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◎イベント欄の見かた◎

月のイベント
3 月 1 日～4 月 5 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！
★参加費の記載がない場合、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

２０２０
マークの
説明

親子・子ども

http://www.eco-saitama.or.jp/
【今月の一枚】キュウリグサ
まだ寒さが残る 3 月、直径 2～3mm ほどの淡い青紫色の花を咲かせ始めます。ワスレナ
グサやハナイバナと似ていますが、花の中心が黄色い色味であればキュウリグサです。葉
を揉むとキュウリの香りがするのが名前の由来です。小さな春を見つけてみましょう。

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 2020 年 2 月現在時点です。改正・ダイヤ乱れ等生じる場合がありますので、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。
●『要事前申し込み』の表記が無いイベントについては、直接、集合場所までお越しください。

今月のボランティア日程
●見沼自然の家 1 日主（あるじ）
3 月の募集日（22・29 日）

お問い合わせは総務まで（TEL048-645-0570） お待ちしております！
●会報発送ボランティア
今月：3 月 31 日（火）9 時 30 分～12 時頃です

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
生きものたちが住みやすい環境づくりのための作業
が山積み。作業のあと、ニホンアカガエルの卵の観
察もしましょう。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と管理にきませんか？
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（日）

観察路の補修と春の兆しを探す観察会。
★集合：①東武スカイツリーライン「新田駅」東口、8:35
②あやせ新栄ビオトープ（現地）、9:00

上尾市
桶川市
小雨決行

中止

雨天中止

柳瀬川で約半年を過ごし、北へ帰るカモなどの野鳥
と春の草花を観察します。

志木市
富士見市

★集合：東武東上線「柳瀬川駅」西口円形広場、9:00

雨天中止

おおたかの森で
ルリビタキを見ながら森を元気にしよう

★集合：森の再生地、10:00

★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、作業ができる服装
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）

草加市

柳瀬川 野鳥観察会
北へ帰る野鳥たち

好奇心がいっぱいのルリビタキは森の作業について
きます。ウソのような本当の話！
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。

★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）
★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
狭山市
雨天中止

★解散：現地、11:00 頃

★担当：草加・八潮支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば双眼鏡
★参加費：一律 100 円
★解散：旧村山快哉堂付近、11:30 頃

★担当：志木支部

★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②番のりば「西武フラ
ワーヒル」行き 9:14 発または 9:42 発（約 14 分乗車）→「シ
ョッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分
★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部
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おおたかの森で
ハルゼミを元気にするアカマツの手入れ

アカマツが早く大きくなってくれるよう森の手入れ
をします。
（月）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00
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雨天中止

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。

雨天中止

中止

所沢市

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
外来植物抜きなど、だれにでもできる簡単な作業で
す。原野は緑が増して、サクラソウも芽を出します。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

小雨決行

柳瀬川探鳥会
柳瀬川を約４km 歩き、鳥・植物・昆虫等の観察調査
をおこないます。

志木市
富士見市

★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

雨天中止

こども自然クラブ

★集合：見沼自然の家、9:00

川口市
雨天決行

伊佐沼探鳥会
冬鳥とも今月でお別れです。渡りの途中の鳥たちがち
ょっとお休みしていきます。珍しい鳥に会えるカモ。
★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、10:00

川越市
雨天中止

鴻巣荒川河川敷
自然観察会
荒川河川敷や斜面林をのんびり歩きます。
行程約 6 km です。
★集合：JR 高崎線「鴻巣駅」西口階段下、10:00

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、軍手、帽子、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

★詳しくは、3 月 1 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。

春の息吹を感じながら、公園内と周辺を観察します。
越谷市
今年はどんな鳥たちに会えるかな？
★集合：①東武スカイツリーライン「越谷駅」改札口、8:30
雨天中止
②県民健康福祉村 元気館（現地）、9:00

2019 年度のまとめ。2020 年度会員募集！
定員 3０名、お申し込み、お問い合わせはお早めに。
（3/22 締め切り）

★解散：現地、15:00 頃

上尾市
桶川市

県民健康福祉村で野鳥観察会

（日）

★担当：所沢支部

所沢市
狭山市

清進小ビオトープでエコアップしよう

水辺のビオトープにはアカガエルのオタマジャクシ
（土） が、そろそろ動き出すかも。
★集合：清進小正門前、10:00
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★解散：現地、15:00 頃

