新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、イベントやボランティア募集が中止または延期となる場合がありますので、
ご了解ください。中止または延期となる場合は、当協会ホームページ（http://www.eco-saitama.or.jp）にてお知らせいたし
ます。
また、イベントやボランティアに参加される場合には、次の感染予防策にご協力をお願いいたします。
・体調の悪いときには、参加をお控えください。
・人との接触が密にならないように距離をとってください。
・マスクの着用やこまめな手洗い、手指の消毒をお願いします。
（熱中症対策のため、屋外で人と十分な距離を確保できる場合には、適宜マスクをはずすなど調整してください。）
・咳やくしゃみをする際には、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえるエチケットをお守りください。

今月のボランティア日程

お問い合わせは事務局まで（TEL048-645-0570） お待ちしております！

●見沼自然の家 1 日主 9 月の日曜募集（6・20 日）
●会報発送ボランティア
9/30（水）9:30～12:00
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●「私たちの自然を守ろう」コンクール
応募作品の開封ボランティア
9/14（月）・9/24（木）10:00～15:00

おおたかの森で
野生の生きものを豊かにしよう

豊かな森の中では土から顔を出すキノコがあちこち、
色々、おもしろい！
（木）
※集合場所から活動場所に移動します。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
生きものたちが住みやすい環境づくりのための外来植
物抜き作業。秋の湿地はタデ科の花で華やか。川の中
のコウホネの花も満開です。

上尾市
桶川市
小雨決行

★集合：サクラソウトラスト地、7:30

坂戸城山自然観察会

6

埼玉県では珍しいサワギキョウの花を観察します。氷
坂戸市
（日） 河期の残存植物と考えられています。
★集合：①東武越生線「武州長瀬駅」南口階段下、9:00
小雨決行
★集合：②坂戸市老人福祉センター城山荘駐車場、9:30

おおたかの森で
木の子と土の子を豊かにしよう
豊かな森のキンランが育つには土の中のキノコが大の
お友だち、あなたも仲間に。
※集合場所から活動場所に移動します。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

★持ち物：お弁当、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
★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、帽子、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
★後援：上尾市教育委員会
★共催：NPO 法人エンハンスネイチャー荒川・江川
★要事前申し込み（前日まで）
★解散：現地、11:30 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ、
図鑑など）
★協力：坂戸サワギキョウの会
★解散：現地、12:30 頃

★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、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
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★担当：所沢支部
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おおたかの森で
ハルゼミもすめる森の手入れ

来年も希少なハルゼミが鳴いてくれるよう、これから
も豊かな森の手入れをしよう。
（月）
※集合場所から活動場所に移動します。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、9 月 3 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

朝霞の里山をつくろう

8

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

★解散：現地、15:00 頃

★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」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

おおたかの森で
キンランやギンランが咲いてくれるササ刈

10

夏は涼しい木陰でササを刈ってあげると来年もキンラ
ンやギンランが咲いてくれます。
※集合場所から活動場所に移動します。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、9 月 3 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

（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
森のプラスチックごみを拾って川と海の生きものを助
けよう。
★集合：北中運動場テニスコート、10:30

所沢市
狭山市
雨天中止

外来種駆除作業（事前作業）

12

ウシガエル、ミシシッピアカミミガメ、ライギョなど
の外来種の駆除（網掛け）作業を行います。
さいたま
（土）
★要事前申し込み（9/11 締め切り）
市
※雨天の場合は 9/19（土）に延期

★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00

13

雨天延期

★持ち物：飲み物、帽子、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、帽子、軍手、タオル、マスク、汚れてもよい服
装、あれば観察用具（図鑑など）、あれば胴長や長靴
★参加費：一律 100 円
★協力：（公財）さいたま市公園緑地協会
★当日の連絡先(公財)さいたま市公園緑地協会 TEL 048-620-7186
★交通：JR「大宮駅」西口より東武バス８番のりば｢リハビリセンター｣
行き 9:10 発（約 17 分乗車）→「秋葉入口」下車、徒歩約
15 分、または JR 川越線「西大宮駅」より東武バス「わくわ
くランド」行き 9:40 発（約 6 分乗車）→「指扇北小学校入
口」下車、徒歩約 10 分
※自家用車の場合は、秋葉の森総合公園内駐車場へ駐車可。
★解散：現地、11:00 頃

★担当：大宮支部

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に来
（日） てください。イヌコウジュやキツネノマゴの小さな花、
カラスノゴマの変な花、川の中にはコウホネの花が！
★集合：サクラソウトラスト地、7:30

