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◎イベント欄の見かた◎

月のイベント
11 月 1 日～12 月 9 日

イベントのタイトル
マーク
持ち物、お問い合わせ先、交通など
内容
開催地域
野外イベント：集合場所と時間
雨の場合 解散場所と時間
担当
室内イベント：会場と時間
★イベントは、どなたでも参加できます。持ち物などをご確認の上、お友だちやご家族、
ご近所の方など皆さんでご参加ください。もちろんお一人様でのご参加も大歓迎です！
★参加費特に記載のない場合、会員の方 100 円、一般の方 300 円、高校生以下 100 円
（資料代・保険代など）です。なお、「子ども」は「小学生以下」です。

開
催
日

TEL 048-645-0570 FAX 048-647-1500
〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 1-103-1YK ビル 5F

２０１8
マークの
説明

親子・子ども

http://www.eco-saitama.or.jp/
【今月の一枚】キタキチョウ
ほとんど姿を見せなくなった虫たちですが、キタキチョウが飛んでいます。夏型・秋型があ
り、寒くなると秋型の成虫はススキや生け垣の葉の裏などに潜んで越冬します。今のうちに
と、花から花へ移るキタキチョウを応援しながら、私達も冬支度をしましょう。

自然観察

野鳥観察

昆虫観察

管理作業

歩く

室内行事

●交通は 2018 年 10 月現在のものです。改正・変更・ダイヤ乱れ等生じる場合がありますので、各イベントへは時刻や運行状況
をお確かめの上ご参加ください。
●集合場所がご不明な場合は、お手数ですが事務局まで事前にお問い合わせください。
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おおたかの森で
子どもたちが植えるクヌギの苗つくり

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★交通：西武新宿線 新所沢駅東口より西武バス「西武フラワーヒル」行き
９:45 発→「ショッピングセンター」下車 徒歩約３分

子ども達が荒れ地に木を植えて森を元気にするため
所沢市
（木） のクヌギの苗つくりの手入れ、雨の後はシイタケが！ 狭山市
★集合：森の再生地、10:00
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、帽子、軍手、長靴、タオル、作業ができる服装
★参加費：一律 100 円
★交通：JR 大宮駅西口より東武バス⑧番乗り場「平方（リハビリセンター
自生樹林と植栽樹林の違いを見てみよう。おもしろい さいたま
入口経由）」行き ８:20 発→「秋葉入口」下車 徒歩約８分、
市
またはＪＲ川越線 指扇駅より徒歩約 30 分 ★駐車場あり
（土） 発見があるはず!?
★集合：秋葉の森総合公園管理棟前、9:00
雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃
★担当：大宮支部
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秋葉の森総合公園

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
トラスト地では見渡す限りのヨシを刈ったり刈草を
運び出したりと忙しい季節。草刈りできる方大募集。
ぜひ来てください！
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

上尾市
桶川市

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と管理にきませんか？

4
（日）

希少種自生地の草刈。作業後は観察会をします。
★集合：①東武スカイツリーライン新田駅東口、8:35
★集合：②現地（あやせ新栄ビオトープ）、9:00

草加市

志木市

おおたかの森の再生地で
アヲルフェスが開催されます

★集合：森の再生地、10:00

★担当：草加・八潮支部

★お問い合わせ：加藤 TEL 090-9025-9725
★交通：東武東上線 志木駅東口からバス、「昭和新道」下車、徒歩 3 分

★集合：志木市市民会館・いろは遊学館図工室、10:00 室内行事 ★解散：現地、14:00 頃

おおたかの森の再生地がアヲルフェスの会場に！美
味しい食べ物と楽しい出店、音楽もたくさん！

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、作業ができる服装
★交通：東武スカイツリーライン 新越谷駅 8:26 発→新田駅 8:30
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）

雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

ドングリ工作・松かさ絵付け
志木市市民文化祭の中の体験部門として、ドングリ
工作と松かさ絵付けを行う。

★持ち物：飲み物、軍手、長靴、作業ができる服装、あれば観察用具（双眼
鏡、ルーペ、図鑑など）、必要な人はお弁当
★参加費：一律 200 円
★共催：NPO 法人エンハンスネイチャー荒川・江川、後援：上尾市教育委員会
★要事前申し込み（前日まで）