おおたかの森の
アカマツを元気にしよう

アカマツが早く育ってくれるよう森の手入れをしま
す。
（木）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
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所沢市
狭山市

★持ち物：お弁当、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②番のりば「西武フラ
ワーヒル」行き 9:20 発または 9:45 発（約 15 分乗車）→「シ
ョッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分

★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：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：一律 200 円
★交通：東武スカイツリーライン「越谷駅」西口②番のりばタローズバス
「県民健康福祉村」行き 8:40 発（約 20 分乗車）→終点下車
★解散：現地、12:00 頃

★担当：越谷支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば双眼鏡
★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
★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：志木支部

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、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「浦和駅」東口より国際興業バス①番のりば「浦和美園駅」行
き 8:20 発（約 18 分乗車）→「浦和特別支援学校」下車、用水
路沿いに南へ徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★担当：川口支部

★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「本川越駅」より西武バス②番のりば「川越グリーン
パーク」行き 9:38 発（約 17 分乗車）→「伊佐沼冒険の森」下
車、徒歩約５分
★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

★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）
鴻巣市
雨天中止

★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★担当：鴻巣支部
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おおたかの森を豊かにしていると
春の妖精に会えるかも

春の妖精が動き出すころ、ぽかぽか陽気の春は足元
からやってきます。
（月）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

朝霞の里山をつくろう
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斜面林の清掃、下草刈り、間伐、土留め作業など。
（火） 豊かな雑木林をめざして作業します。
★集合：岡町内会館前、9:00

朝霞市
雨天中止

かすかべ・あるいて・いいとこ・みつけよ！
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自然観察と景観探索です。市内の古利根川を歩きま
（水） す。第 2 回は新町橋～ゆりのき橋です。午後は午前
中のおさらいと交流です。
★集合：東武線「春日部駅」東口、9:00

中止

春日部市
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：東武東上線「朝霞駅」東口より東武バス「朝霞台駅」行き 8:40
発（約 3 分乗車）→「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）
★解散：現地、12:00 頃

★担当：朝霞支部

★持ち物：お弁当、飲み物、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペなど）
★参加費：無料
★共催：春日部市都市計画課・春日部 C 工房

★解散：ハーモニー春日部、14:00 頃

★担当：春日部支部

おおたかの森で
ハルゼミと森の妖精を元気にしよう
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めったに会えない妖精たちが来年も飛び回ってくれ
るように森を豊かにします。
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

（木）

おおたかの森・北中・水野の森
オオタカも喜ぶゴミ拾いをしよう
ゴミ拾いをしながら森の中を歩くとほんのり暖か
い、春はすぐそこまで来ています。
★集合：北中運動場テニスコート駐車場、10:30

所沢市
狭山市
雨天中止

安松小のビオトープは楽しいよ
森のビオトープの活動は春の日差しで気持ちがイ
イ！野草が芽を覚まし始めています。
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★集合：安松小正門前、9:00

中止

所沢市

雨天中止

（土）

お花が池観察会
小さいけれど、大切な場所。カワセミに会いたいな！
★集合：加須市北下新井 お花が池、9:30

第三日曜

（日）

雨天中止

入間川早朝探鳥会

夏鳥ツバメやコチドリを期待。冬鳥ツグミはたくさ
ん見られるでしょうか。
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加須市

★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、8:00

狭山市
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
春の太陽が原野を暖めて、アマナの花が原野一面に
広がっています。外来植物抜きが忙しくなります。
応援に来てください。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

★持ち物：飲み物、マスク、軍手またはビニール手袋
★参加費：無料
★共催：おおたかの森トラスト
★解散：現地、12:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、軍手、帽子、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、11:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、あれば観察用具
★参加費：一律 100 円
★交通：JR 東北本線・東武日光線「栗橋駅」西口より徒歩約 30 分
※栗橋駅西口より送迎します（要予約）
※車の方は事前にお問い合わせください。
★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」西口より西武バス③番のりば「[狭山 27]
入間市駅」行き 7:16 発（約 5 分乗車）→「さやま地域ケアクリ
ニック」下車、徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

