※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

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。
・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

お問い合わせは総務まで（TEL048-645-0570） お待ちしております！

●見沼自然の家 1 日主（あるじ）
1 月は満員御礼！！2 月の募集日（7・21 日）

2020 年度 ガンカモ調査
※ ガ ンカ モ調 査 を兼 ねた イ ベン ト
は、このマークが目印です。初心
者の方もお気軽にご参加くださ
い。

★2019 年度

毎年恒例の「県内一斉ガンカモ調査」を実施します。ガンカモ調査は、ガン・カモ・ハクチ
ョウ類の保護に必要な情報を収集・把握することを目的として、全国で一斉に調査を行うもの
です。ガン・カモ・ハクチョウ類は体が大きく、初心者の方やお子さんにも見つけやすいと思
います。鳥の名前がわかると普段の散歩がさらに楽しくなりますよ！
【お問い合わせ】
当協会事務局 ガンカモ調査担当 TEL 048-645-0570 メール gankamo@ecosys.or.jp

ガンカモ調査結果

～出現数ランキング～
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●会報発送ボランティア
今月：1 月 29 日（金）9 時 30 分～12 時 00 分

1位

2位

３位

コガモ
（9,064 羽）

カルガモ
（7,945 羽）

マガモ
（6,099 羽）

年の初めはおおたかの森で
ボランティアに参加しよう

オオタカのすむ森を守るため、今年もボランティアへのご
参加よろしくお願いします。
（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

7

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 9:15 発または 9:40 発（約 15 分乗車）
→「ショッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

ボランティアが社会を変える！
おおたかの森で待ってます

オオタカのすむ森を守るため今年もボランティアパワ
ーで頑張りましょう。
（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

狭山湖

★詳しくは、1 月 4 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

ガンカモ調査

9

天気がよければ富士山も見える狭山湖でカモたちを観
察します。カウント調査の見学だけでも歓迎！
（土） ★要事前申し込み
※雨天の場合は 1/10（日）に延期します。
★集合：狭山湖第１駐車場（北側）、9:00

所沢市

★担当：所沢支部

★持ち物：防寒具、双眼鏡
★参加費：無料
★交通：西武池袋線「小手指駅」南口より西武バス①番のりば「早稲田大学」
行き 8:21 発（約 8 分乗車）→「狭山湖口」下車、徒歩約 15 分
※西武池袋線「武蔵藤沢駅」からの送迎も可能です（要予約）

雨天延期 ★解散：現地、11:00 頃
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★担当：入間支部

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。
ガンカモ調査
合角ダムに水鳥たちが集まってきます。ダムの周辺を
歩きながら観察します。

9

★集合：合角ダム駐車場、9:00

秩父市

★持ち物：飲み物、筆記用具、防寒具、あれば観察用具（双眼鏡、図
鑑など）
★参加費：無料
★交通不便のため、自家用車での参加をお願いします。

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

（土）

久喜市昭和沼 冬鳥観察会
今年も久喜市昭和沼には多くの水鳥が集合。県内有数の
冬鳥の越冬地で、10 種以上のカモなどを観察します。
★集合：久喜菖蒲公園 昭和沼レストハウス前デッキ、9:20

久喜市

★担当：秩父支部

★持ち物：飲み物、防寒具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：一律 100 円
★交通：JR 東北本線・東武伊勢崎線「久喜駅」西口より大和観光バ
ス「[2-1] 管理センター」行き 8:50 発（約 22 分乗車）
→「管理センター」下車、徒歩約 1 分

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と保全作業

★担当：久喜支部

★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）

トンボ池・鳥と友達広場の清掃と植物調査
★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

草加市
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

ガンカモ調査
黒目川を下流に向かって新河岸川合流付近まで観察し
ながら歩き、12 時頃に城山公園付近で解散の予定で
す。
★集合：黒目川・泉橋、8:40

朝霞市

★担当：草加・八潮支部

★持ち物：飲み物、防寒具、筆記用具、歩きやすい服装、あれば観察
用具（望遠鏡、双眼鏡など）
★参加費：無料
★交通：東武東上線「朝霞台駅」より西武バス②番のりば「志木駅南
口」行き 8:31 発（約 4 分乗車）→「西朝霞公民館入口」
下車、徒歩約２分

雨天中止 ★解散：城山公園付近、12:00 頃

「ガンカモ調査」＆
伊奈支部と自然に親しむ会の例会

★持ち物：飲み物、防寒具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
★交通：集合①は内宿駅の北方向（直線で約 1.3km、(株)イナベー
カリー近く）、集合②は丸山駅の南東方向（直線で約 2.0km、
上尾伊奈斎場つつじ苑対岸側）です。
※ニューシャトル各駅にはレンタサイクル「忠次号」があります