所沢市

★担当：志木支部

★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★交通：西武新宿線 新所沢駅東口より西武バス「西武フラワーヒル」行き
→「ショッピングセンター」下車 徒歩約３分

雨天決行 ★解散：現地、19:00 頃

★担当：所沢支部
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おおたかの森で
こども達が植えるクヌギの苗つくり

子ども達が荒れ地に木を植えて森を元気にするため
（月） のクヌギの苗つくりです。雨の後はキノコが顔を！
★集合：森の再生地、10:00
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雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

幼稚園児が森のお仕事にやってきます

幼稚園児の明るい声が森を元気にします。
（火） ★要事前申し込み
★集合：森の再生地、10:00
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★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市

所沢市

森を豊かにしてオオタカもフクロウもすめる森にし
（木） ます。雨の後はおいしい大きなシイタケの収穫も！
★集合：森の再生地、10:00

★持ち物：飲み物、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★交通：西武新宿線 新所沢駅東口より西武バス「西武フラワーヒル」行き
９:45 発→「ショッピングセンター」下車 徒歩約３分

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

おおたかの森で
フクロウがすめる森を育てよう

★担当：所沢支部

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

加治丘陵お宝探し

★持ち物：お弁当、飲み物、虫よけ
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）
センブリを探そう！加治丘陵を管理している人達と
入間市
の情報交換もあります。(お昼までの参加も可）
★集合①：西武池袋線 仏子駅北口（要予約）、9:40
雨天中止 ★解散：現地、14:30 頃
★担当：入間支部
★集合②：入間市農業改善センター、10:00
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(土)

清進小ビオトープで
ササ刈をしてスミレを育てよう
間伐をした森の部分にはアズマネザサが茂っている
のでウサギになってササを刈ります。
★集合：清進小正門前、10:00

所沢市

雨天中止 ★解散：現地、11:30 頃

空飛ぶタネを作って遊ぼう
童謡のふる里おおとね市民祭りで、外来種捕獲作戦の
パネル展示と、紙で作ったタネを飛ばします。
★集合：大利根運動公園 自由広場、10:00
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加須市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

伊奈町

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

★集合：サクラソウトラスト地、8:00
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★詳しくは、11 月 4 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

柳瀬川を約４km 歩き、鳥・植物の観察調査をおこな 志木市
（日） います。
富士見市

吉川市

★集合：JR 武蔵野線 吉川駅、9:00

吉川市

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、双眼鏡
★参加費：一律 100 円
★交通：東武東上線 柳瀬川駅東口より柳瀬川下流へ徒歩約５分

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

田んぼの畔道をあるく

畔道をゆっくり歩きます。上空で獲物を探すハヤブサ
の仲間チョウゲンボウを見る。

★担当：伊奈支部

上尾市
桶川市

柳瀬川探鳥会

★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

★担当：加須支部

★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
★ニューシャトル志久駅北方向約 700m、伊奈中央駅南東約 500m です。
★開館時間：10 日（土）9:00～16:00、11 日（日）9:00～15:00