★詳しくは、9 月 6 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、11:30 頃

2020 年 9 月イベント p2

★担当：上尾支部

中川の堤をゆっくり歩きます
中川の上空を、南西に向かうタカの仲間「サシバ」を見
ます。
★集合：JR 武蔵野線「吉川駅」、9:00

吉川市
雨天中止

「国際学院野草園」管理作業
～きのこ狩りの季節ですが～
マツタケも絶滅危惧種といわれる昨今、アカマツ林再
生の想いには夢がふくらむ。クラウドファンディング
の声も検討に値するかな。

伊奈町
小雨決行

★集合：国際学院野草園、９:00～随時

こども自然クラブ
田んぼの生きもの調査パートⅡを行います。

川口市

★集合：①見沼自然の家、9:00
②冬水田んぼ、9:30

雨天決行

少人数で教わる
自然写真のきれいな撮り方教室
今年で 4 年目となる熊井の森写真学校。
四季を通して、
プロカメラマンから生き物の知識を活かしたネイチャ
ーフォトのきれいな撮り方を少人数で教わります。コ
（日） ンパクトカメラでも可。1 回だけの参加も歓迎。
※第 3 回 11/8（日）
★要事前申し込み
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★集合：かわせみハウス（鳩山鳩ヶ丘郵便局横）、9:00

鳩山町

雨天決行

「秋の野草観察会」の巻
野草の花が一番多いこの季節、天覧山周辺で可憐な野
の花々を観察します。秋の気配を感じながらの散策で
す。
★要事前申し込み
★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

飯能市

雨天中止

伊佐沼探鳥会
シギ、チドリの渡りが多く見られます。この時期だけ
伊佐沼に飛来する鳥を探しましょう。
★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、10:00

自然観察会

川越市
雨天中止

荒川河川敷

★持ち物：飲み物、帽子、雨具、タオル、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・吉川市教育委員会
★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

★担当：吉川支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、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「志久駅」より徒歩約 15 分（駅前に案内
看板あり、駅の北西約 800m、国際学院グラウンドの手前
です、薬科大学北門の向かい側）
★解散：現地、13:30 頃

★担当：伊奈支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、筆記用具、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：集合①は 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

★講師：三森典彰氏／ビオトープ管理士、ジャパンアウトドアリー
ダーアワード優秀賞受賞、東京環境工科専門学校講師
★会場：かわせみハウスと熊井の森周辺（車で移動）
★定員：20 名 中学生以上（保護者同伴なら小学生も可）
★持ち物：カメラ、お弁当、飲み物、帽子、雨具
★参加費：各回 1,500 円（中学生以下は無料）
★主催：NPO 法人はとやま環境フォーラム（環境団体会員）
★後援：鳩山町教育委員会
★交通：東武東上線「高坂駅」西口より川越観光バス②番のりば「鳩
山ニュータウン」行き 8:40 発（約 9 分乗車）→「ニュー
タウン中央」下車、徒歩約 1 分
★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★協力：東松山・鳩山・滑川支部

★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）、帽子、山道を歩ける服装
★定員：15 名
★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
★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

★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 9:40 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、帽子、筆記用具、雨具、あれば観察用
具（双眼鏡など）

荒川河川敷や斜面林をのんびり歩きます。
歩程約 6km。

鴻巣市

★集合：JR「鴻巣駅」西口階段下、10:00

雨天中止

★解散：集合場所と同じ、15:00 頃
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★担当：鴻巣支部

おおたかの森でコツバメを救おう

14

コツバメを救うために森のヤマツツジを元気にしよ
う。
（月）
※集合場所から活動場所に移動します。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、9 月 3 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

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。

15
（火）

★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

雨天中止

伊奈・赤門屋敷林トラスト管理作業
～白露の次候です～
セグロセキレイのさえずりの頃、初めて聞いた美声は
感動だった。赤門からも近い綾瀬川や見沼用水などで
偶にはあそびたいですね。
★集合：トラスト地（現地）、9:00
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朝霞市

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、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：JR 武蔵野線「北朝霞駅」より国際興業バス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（宮戸橋を渡ってすぐの道を右折）
★解散：現地、12:00 頃

★担当：朝霞支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、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

おおたかの森の
キンランも元気になる森の手入れ

キンランもギンランも、キノコも土の子も森の手入れ
で元気にしよう。
（木）
※集合場所から活動場所に移動します。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、9 月 3 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

