 水路整備・アオコ除去、ヨシ刈り、剪定枝の片付け、防腐剤塗装
11 6月12日 9：30～12：00 15 総会・ミーティング、湿地広場の除草、ミクリ池・水路の整備とアオコ除去

12 6月26日 9：30～12：00 9 樹木伐採、園路・水路整備、杭の付替えフジ棚整備
13 7月3日 9：30～11：00 11 樹木伐採、あぜ道・水路の除草整備、移植地整備
14 7月10日 9：30～10：30 6 湿地広場等の除草、倒木処理、アオコ除去作業、ミーティング
15 7月24日 9：00～12：00 9 園路の除草、上富士川フェンス沿いの除草、ロープ補修
16 7月28日 9：00～12：00 6 虫ハカセの調査観察、自然観察指導員等5名助勢、
17 7月31日 9：00～12：00 8 樹林整備、ガマの穂除去、水路整備、ロープ・杭の補修
18 8月7日 9：30～12：00 7 樹林・フジ棚整備、ガマの穂除去、水路整備・除草
19 8月14日 9：30～12：00 9 ミーティング：園路の砂利、ゴミの処理、ミクリ池広場、木道、ナラ枯れ
20 8月21日 9：30～12：00 7 ゴミの分別管理、カシナガトラップ、ガマの穂除去、エリア整備
21 8月28日 9：30～12：00 8 霜田橋辺りの除草・整備、チェーンソー・刈払機作業
22 9月4日 9：30～12：00 9 田んぼ周りと湿地広場の除草、中央階段辺りの整備、移植地整備
23 9月11日 9：30～12：00 9 ハザ掛け設置、移植地・№11エリアの除草、アオコ除去、ミーティング
24 9月18日 8：30～12：00 10 アオコ除去、田んぼ周りの除草、チェーンソー作業
25 9月22日 9：00～16：00 5 稲刈り（台風の影響で臨時作業）
26 9月25日 10：00～12：00 5 稲刈り（台風の影響で臨時作業）



3 

 

 

観察調査会 

 

 

2021年度役員の提案 

代表：壱岐貞俊、副代表・事務局長：三嶋秀恒、副代表・会計：市川佳子、監査：山崎 徹 

№ 月日 作業時間 人数 作業内容
27 10月2日 9：30～12：00 9 ハザ掛け補修、アオコ除去、水路整備、各所除草
28 10月9日 9：30～1０：30 1 ミーティング：講演各所の見回り点検
29 10月16日 9：30～12：00 8 脱穀
30 10月23日 9：30～10：30 5 作業開始後雨降り
31 10月30日 9：30～12：00 11 丸太切り、水路のヨシ・ガマ刈り、倉庫の補修
32 11月6日 9：30～12：00 10 ハザ掛け撤去、丸太イスを設置、霜田橋辺りの植栽整備、
33 11月13日 9：30～14：00 10 籾摺り、アオコ除去、倒木の処理、ミーティング
34 11月20日 9：30～12：00 9 サワラ伐倒 架かり木処理、水路整備
35 11月27日 9：30～12：00 10 ヨシ刈り、エリア除草、アオコ除去、倒木処理
36 12月4日 9：30～12：00 9 ミクリ池の水抜き、田んぼの耕うん、除草整備
37 12月11日 9：30～12：00 11 田んぼの耕うん、園路沿いの除草、水路辺りの整備、ミーティング
38 12月18日 9：30～12：00 13 門松づくり、ミニ門松づくり、
39 12月25日 9：00～12：00 14 作業場の整備、園路土留めの補修、田んぼの耕うん
40 1月8日 10：00～12：00 11 新年ミーティング、園内見回り確認
41 1月15日 9：30～12：00 9 土留め板の補修、ニワトコ伐採、竹林キリノキ伐採
42 1月22日 9：30～12：00 10 竹林整備の準備、サワラ剪定、ヨシ刈り
43 1月29日 9：30～12：00 9 竹林整備、竹の切出し
44 2月5日 9：30～12：00 8 竹弓づくり、コナラ切断、掲示板補修
45 2月15日 9：30～12：00 12 竹弓設置、パーゴラのフジ蔓剪定、掲示板補修
46 2月19日 9：30～12：00 9 コナラ切断、土塁の保護作業、ヨシ刈り
47 2月26日 9：30～12：00 9 掲示板補修、ササの整備、ロウバイ剪定
48 3月5日 9：30～12：00 9 掲示板補修、土塁保護、樹林整備、ヨシ刈り
49 3月12日 9：30～12：00 10 ミクリ池アオコ除去、コナラ片付け、排水口のホース外し
50 3月19日 9：30～12：00 11 ミクリ池・水路の整備、移植地整備、掲示板屋根補修
51 3月26日 9：30～12：00 8