★集合：町立伊奈中学校体育館、開場 8:30・開会 9:00 雨天決行 ★解散：現地、随時

広いトラスト地の草刈り開始。サクラソウが咲く自然
のために働きたい方、刈り払い機による草刈りが得意
な方、大募集。

★担当：所沢支部

参加費：無料
★交通：JR 東北本線・東武日光線 栗橋駅西口より徒歩約 40 分

伊奈町総合文化祭に参加・出展
～子どもたちから高齢者まで～

人気のどんぐりや木の実、しの竹細工などに加えて、
昨年好評だった綾瀬川の生きもの展示を支部活動の
(土日) PR ポスターにつなげたい。

★持ち物：飲み物、帽子、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト

★担当：志木支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：一律 200 円
★後援：吉川市

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：吉川支部

高麗郷の小鳥たち
夏鳥が去って冬鳥の出番です。カワセミ・オオタカは
もちろん多種の小鳥が観察できます。
★集合：JR 高麗川駅前、9:00

日高市

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

こども自然クラブ
収穫祭：見沼田んぼで作ったお米をわらで炊きます。
トン汁もみんなで作ります。

11
（日）

★集合：見沼自然の家、9:00

川口市

川越市
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鴻巣荒川河川敷
鴻巣市

★集合：JR 高崎線 鴻巣駅 西口階段下、10:00

雨天中止

おおたかの森で
フクロウがすめる森を育てよう

15

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

朝霞市
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★集合：かわせみハウス、9:00

★担当：朝霞支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

プロカメラマンが 失敗しない
ネイチャーフォトの撮り方を教えます
大好評の「熊井の森写真学校」。撮影は鳩山町熊井の
森周辺。参加者作品で四季のカレンダーを作ります。
★定員 20 名（事前申し込み優先）
★サイサン環境保全基金助成事業

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、帽子、作業ができる服装、タオル、あれば剪定用具（鎌・ノコギリなど）
★参加費：無料
★共催：あさか環境市民会議／協力：朝霞市
★交通：東武東上線 朝霞駅東口より東武バス「朝霞台駅（溝沼坂下経由）」
行き８:40 発→「東円寺」下車 徒歩約５分（バス停そばのガス
ト裏の階段状の坂を下って右に曲がって突き当たりの広場）

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

おおたかの森で
オオタカがすめる森を育てよう

森を豊かにしてオオタカもフクロウもすめる森にし
（木） ます。雨の後はおいしい大きなシイタケの収穫も！
★集合：森の再生地、10:00

★担当：鴻巣支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
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★集合：岡 3 丁目内会館前、９:00

★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

所沢市
狭山市

朝霞の里山をつくろう
斜面林の清掃、下草刈り、間伐、土留め作業など。豊
（火） かな雑木林をめざして作業します。

★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、雨具、あれば観察用具（双眼鏡など）
★交通：JR 高崎線 大宮駅 9:34 発→鴻巣駅 9:56 着

紅葉が里に降りてくると、ジョウビタキも大陸から渡
ってきます。

森を豊かにしてオオタカもフクロウもすめる森にし
（月） ます。雨の後はおいしい大きなシイタケの収穫も！
★集合：森の再生地、10:00

★集合：見沼自然の家、9:00

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★交通：西武新宿線 本川越駅より西武バス「川越グリーンパーク」行き ９:36 発→
「JR 川越駅東口」経由９:40 発→「伊佐沼冒険の森」下車 徒歩約 5 分

★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、10:00 小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

自然観察会

★担当：越生支部

★持ち物：お弁当、飲み物、クラブグッズ
★参加費：一年間会員制 ※特別参加可（参加費 500 円）
★交通：ＪＲ京浜東北線 川口駅より国際興業バス⑨番乗り場「上青木交番・
グリーンセンター経由東川口駅南口」行き８:20 発→「差間（さ
しま）中央」下車 用水路沿いに北へ徒歩約 10 分

雨天決行 ★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

伊佐沼探鳥会
沼にコガモ、オナガガモ、ハシビロガモが、公園にジ
ョウビタキ、ツグミがやって来ました。みんなで探し
てみましょう。

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ、図鑑など）
★参加費：会員 200 円、一般 300 円
★交通：JR 川越線大宮駅 7:56 発→川越駅 8:26 発→高麗川駅 8:50 着

鳩山町

★担当：所沢支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、デジカメ
★参加費：1000 円（中学生以下無料・保護者同伴なら小学生も可）
★主催：NPO 法人はとやま環境フォーラム
★協力：埼玉県生態系保護協会 東松山・鳩山・滑川支部
★交通：東武東上線 高坂駅より「鳩山ニュータウン」行き 8:40 発→ニュ
ータウン中央下車徒歩 1 分 駐車場あり

小雨決行 解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★担当：東松山・鳩山・滑川支部

(土)

外来種

捕獲大作戦

「トンボの楽園」の復活を願って！池の中にカゴを仕
掛けて、捕獲します。
★集合：加須市北下新井 お花が池、9:00
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第三日曜

入間川早朝探鳥会

加須市

★持ち物：飲み物、作業ができる服装、長ぐつ、軍手、タオル
★要事前申し込み（栗橋駅より送迎します）
★交通：JR 東北本線・東武日光線 栗橋駅西口より徒歩約 30 分