外来種駆除作業

19
（土）

ウシガエル、ミシシッピアカミミガメ、ライギョなど
の外来種の駆除（網引き上げ）作業を行います。
さいたま
★要事前申し込み（9/18 締め切り）
市
※雨天の場合は 9/26（土）に延期

★詳しくは、9 月 12 日（土）の大宮支部のイベントをご覧ください。

★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00

★解散：現地、11:00 頃

雨天延期

サギのねぐら入り観察会
（久喜市菖蒲・小林調整池）
夏～秋の夕暮れには多くのサギ類が沼に集結し、その
姿は印象的です。
★集合：久喜市菖蒲総合支所前駐車場、17:00

第三日曜

小雨決行

入間川早朝探鳥会

野鳥が少なくなります。コムクドリに会えるかな。
★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、6:00

20
（日）

久喜市

狭山市
雨天中止

★担当：大宮支部

★持ち物：飲み物、雨具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：一律 100 円
★交通：JR 宇都宮線「久喜駅西口」より朝日バス「菖蒲仲橋」行き
16:02 発（約 23 分乗車）または JR 高崎線「桶川駅東口」
より朝日バス「菖蒲車庫行」行き 16:04 発（約 18 分乗車）
→「菖蒲仲橋」下車、南へ徒歩約 15 分
★解散：集合場所と同じ、19:00 頃

★担当：久喜支部

★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」西口より徒歩 20 分
※早朝なのでバスはありません
★解散：集合場所と同じ、8:00 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
生きものたちが住みやすい環境づくりのための外来植
物抜き作業。草原に網を張るナガコガネグモ、トック
リバチの丸い巣･･･虫の営みもおもしろい。川の中のコ
ウホネも満開です。
★集合：サクラソウトラスト地、7:30

★詳しくは、9 月 6 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、11:30 頃
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★担当：上尾支部

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 志木市
をおこないます。
富士見市
★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

雨天中止

竹林整備
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

散策の森

環境管理作業

久方ぶりの散策の森管理作業。枯れ枝など片づけを致 さいたま
します。里山を維持する管理にご協力を。
市
雨天中止

★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

20
（日）

谷原親水広場の
自然観察とビオトープ管理
谷原親水広場に秋の花が咲きました。虫たちも元気で
春日部市
す。自然観察の後、ビオトープ管理をしましょう。
★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で
5 年後の森を豊かにしよう
12 年前、産廃跡地に生きものがすめる豊かな森づく
りがスタート、5 年後はもっと豊かになるように。

所沢市

雨天中止

★集合：森の再生地、10:00

別府沼水生植物観察会
熊谷市別府沼公園でレッドデータブックに記載されて
いる植物たちを中心とした観察会です。

小雨決行

★集合：別府沼公園県道西駐車場、14:00

21

熊谷市

おおたかの森で
カブトムシもクワガタも元気にしよう

カブトムシやクワガタがすめるよう森の手入れに工夫
をします。
（祝） ※集合場所から活動場所に移動します。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

★持ち物：飲み物、帽子、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 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：飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、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、帽子、軍手、あればノコギリ・木ばさみなど
★参加費：無料
★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、帽子、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
★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：年会費 700 円＋保険代 500 円(未就学児は保険に入れません)
★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：現地、14:00 頃

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、タオル、帽子、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ、
図鑑など）
★交通：JR 高崎線「籠原駅」北口より徒歩約 30 分または JR 高崎
線「籠原駅」北口よりゆうゆうバス グライダーワゴン「妻
沼行政センター」行き 13:25 発（約 11 分乗車）→「別府
沼公園」下車、徒歩約 5 分
★解散：集合場所と同じ、16:30 頃

★担当：熊谷支部

★持ち物：お弁当、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
★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
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★担当：所沢支部

朝霞の里山をつくろう

22

斜面林の清掃、下草刈り、間伐、土留め作業など。
（祝） 豊かな雑木林をめざして作業します。

★集合：根岸台 8 丁目郷戸緑地下の広場、9:00

24

朝霞市

雨天中止

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、9 月 3 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。

雨天中止

26
生きもの隊：バッタ飛ばし大会。

川口市

★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00

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
生きものたちが住みやすい環境づくりのための外来植
物抜き作業。ススキの広場ではオミナエシが見頃です。
ヨシ原にはヒメジソの小さな花が。