★担当：狭山支部

★詳しくは、3 月 1 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

早春の中川堤をゆっくり歩きます
中川の河畔林で赤いトリ、ベニマシコを探します。
★集合：ＪＲ武蔵野線「吉川駅」、9:00

吉川市
雨天中止

竹林整備

15
（日）

竹林の整備作業を行います。
★要事前申し込み

ふじみ野
市

★集合：ふじみ野市大井 竹林、9:00

雨天中止

谷原親水広場の
自然観察とビオトープ管理
谷原親水広場に春の気配。陽だまりではテントウム
シが活動しています。春の自然観察とビオトープ管
理をしましょう。

春日部市

★集合：ウイング・ハット春日部 親水広場、9:30

雨天中止

こどもエコクラブは
森の再生地を豊かにしよう
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アカガエルもカブトムシも力を合わせて産廃跡地だ
った場所を豊かな自然に蘇らせています。

所沢市

★集合①：西武新宿線「新所沢駅」東口交番前、9:30
②：森の再生地、10:00

雨天中止

★集合：森の再生地、10:00

★担当：吉川支部

★持ち物：飲み物、軍手、タオル、長そで・長ズボン
★参加費：100 円
★共催：ふじみ野こどもエコクラブ
★解散：現地、12:00 頃

★担当：ふじみ野支部

★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、
ルーペなど）
★参加費：一律 100 円
★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①番
のりば「ウイング・ハット春日部」行き 9:22 発（約 12 分乗車）
→終点下車、徒歩約 2 分
★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：春日部支部

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、タオル、帽子、汚れてもよい服装、
筆記用具
★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②番のりば「西武フラ
ワーヒル」行き 9:42 発（約 14 分乗車）→「ショッピングセン
ター前」下車、徒歩約 3 分
★解散：集合①と同じ、14:30 頃
★担当：所沢支部
集合②と同じ、14:00 頃

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

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。

（火）

★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

おおたかの森で
春の妖精に会うためには

めったに会えない妖精たちが来年も飛び回ってくれ
るように森を豊かにします。
（月）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
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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 200 円
★後援：吉川市、吉川市教育委員会

★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

朝霞市
雨天中止

「伊奈・赤門屋敷林トラスト」
啓蟄の管理作業
暦では啓蟄の末候でモンシロチョウがとぶころ、去
年の作業日は春分の初候でした。ここトラスト地の
風と生きものたちの蠢きを感じよう。
★雨天の場合は 3/18（水）に延期
★集合：トラスト地（現地）、9:00

伊奈町
小雨決行

★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」より東武バス①番のりば「下宗岡循環」
8:31 発（約 5 分乗車）→「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）
★解散：現地、12:00 頃

★担当：朝霞支部

★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：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」に隣接、駐車可。
★解散：現地、13:30 頃

★担当：伊奈支部

古綾瀬ビオトープで生物調査
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（水） 水生生物・植物調査を行います。
★集合：①東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ「獨協大学前駅」東口、8:30
②古綾瀬自然広場（現地）、9:00

19

中止

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

草加市

雨天中止

★解散：現地、11:00 頃

★担当：草加・八潮支部

おおたかの森で
今年もカブトムシを元気にしよう

そうだ！雨の後はキノコが育ってついでにカブトム
シの力を借りて森を豊かにしよう。
（木） ※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

「春を探そう」の巻
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芽吹き始めた天覧山周辺の里山で、春の動植物を探
（祝） 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

中止
飯能市
雨天中止

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
見沼の春を楽しもう！

川口市

★集合：見沼自然の家、8:00

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
ニホンアカガエルの卵がかえってオタマジャクシが
泳いでいます。水辺の整備や外来植物抜きをします。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