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

★担当：加須支部

★持ち物：飲み物、帽子、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★交通：西武新宿線 狭山市駅西口から西武バス（狭山 27）乗場「入間市
駅」行き 7:16 発→「鵜ノ木北（旧石心会病院)」下車 徒歩約 7 分

冬鳥のカモ類、カワラヒワ、ツグミやアオジを観察。
狭山市
（日） サギ類がふえます。
★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、8:00
雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

★担当：狭山支部

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
広いトラスト地の草刈り開始。サクラソウが咲く自然
のために働きたい方、刈り払い機による草刈りが得意
な方、大募集。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

★詳しくは、11 月 4 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。
上尾市
桶川市
小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

谷原親水広場の
自然観察とビオトープ管理

★持ち物：飲み物、作業ができる服装、軍手、あれば観察用具（双眼鏡、ル
ーペ、図鑑など）
★参加費：一律 100 円
モズの声が聞こえます。風が冷たくなりました。谷原
★交通：東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より朝日バス「ウイン
の親水広場で、初冬の自然観察とビオトープ管理をし 春日部市
グ・ハット春日部」行き８:40 発→終点下車
ましょう！
★集合：ウイング・ハット春日部 親水広場、9:00

（日）

竹林の整備作業と切った竹で竹細工を作ります。
★要事前申し込み
★集合：竹林前、9:00

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

いつも枯れ木などを集め集積している「エコスタッ
ク」の整理清掃をします。
★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

紅葉も始まり、天覧山周辺の生き物たちは、冬仕度へ
と忙しそう。そんな動植物を観察しながら散策を楽し
みましょう。
★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

飯能市

おおたかの森で
オオタカがすめる森を育てよう

★集合：森の再生地、10:00

朝霞の里山をつくろう

★担当：飯能・名栗支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、タオル、軍手、筆記用具、汚れてもよい服装
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★交通：小手指駅より徒歩約 20 分

駐車場になっていた場所にクヌギを植え、ヒノキの幼
所沢市
木を切りだし杭を作ります。
★集合①：西武池袋線小手指駅 北口階段下、9:30
★解散：集合場所②と同じ、14:00 頃
雨天中止
★集合②：北中運動場駐車場、10:00
★解散：集合場所①と同じ、14:30 頃

ヒノキの幼木を伐り出しオオタカもフクロウもすめ
（月） る森にします。雨の後はおいしい大きなシイタケの収
穫も！

★担当：岩槻支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、筆記用具、山道を歩ける服装、あれば観察
用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：300 円、小学生以下 100 円
★共催：NPO 法人天覧山・多峯主山の自然を守る会、はんのう市民環境会議
★交通：西武線飯能駅北口下車徒歩 20 分、JR 東飯能駅西口下車徒歩 20 分

雨天中止 ★解散：東谷津トラスト地、14:00 頃

こどもエコクラブは
北中の森でクヌギを植えます
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★担当：ふじみ野支部

★持ち物：飲み物、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：（公財）さいたま市公園緑地協会
さいたま ★交通：東武アーバンパークライン 岩槻駅より朝日バス「越谷駅西口」行
き 8:23 または 8:43 発→「富士見町」下車徒歩約 10 分
市

岩槻文化公園 散策の森
清掃管理

「深まる秋の自然観察会」の巻
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★担当：春日部支部

★持ち物：飲み物、軍手、タオル、長そで・長ズボン
★参加費：一律 300 円
★共催：ふじみ野子どもエコクラブ
ふじみ野
★交通：ふじみ野駅西口から徒歩約 20 分
市

竹林整備と竹細工
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雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、作業ができる服装、タオル、あれば剪定用具（鎌・ノコギリなど）
★参加費：無料
★共催：あさか環境市民会議／協力：朝霞市
★交通：JR 武蔵野線北朝霞駅より国際興業バス「下宗岡循環」８:31 発→
「宮戸橋」下車 徒歩約 3 分（橋を渡った北朝霞・朝霞台駅側が集合場所）

斜面林の清掃、下草刈り、間伐、土留め作業など。豊
朝霞市
（火） かな雑木林をめざして作業します。
★集合：宮戸３丁目緑地奥の簡易倉庫前、９:00
雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