計 453

№ 月日 作業時間 人数 作業内容
1 4月 中止 湿地の観察会

2 5月 中止 湿地の観察会

3 6月20日 9:30～12：00 8 湿地の観察会

4 7月25日 9:30～12：00 5 湿地の観察会

5 8月22日 9:30～12：00 7 湿地の観察会

6 9月19日 9:30～12：00 6 湿地の観察会

7 10月24日 9:30～12：00 7 湿地の観察会

8 11月21日 9:30～12：00 7 湿地の観察会

9 12月19日 9:30～12：00 8 植物・鳥類の観察

10 1月16日 9:30～12：00 6 植物・鳥類の観察

11 2月20日 9:30～12：00 5 植物・鳥類の観察

12 3月20日 9:30～12：00 5 植物・鳥類の観察

計 64



2021～2022 年 間 活 動 計 画 

月 活  動  計  画 備考 

4月 
除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

田んぼ耕うん、 

 

5月 
総会、田んぼ整備、田植え イベント、 

除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

 

6月 
除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

幼稚園・小学校の来園で見守り、 

 

7月 
虫ハカセ イベント、 

除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

 

8月 
工作準備、工作教室 イベント、 

除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

 

9月 
ハザ掛け設置、稲刈り、 

除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

 

10月 
脱穀、籾摺り、 

除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

 

11月 
除草・刈払い・残材片付け、各所整備、アオコ除去、 

ガマの穂除去、 

 

12月 
門松づくり、ミニ門松づくりイベント 

各所整備（移植地、ミゾソバ・ソクズ・ヤブミョウガ群生地など） 

 

1月 
新年ミーティング、公園の見回り、 

竹林整備、剪定（ジャヤナギ・サルスベリ・ウメ）、竹弓づくり・設置、 

 

2月 
樹林地整備：モミノキ林・シイノキ裏の郭・石庭、ロープ張り・杭の交換 

雪の木道整備、 

 

3月 
田んぼの耕うん、樹林地整備、お花見、 

協働事業書類提出、 

 

特記 

ミーティング  第 2（金）、観察会：第 3（土） 

イベント：    5月 田植え、7月 虫ハカセになろう！ 8月 夏休みの工作教室 

9～10月：稲刈り・脱穀・籾摺り、12月：門松・ミニ門松づくり 

特記作業：    中央木道 補修、物見台の階段補修、竹柵交換（土塁保護など）、 

掲示板屋根張替え、ロープ・杭の交換 

カシナガ穿入によるナラ枯れ対策（ネット施行と防虫対策） 

市の作業：    樹林下園路の伐採、樹林下園路の片付け 

中央園路階段のロープ張り、木道の補修、排水バルブのメンテ 

木道の補修、霜田橋 端材置き場の整備、河川清流広場の整備 

フェンス脇（河川側）の除草・整備 

西原造園に作業依頼  

キショウブ池～ジャヤナギ下の刈込み・整備、中央池と周辺エリアのヨシ刈り 

中央木道から国道側までのヨシ刈り・ミクリ池は隔年でヨシ刈り、残材処理 

芝生広場は計画的に除草・整備 

 

 