小雨決行

さいたま
市

★集合：浦和くらしの博物館民家園駐車場、9:00

雨天中止

オオタカと春の野草観察会
～山菜も味わいたいけど･･･～

22
（日）

散策の森

伊奈町
小雨決行

環境管理作業

枯れ枝など片づけを致します。寒さにめげずご協力
をお願いします。

さいたま
市

★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

雨天中止

古利根川の自然ふれあい観察会
「カモのカップルシベリアへ。子どもを連れてまた
きてね」カモたちも北の国へ帰り支度です。

春日部市

★集合：藤塚橋たもと、9:30

雨天中止

毎月第四日曜日は
鳩峯公園ボランティア
自然たっぷりの鳩峯公園であなたも里山の春をさが
しませんか。
★集合：久米水天宮、9:30

所沢市
雨天中止

北欧風エコツアー「薪割り・スウェーデン
トーチで遊ぼう」の巻
里山保全活用のひとつ、薪割りを体験。その薪を使
った石窯でピザを焼いて味わいます。スウェーデン
トーチも楽しむツアーです。
★要事前申し込み
★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

★担当：飯能・名栗支部

★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「浦和駅」東口より国際興業バス①番のりば「東川口駅北口」
行き 7:28 発（約 17 分乗車）→「浦和特別支援学校」下車、用
水路沿いに南へ徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、10:30 頃

★担当：川口支部

★詳しくは、3 月 1 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。

風が吹くと寒いので、防寒の準備を万端にしておい
でください。

★集合：ニューシャトル「羽貫駅」、9:00

★解散：現地、13:00 頃

上尾市
桶川市

見沼たんぼ芝川第一調節池
周辺調査

大針区の屋敷林をめぐり、オオタカをはじめ足元の
野草や多様な生きものがすむ環境を観て、町づくり
の位置づけを画いてみよう。

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、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：一律 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：西武池袋線「飯能駅」北口より徒歩約 20 分、または JR 八高線
「東飯能駅」西口より徒歩約 20 分

中止

飯能市

雨天中止

★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、防寒具、雨具、あれば観察
用具（双眼鏡など）
★交通：JR「浦和駅」東口より国際興業バス①番のりば「東川口駅北口」
行き 8:37 発（約 17 分乗車）→「念仏橋」下車、徒歩約 1 分
★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

★担当：浦和支部

★持ち物：お弁当、飲み物、歩きやすい靴
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
※予定コース：羽貫駅～北の森～屋敷林 2・3 ヶ所～湧水地～昼食（支部
長宅予定）
★解散：現地、14:00 頃

★担当：伊奈支部

★持ち物：飲み物、防寒具、軍手、あればノコギリや木ばさみ
★参加費：無料
★共催：公益財団法人さいたま市公園緑地協会
★交通：東武アーバンパークライン「岩槻駅」東口より朝日バス「しらこ
ばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士見町」下車、
徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：岩槻支部

★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：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
★解散：現地、11:30 頃

★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②番のりば「西武園駅」行き
8:50 発または 9:10 発（約 7 分乗車）→「水天宮下」下車、徒
歩約 5 分
★解散：現地、12:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：筆記用具、雨具、長靴、作業のできる服装（着替え）
★参加費：一律 2,500 円（保険代、昼食代含む）
★定員：先着 15 名
★共催：NPO 法人天覧山・多峯主山の自然を守る会
★交通：西武池袋線「飯能駅」北口より徒歩約 20 分、または JR 八高線
「東飯能駅」西口より徒歩約 20 分
★解散：東谷津ほとけどじょうの里、14:00 頃

★担当：飯能・名栗支部
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おおたかの森の
クワガタを元気にしよう

森の活動で疲れたあとはシイタケの収穫が待ってい
る。雨の後にはヤブカンゾウも。
（月）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

朝霞の里山をつくろう
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（火）

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。
★集合：根岸台 8 丁目緑地下の広場、9:00
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朝霞市

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：東武東上線「朝霞駅」東口より徒歩約 20 分、または市内循環バ
ス（根岸台線）4 番のりば「北朝霞駅前」行き 8:21 発（約 7 分
乗車）→「根岸台八丁目」下車、徒歩約 5 分（郷戸児童遊園地西
側道路を南へ下りて進み、十字路を右折した先の広場へ集合）
★解散：現地、12:00 頃

★担当：朝霞支部

おおたかの森の
春の妖精を元気にしよう

森を豊かにする活動をしているとす～っと春の妖精
が来てくれるかも。雨の後はキノコの収穫。
（木）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