★担当：朝霞支部

古綾瀬ビオトープで水生生物調査
★持ち物：飲み物、筆記用具、軍手、あれば観察用具
綾瀬川と古綾瀬川の合流点の池は汽水域で潮の干満
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）
の影響で水生生物に恵まれ、モンドリを仕掛けて捕獲 草加市
（水） して観察します。植物調査も行います。
★集合：①東武スカイツリーライン獨協大学前駅東口、8:30
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃
★担当：草加・八潮支部
②古綾瀬自然広場（現地）、9:00
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21

伊奈・赤門屋敷林トラスト
～たき火も味わう～

21 日は立冬の末候。水仙の咲く頃で次節はもう小雪
です。トラスト地に似合いのジョウビタキたちに実の
（水） なる木は用意できてるかな。
★集合：トラスト地（現地）、9:00
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伊奈町
小雨決行

おおたかの森でヒノキの間伐
フクロウがすめる森を育てよう

★持ち物：お弁当、飲み物、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
★所在地：伊奈町小室 6093-1、伊奈小室郵便局の北西約 100ｍ
★「杜のカフェ・ヴィエント」の林に隣接、駐車可。
★解散：現地、13:00 頃

★担当：伊奈支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。

ヒノキの幼木を伐り出しオオタカもフクロウもすめる森 所沢市
狭山市
（木） にします。雨の後はおいしい大きなシイタケの収穫も！
★集合：森の再生地、10:00
雨天中止

★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

中川・八条用水冬鳥観察会と河川清掃
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八潮市八条用水と中川で渡ってきたばかりの冬鳥な
どを観察し、ノウルシ自生現場の見学と河川清掃を行 八潮市
（金） います。
★集合：①東武スカイツリーライン獨協大学前駅東口、8:30
雨天中止
②八潮団地バス停（現地）、9:00
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安松小では森のビオトープで
ササを刈って下草を豊かに！

森のビオトープでササを丁寧に刈ると下草の種類が
（土） 増えています。9 時～11 時半。
★集合：安松小正門前、9:00

所沢市
雨天中止

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
今年もチュウヒに会えるか？芝川第一調節池の観察
を行います。
★集合：見沼自然の家、8:00

川口市
雨天中止

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
広いトラスト地の草刈り開始。サクラソウが咲く自然
のために働きたい方、刈り払い機による草刈りが得意
な方、大募集。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00
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小雨決行

荒川大麻生公園でゴミ拾い

★集合：野鳥の森入口、9:00

熊谷市
雨天延期

さとやま公園管理作業
―来年度に向けて―
年間管理作業は納めの月です。例年 12 月にやってい
る巣箱の点検、補修も早めにするか。来年度は草はら
の改修計画も検討したい。
★集合：さとやま公園（現地）、9:00

★担当：草加・八潮支部

★持ち物：飲み物、帽子、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★解散：現地、11:30 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ、図鑑など）
★参加費：会員・高校生以下 200 円、一般 300 円
★交通：JR 武蔵野線 東川口駅南口より国際興業バス「差間・木曽呂経由
川口駅東口」行き 7:19 発→「差間中央」下車 徒歩約 5 分
★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

★担当：川口支部

★詳しくは、11 月 4 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。

今年も季節の使者「ジョウビタキ」を探しに、元荒川
越谷市
沿いを歩きます。
（日）
★集合①：東武スカイツリーライン 北越谷駅改札口、8:45
雨天中止
★集合②：北越谷第 5 公園前 駐車場、9:00

荒川クリーンエイド参加で支部は野鳥の森地域の責
任者として担当します。

★解散：現地、12:00 頃

上尾市
桶川市

元荒川に探す季節の生きもの

野鳥の森

★持ち物：飲み物、雨具、軍手、あれば観察用具（双眼鏡など）
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）

伊奈町
小雨決行

★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、汚れてもよい服装、あれば観察用具（双眼
鏡、ルーペ、図鑑など）
★参加費：一律 200 円
★共催：越谷市野鳥の会
★解散：集合場所②と同じ、12:00 頃

★担当：越谷支部

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装（長そで・長ズボン）
★参加費：無料
★雨天の場合は 12 月 2 日（日）に延期
★共催：NPO 熊谷の環境を考える連絡協議会
★交通：秩父鉄道 ひろせ野鳥の森駅 下車徒歩５分
★解散：現地、10:30 頃