公園ボランティアの活動課題 

根っ子の会は 活動開始から 15 年、公園緑地課との協働事業「皆でつくる根木内歴史

公園事業」は 14回目、公園の活性化に向けての活動でした。 

公園のスタート時から 課長は 7 代目で 担当者も代わって情報共有化が薄れてきてい

るように感じ、会員の高齢化の課題があり 協働事業の取組みを再考したいと考えている。 

公園ボランティアは 公園緑地課からの指示に基づいて実施するのでなく、出来るだけ

自主的判断で行う趣旨で ミーティングなどで要望・実施計画について意見交換を行う。

構築物の設置 大きな樹木切断 危険を伴う作業などは事前連絡が必要。 

協働事業報告の負担金は概算払いで 3 月末までの精算、総会での承認を必要としてい

ないので 制度上 3月末までに提出ください とのことで了解している。 

2020年度負担金は未達 24,000円が発生。 

変異ウイルス感染の拡大傾向が続き、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が 

適用され、引き続き感染防止策の徹底をはかる必要が続いており イベント実施は慎重に。 

 

イベント 

新松戸幼稚園年長 100名以上：5月 18日（火）、予備日 21日（金） 

南柏小学校 2年生 100名以上：6月 1日（火）、 

田植え：5月 15日（金）小学生・一般参加は難しい 

虫ハカセになろう：7月の開催は難しい 

工作教室：8月の開催は別途検討 

芝生広場の剪定（ウメなど） 

西原造園に作業依頼 

2021年度：ミクリ池のヨシ刈り・キショウブ池・水路のヘドロ 

2022年度：中央木道から国道側のヨシ刈り・キショウブ池・水路のヘドロ・城址口 

ナラ枯れ対策 

コナラを中心としたカシナガ穿入対策 

その他作業・工事 

木道のロープ柱の交換 

中央園路階段下の抉れ対策工事 

霜田橋下の「緑化清流 憩いの広場」の整備：河川清流課が 5月に実施 

土橋標柱の陶板交換（直射日光の所は見えなくなってきた） 

駐車場のトイレドアのカギ交換・18時以降の放置駐車管理 

 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.5.14（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐・石堂・石崎・佐藤(進）・佐藤（敬）・田中・森・綿引・三嶋、 

市川・  公園緑地課：坂井・植島さん 12 名 

前日 13 日は一日中雨が降り肌寒い日でしたが、当日朝は 五月晴れの青空で 太陽の

日差しがあり 気温も高く 最高の日和でした。9 時前に田んぼの水を抜き 長靴や必要

道具を出して、先ずは田んぼの線引き＝ 升目になるよう 上手に画けました。 

マンゲツモチの育苗箱 2 ケースで 苗を 3〜4 本取って、親指・人差し指・中指でつま

むように持って土の中に２㎝程度の深さに植えていく、ほぼ縦横にきれいに並ぶよう

に 田植えを開始しました。公園緑地課から坂井さん

と横島さんが田植え体験参加で 最初は長靴で 足が抜

けなくて 裸足になっての作業でした。約 2 時間で田

植え作業を終え 泥んこの手足を洗い休憩。 

田植え後は 水を入れて苗を保護、苗が水没しない程

度に水管理をします。皆さん ご苦労様でした。 

ミクリ池のヨシ原でオオヨシキリのさえずり「ギョギ

ョシ ギョギョシ ケレケレ」が賑やかでした。 

 

7 月 15 日は観察会 7 名、キンラン・ギンランが咲き ヤマボウシ・キリの花が満開 

湿地ではチガヤもきれい アゼナルコ・ミコシガヤがたくさん観られるよい季節。 

6 月 12 日（第 2 土曜日）に観察会の予定 

 

オオヨシキリ 

みんなで田植え 

芝生広場：キリの花 ヤマボウシ チガヤ（千萱）花穂が綿毛に包まれ 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.5.28（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐・石堂・石崎・佐藤(進）・田中・三原・山崎・綿引・三嶋、 