加治丘陵歩き
★持ち物：飲み物
カタクリ、アズマイチゲを探して、いつもとは違う
コースを歩きます。

28
（土）

★集合：西武池袋線「仏子駅」北口、10:00

入間市
雨天中止

かわぐちッ子、荒川に集合
探検隊：春を見つけよう！
（植物、昆虫、鳥さがし）
★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00

川口市
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★集合：サクラソウトラスト地、8:00

（日）

黒目川エコ探検 partⅣ
～川からまちが見えてくる、川から地球が見えてくる～
東久留米駅付近から朝霞台まで黒目川を歩いて下り
ます。途中、妙音沢湧水、氷川神社湧水などもあり
ます。
★集合：北朝霞駅前交番付近、8:45
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★担当：入間支部

★持ち物：飲み物、軍手、図鑑、汚れてもよい服装、あれば双眼鏡
★参加費：無料
★共催：かわぐちッ子荒川クラブ
★交通：荒川土手、川口市河原町（足立区都市農業公園より荒川上流へ徒歩８分）

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
春の妖精ツマキチョウが飛び始め、オオタカの声が
聞こえます。生きものたちの住みやすい環境づくり
のための外来植物抜き作業をします。

★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

★解散：集合場所と同じ、12:30 頃

★担当：川口支部

★詳しくは、3 月 1 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

★持ち物：お弁当、飲み物、雨具
★参加費：一律 100 円（保険代）
※別途、バス代（およそ 300 円）が必要です。
★共催：あさか環境市民会議

中止

朝霞市
新座市

雨天中止

★解散：東武東上線「朝霞台駅」、14:00 頃

★担当：朝霞支部

おおたかの森の
カブトムシを元気にしょう

森を豊かにする活動ではキノコの力を借りてカブト
ムシを元気にします。雨の後はシイタケの収穫も。
（月）
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、3 月 2 日（月）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

4 月のイベント
4
/2

おおたかの森の
クワガタを元気にしよう

森の活動で疲れたあとはシイタケの収穫が待ってい
る。ただし雨の後の話。
（木） ※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

所沢市
狭山市
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
多様な植物が芽生えて緑が広がりサクラソウも咲き
始めました。この自然を守るため、外来植物抜きな
どいろいろな作業をします。
★集合：サクラソウトラスト地、8:00

上尾市
桶川市
小雨決行

元荒川緑地
ナガボノアカワレモコウ生育地 ロープ張り

4
/5
（日）

暖かさに誘われナガボノアカワレモコウの新芽が出
てきています。踏みつけられる前にロープを張り、
生育管理をします。

さいたま
市

★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

雨天中止

見沼特産よもぎ餅
見沼のヨモギをつんでお餅をつきます。鮮やかな緑
色と、春の香りと味のお餅作りに挑戦しませんか！
★集合：見沼自然の家、10:00

川口市
雨天決行

おおたかの森で
今年もカブトムシを元気にしよう
森の活動で疲れたあとはシイタケの収穫が待ってい
る。ただし雨の後の話。
※集合場所と活動場所が違います。参加をご希望の
方は事前にお問い合わせください。
★集合：森の再生地、10:00

所沢市
狭山市
雨天中止

4 月 2 日～5 日
★持ち物：お弁当、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②番のりば「西武フラ
ワーヒル」行き 9:20 発または 9:45 発（約 15 分乗車）→「シ
ョッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分
★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

★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）
★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）
★解散：現地、12:00 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、軍手
★参加費：無料
★共催：公益財団法人さいたま市公園緑地協会
★交通：東武アーバンパークライン「岩槻駅」東口より朝日バス「しらこ
ばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士見町」下車、
徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：岩槻支部

★持ち物：飲み物、お箸、お椀
★参加費：一律 500 円
★交通：JR「浦和駅」東口より国際興業バス①番のりば「浦和美園駅」行
き 9:24 発（約 20 分乗車）→「浦和特別支援学校」下車、用水
路沿いに南へ徒歩約 10 分
★解散：集合場所と同じ、12:30 頃

★担当：川口支部

★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②番のりば「西武フラ
ワーヒル」行き 9:14 発または 9:42 発（約 14 分乗車）→「シ
ョッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分
★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