★担当：熊谷支部

★持ち物：お弁当、飲み物、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
★交通：ニューシャトル内宿駅より徒歩約 10 分、小針北小学校南側です。
★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

★担当：伊奈支部

見沼たんぼ芝川第一調節池 周辺調査
今年は猛禽類が何種観られるでしょうか？
★集合：浦和くらしの博物館民家園駐車場、9:00

★持ち物：お弁当、飲み物、雨具、筆記用具、あれば観察用具(双眼鏡など)
★交通：JR 京浜東北線 浦和駅東口より国際興業バス①番乗り場「東川口
さいたま
駅」行き 8:37 発→「念仏橋」下車徒歩約 1 分
市
雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

★担当：浦和支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、雨具、あれば観察用具（双眼鏡など）
★交通：東武アーバンパークライン 岩槻駅より朝日バス「越谷駅西口」行
き 8:23 または 8:43 発→「富士見町」下車徒歩約 10 分。岩槻
ここ元荒川緑地は、豊かな自然環境がたくさん残ってい さいたま
文化公園を目指して歩いてください。
るフィールドです。どんな小鳥に出会えるかお楽しみに。
市

冬の野鳥を探そう
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（日）

★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

古利根川の自然ふれあい観察会
「古利根の秋のフィナーレ、木々の彩り」木の葉が落
春日部市
ちた後は冬鳥の季節です。
★集合：藤塚橋たもと、9:30

ゴミを拾いながら、ついでに森の観察もしましょう。
鳩峯公園は自然がいっぱい！
★集合：久米水天宮、9:30
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★持ち物：飲み物、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ、図鑑など）
★参加費：一律 100 円
★交通：東武スカイツリーライン 一ノ割駅より東へ徒歩約５分

雨天中止 ★解散：現地、11:30 頃

毎月第四日曜日は
鳩峯公園ボランティア
所沢市

★担当：岩槻支部

★担当：春日部支部

★持ち物：飲み物、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★共催：鳩峯の森を守る会
★交通：西武線 所沢駅西口より西武バス「西武園・西武園ゆうえんち」行
き 8:50 または 9:20 発→「水天宮下」下車 徒歩約５分

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

★担当：所沢支部

おおたかの森でキノコを育てて
フクロウがすめる森にしよう

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
雨の後はおいしい大きなキノコを収穫し、やがてフク 所沢市
狭山市
（月） ロウの好きな森に育ちます。
★集合：森の再生地、10:00
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃
★担当：所沢支部

朝霞の里山をつくろう
斜面林の清掃、下草刈り、間伐、土留め作業など。豊
かな雑木林をめざして作業します。

27
（火）

★集合：根岸台８丁目緑地下の広場、９:00

★集合：森の再生地、10:00

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 27 日（火）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 27 日（火）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

地域の中学生と
森の生きものを豊かにする活動

中学生が力を合わせておおたかの森を元気にする活
（金） 動をします。
★集合：森の再生地、10:00

★担当：朝霞支部

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、作業ができる服装
★参加費：無料
★要事前申し込み
★共催：おおたかの森トラスト
★交通：西武新宿線 新所沢駅東口より西武バス「西武フラワーヒル」行き
９:45 発→「ショッピングセンター」下車 徒歩約３分

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

地域の中学生と
森を豊かにする活動と薪でご飯を炊こう

中学生が力を合わせておおたかの森を元気にする活
（木） 動と枯れ赤松の薪でご飯とトン汁を作ります。
★集合：森の再生地、10:00
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所沢市
狭山市

地域の中学生と
森の生きものを豊かにする活動

中学生が力を合わせておおたかの森を元気にする活
（水） 動をします。
★集合：森の再生地、10:00
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雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

地域の中学生と幼稚園児が
森の生きものを豊かにする活動
中学生と幼稚園児が協力しておおたかの森を豊かに
する活動です。
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朝霞市

★持ち物：飲み物、作業ができる服装、タオル、あれば剪定用具（鎌・ノコ
ギリなど）
★参加費：無料
★共催：あさか環境市民会議／協力：朝霞市
★交通：東武東上線 朝霞駅より徒歩約 15 分（根岸台８丁目のバス停の前
の斜面林下の広場が集合場所）