★集合：見沼自然の家、8:00

川口市
雨天中止

見沼たんぼ芝川第一調節池
周辺調査
秋の渡りが始まっています。ノビタキは来てくれるで
さいたま
しょうか。日陰がありませんので、残暑対策を十分に
市
しておいでください。
★集合：浦和くらしの博物館民家園駐車場、9:00

雨天中止

さとやま公園管理作業
～草はら再生計画が進行中～
昨年 10 月、現地さとやま公園を教材に訪ねていただ
いた環境カレッジ卒業の会員さんをご招待して（？）
斬新なご提案をお聞きしたい。
★集合：さとやま公園（現地）、9:00

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、帽子、軍手、汚れてもよい服装、あれば（図鑑
など）
★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（足立区都市農園より荒川上流へ
徒歩８分）
★解散：集合場所と同じ、12:30 頃

★担当：川口支部

★詳しくは、9 月 6 日（日）の上尾支部のイベントをご覧ください。

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
冬の使者の一番乗りはだれ？夏の使者のドンジリはだ
れ？見沼は入替りの時期、まさか？の出現を期待しま
しょう！

★解散：現地、15:00 頃

上尾市
桶川市
小雨決行

★集合：サクラソウトラスト地、7:30

（日）

★担当：朝霞支部

所沢市
狭山市

かわぐちッ子、荒川に集合
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★解散：現地、12:00 頃

おおたかの森の
オオタカが元気になる森の手入れ

毎年毎年、必死の思いで子育てをしているオオタカに
感謝して森の手入れをします。
（木）
※集合場所から活動場所に移動します。参加をご希望
の方は事前にお問い合わせください。

（土）

★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 8:46
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）

伊奈町
小雨決行

★解散：現地、11:30 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、帽子、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、10:00 頃

★担当：川口支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、筆記用具、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、帽子、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
校の南側です。駐車可。
★解散：現地、13:00 頃
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★担当：伊奈支部

古利根川の自然ふれあい観察会
「古利根の秋の始まりモズが告げ」穫り入れの季節。
稲刈り後の田んぼでは小さな草花が花をつけていま 春日部市
す。

27
（日）

★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
秋の虫が鳴きはじめる鳩峯公園。ゴミ拾いをしながら
森の観察をしよう。
★集合：久米水天宮、9:30

28

所沢市
雨天中止

★持ち物：飲み物、帽子、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、帽子、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

おおたかの森の
フクロウがゆっくりできる森の手入れ

頑張ってくれているフクロウが来年も元気ですめるよ
うに森の手入れをしよう。
（月） ※集合場所から活動場所に移動します。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、9 月 3 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
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★担当：所沢支部

10 月のイベント
10
/1

おおたかの森の
ヤマユリが元気になる外来植物抜き

来年も花が咲いてくれるよう大きくなる外来植物を抜
きます。
（木） ※集合場所から活動場所に移動します。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

10
/3

所沢市
狭山市
雨天中止

水辺の森の生きもの探し

龍 Q 館・水辺の森とその周辺で、秋の生きもの探しで
（土） す。

春日部市
雨天中止

★集合：龍 Q 館駐車場、10:00

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外来植
物抜き作業。セイタカアワダチソウが実をつけないよ
うに抜いてしまおう。

小雨決行

★集合：サクラソウトラスト地、9:00

10
/4

上尾市
桶川市

ぶらり柳瀬川とたんぼの秋

柳瀬川と水谷たんぼを歩き、五感で自然を感じよう。
志木市
水谷田んぼでは生きものがすめる調整池づくりを一緒
富士見市
（日） に考えましょう。
雨天中止
★集合：柳瀬川駅西口サミット前円形広場、9:00

おおたかの森の
ヤマツツジを元気にしてチョウを呼ぼう
貴重なコツバメを救うために森のヤマツツジを元気に
しよう。
※集合場所から活動場所に移動します。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

10 月 1 日～4 日
★持ち物：お弁当、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
★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、帽子、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペなど）
★参加費：無料
★共催：水辺の丘運営協議会
★交通：東武アーバンパークライン「南桜井駅」北口より平成エン
タープライズバス「春日部駅東口」行き 9:45 発（約 4 分
乗車）→「庄和高校」下車、徒歩約 8 分
★解散：現地、11:30 頃

★担当：春日部支部

★持ち物：飲み物、帽子、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、11:30 頃

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、帽子、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、ル
ーペなど）
★参加費：一律 100 円
★後援：志木市生涯学習課
★解散：柳瀬川富士見橋たもと、12:00 頃

★担当：志木支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、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
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★担当：所沢支部