市川・中島 11 名 

5 月 21 日（金）朝は小雨でしたが 風が強く 8～10m で時々の雨、石堂・綿引さんと

三嶋が集合したが 作業に適さないと判断し 中止にした。 

28 日は穏やかな天気で 日中は 27℃～29℃の予報で熱中症の心配があり、朝のミー

ティングでは各自の分担を確認し作業に入った。先般の観察会で見つけたキンランの

場所を確認し 花は終わってたけれど 公園にはキンランとギンランが鑑賞出来たこと

になる。カシナガに穿入されたコナラの様子では 未だ

成虫が飛び出す気配がなく 間もなく動き出す時期なの

で 注意深く観ることにした。移植地のビワが熟れてき

たので皆で一つづつ試食した。 

木道脇の排水バルブが締まらず水漏れが出ているので 

公園緑地課と連絡をとり 5 月 31 日（月）現地打合せ

（坂井・片田さん）、メーカーにメンテナンス依頼をす

ることになった。中央階段下の園路の抉れ、木道のロー

プと柱の補修も確認。 

作業：①木道の川側と木道三差路辺りのヨシ刈払い、②木道沿いのヨシ刈り、③移植地の除

草・整備、④ユキヤナギのヤブカラシ等の除去、⑤ミクリ池・水路のアオコ除去・整備 

木道脇のヨシ刈りで水面を出す 

木道脇のヨシは上だけ刈る 移植地の除草 木道三差路辺りのヨシ刈り 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.6.11（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：石堂・石崎・佐藤(進）・佐藤（敬）・田中・三原・綿引・三嶋、 

市川・児玉・中島     坂井・佐野 13 名 

6 月 4 日（金）朝から雨降りで寒い一日でした。 

11 日は晴れで太陽が輝き、日中は 30℃を越える暑さで、熱中症に気を付ける一日で

朝のミーティングでは各自の分担を確認し 作業に入った。田んぼには 小さな浮き草

がいっぱいになり、稲は順調に生育。稲穂が出るころに施肥を予定。 

作業：①あまり雨が降らないので 田んぼに水を供給、②広場の除草、③フジの実をたくさん 

除去 一部を残す、④広場のベンチ辺りと池の方面の除草、⑤川側の植栽でサツキにクモの

巣がいっぱいを箒で除去、⑥池と水路のアオコ除去、⑦中央階段辺りの除草 

ミーティング：①排水桝のバルブ不具合、②キショウブ刈りの注意と半夏生は刈らないよう

に、③犬の毛繕いに注意 等々 

 

 

イネの生育は順調   田んぼ周りと広場の除草 フジ棚の実を除去 

ここも除草  サツキにクモの巣 

中央階段の左右の除草 

これはキンラン 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.6.18（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐・石崎・佐藤（敬）・田中・山崎・綿引・三嶋、 

市川・中島     坂井・片田 11 名 

18 日は晴れで太陽が輝き 爽やかな気温と空気だが 熱中症に気を付ける一日で朝の

ミーティングでは各自の分担を確認し 作業に入った。 

木道脇の排水バルブが締まらず水漏れが出ているので 公園緑地課と対策協議 

作業：①中央木道の国道側のヨシ刈り 湿地広場の除草、②オオバ・コシロツメクサ 

遊びの看板 アゼナルコ・ミコシガヤ説明看板の設置、③中央木道先の階段手摺の補修 

④階段左右の除草整備、⑤湿地広場のロープと杭の補修、⑥排水桝の打合せ 

〇6 月 22 日（火）9 時 50 分に“新松戸幼稚園”年長さん 100 名が 

公園で座ザリガニ捕り・芝生広場で自然あそび、見守り応援をお願いします。 

 

山裾ではたくさんの“ハグロトンボ” アジサイが見ごろ    オカトラノオが咲き始め 

№11エリアの整備  手前はヨシ刈り 杭の交換とロープ張り    中央池の除草整備 

川沿いのヨシ刈り   階段脇の除草整備 排水桝の検討 



根 っ 子 の 会 

日 時：2021.6.25（金）9 時 30 分～12 時 

出席者：壱岐・石崎・佐藤（進）・田中・山崎・綿引・三嶋、 

市川・中島 9 名 

夏至は 21 日で 今日が 6 月最後の活動日、曇りで穏やかな作業日和でした。 

緑豊かな自然の中でコロナウイルスに心配せずに 熱中症の配慮もせずに作業が出来ま

した。刈払機 3 台で木道～川側のヨシ刈り、田んぼ周りの除草に汗を流し、気持ちよ

く作業が出来ました。 

作業：①田んぼ周りの除草、②木道～川側のヨシ刈り、 

③移植地の除草、霜田橋辺りの植栽周りの除草等々、 

④各所ロープ・杭を補修 

オカトラノオ・ソクズは見ごろ、芝生広場のアジサイもよい、 

ハグロトンボがたくさん観られます。 

 

ハグロトンボ 