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 27 日（火）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

12 月のイベント
12
/1
（土）

12 月 1 日～12 月 9 日

植物相と動物相はどのようになるか観察しよう。

さいたま
市

★持ち物：飲み物、帽子、作業ができる服装、軍手、長靴、タオル
★参加費：一律 100 円
★交通：JR 大宮駅西口より東武バス⑧番乗り場「平方（リハビリセンター
入口経由）」行き ８:20 発→「秋葉入口」下車 徒歩約８分、また
はＪＲ川越線 指扇駅より徒歩約 30 分 ★駐車場あり

★集合：秋葉の森総合公園管理棟前、9:00

雨天中止

★解散：現地、12:00 頃

人間の影響を受けた生態系が存在する山
即ち里山へ人間が手引いたら？

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
刈ったヨシを運び出すと、地面が冬の太陽をいっぱい
浴びて、春にはサクラソウが元気に芽を出すよ。草運
びも頑張ろう。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

★詳しくは、11 月 4 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。
上尾市
桶川市
小雨決行

キタミソウ生育地
クリーン作戦

12
/2
（日）

毎回大勢の方の協力でたくさんのゴミを集めていま
す。今回も皆様のご協力をお願いいたします。

さいたま
市

★集合：元荒川 永代橋南詰

雨天中止

駐車場、10:00

おおたかの森でシイタケを収穫して
フクロウがすめる森を育てよう
森を豊かにする活動をフクロウが観察！雨の後はシ
イタケやヒラタケを収穫しましょう！
★集合：森の再生地、10:00

所沢市
狭山市
雨天中止

森林を脅かすメガソーラー発電
里山ツーリズムと地域づくり
森林を伐採して建設するメガソーラー発電の問題点
と、里山エコツーリズムの可能性と課題を、お 2 人の
専門家に講演していただきます。
開場：鳩山町今宿コミュニティーセンター、13:00

12
/3

★集合：森の再生地、10:00

12
/6

室内行事

★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装（長そで、長ズボン）、前日が
雨でぬかるんでいそうな場合は長靴を着用してください。
★参加費：無料
★共催：連合埼玉
★交通：東武アーバンパークライン岩槻駅より朝日バス「しらこばと水上公園」行き
9:32 発→「大戸」下車 バス進行方向と逆に徒歩約５分
★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

★担当：岩槻支部

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、タオル、長そで・長ズボン
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★交通：西武新宿線 新所沢駅東口より西武バス「西武フラワーヒル」行き
９:42 発→「ショッピングセンター」下車 徒歩約３分
★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★講師：辻村千尋氏（日本自然保護協会）
中安直子氏（日本ナショナルトラスト協会）
★参加費：300 円
★主催：NPO 法人はとやま環境フォーラム
★共催：埼玉県生態系保護協会 東松山・鳩山・滑川支部
★交通：東武線坂戸駅から「大橋」行バス 12:20 発→「公園前」下車すぐ
解散：集合場所と同じ、17:00 頃

★担当：東松山・鳩山・滑川支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止

おおたかの森でシイタケを収穫して
オオタカがすめる森を育てよう

森を豊かにする活動をルリビタキやフクロウが観察
（木） に！雨の後はシイタケを収穫しましょう！
★集合：森の再生地、10:00
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鳩山町

おおたかの森でシイタケを収穫して
オオタカがすめる森を育てよう

森を豊かにする活動をルリビタキやフクロウが観察
に！雨の後はシイタケやヒラタケを収穫しましょ
（月） う！

★担当：大宮支部

★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★詳しくは、11 月 1 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。
所沢市
狭山市
雨天中止

冬の高麗川の小鳥たち

冬鳥の姿が見えジョウビタキ・ツグミ・オオタカなど
毛呂山町
（日） が観察できます。
★集合：JR 川角駅前、9:00
雨天中止

★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：会員 200 円、一般 300 円
★交通：JR 川越線大宮駅 7:56 発→川越駅 8:26 着 東武東上線乗り換え
8:28 発→坂戸駅 8:37 着 乗り換え 8:39 発→川角駅 8:49 着
★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★担当：越生支部