二手に分かれて綾瀬川と原市沼川に沿って調節池など
を自転車で巡ります。後半の例会は「けんかつセンタ
ー」に移動し年間行事計画等を話し合います。
伊奈町
★要事前申し込み
★雨天の場合は 1/11（月・祝）に延期します
★集合：①綾瀬川上流域・さいたま菖蒲線 境橋、9:00
雨天延期 ★解散：現地、11:00 頃
②綾瀬川・原市沼川合流地、9:00

10
（日）

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
野焼きのすんだ田んぼに水を入れると「冬水田んぼ」
になり、荒川中流域の代表的な野鳥「イカルチドリ」
がやってきます。彼らの声を聞きながら作業はいかが
ですか。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

上尾市
桶川市

埼玉県一斉のガンカモ調査を行います。志木大橋から
志木市市役所手前まで。

志木市

みさと公園でガンカモ調査を行います。何種のカモに
出会えるかな？ ぜひご参加ください。
★要事前申し込み

三郷市

芝川第一調節池の野鳥観察と凧揚げ大会。
★集合：見沼自然の家、9:00

川口市

★担当：志木支部

★持ち物：飲み物、防寒具、雨具、筆記用具
★参加費：無料
★後援：吉川市、吉川市教育委員会
★吉川駅からみさと公園まで車で移動します

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

こども自然クラブ

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、防寒具、雨具、筆記用具
★参加費：無料
★交通：東武東上線「柳瀬川駅」西口より上流へ徒歩約 10 分
★雨天の場合は 1/11（月・祝）に延期します

★集合：柳瀬川志木大橋たもとテニスコート裏、9:00 雨天延期 ★解散：志木市市役所、11:30 頃

ガンカモ調査（みさと公園）

★担当：伊奈支部

★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
★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）

小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃

埼玉県一斉ガンカモ調査

★集合：JR 武蔵野線「吉川駅」、9:00

★担当：朝霞支部

★担当：吉川支部

★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 12 分

雨天決行 ★解散：集合場所と同じ、15:00 頃
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★担当：川口支部

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。
伊佐沼探鳥会
毎年行う、ガンカモカウントの日です。長年続けるこ
とで、環境の変化がわかります。あなたも参加してく
ださい。

10
（日）

★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 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

おおたかの森で
ふじみ野こどもエコクラブが活動
ふじみ野こどもエコクラブが森の再生地で森の手入れと
薪割にチャレンジします。
※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

所沢市
狭山市

天覧山周辺の里山で、冬の生きものを観察しよう！昆
虫の越冬観察、繭探し、バードウォッチングなどを行
います。
★要事前申し込み

（祝）

★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

飯能市

★詳しくは、1 月 10 日（日）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

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、豊
（火） 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

★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り、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

★担当：朝霞支部

おおたかの森の
フクロウが元気になる落ち葉ケーキつくり

落ち葉ケーキつくりをするとフクロウやたくさんの生
きものが元気になります。
（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

第三日曜

★詳しくは、1 月 4 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

入間川早朝探鳥会

もう令和３年、寒さの中で、野鳥たちの生活を観察し
ます。携帯カイロ防寒必要。

（日）

★担当：飯能・名栗支部

おおたかの森
ボランティアのパワーで社会を変えよう

★集合：森の再生地、10:00

17

★担当：所沢支部
ふじみ野支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、マスク、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
★定員：10 名（先着順）
★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

雨天中止 ★解散：東谷津トラスト地、14:00 頃

ボランティアのパワーでオオタカのすめる森を守り育
てよう。
※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。
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★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

★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 9:25 発（約 14 分乗車）→「ショッピ
ングセンター前」下車、徒歩約 3 分

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

「冬のいきもの観察会」の巻

11

★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

★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、8:00

狭山市

サクラソウなどの早春に花が咲く植物たちのために草
上尾市
っぱきに来てください。早春開花の植物たちは冬の太
桶川市
陽が大好きです。イカルチドリの声も聞こえてきます。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

★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「入間
市駅」行き 7:20 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

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

★担当：所沢支部

★担当：狭山支部

★詳しくは、1 月 10 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、11:30 頃
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★担当：上尾支部

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。
17

柳瀬川探鳥会

（日） 柳瀬川を約４km 歩き、鳥・植物・昆虫等の観察調査を 志木市
おこないます。
富士見市
★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

★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 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

★担当：志木支部

新河岸川でカモを見よう

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、雨具、防寒着、あれば観察用
具（双眼鏡、図鑑など）
新河岸川でガンカモ調査を行います。カモの名前を知
★参加費：無料
りたい方、バードウォッチングを始めてみたい方はぜ ふじみ野
★共催：ふじみ野こどもエコクラブ
ひご参加ください。
市
★要事前申し込み
雨天中止 ★解散：養老橋付近、13:00 頃

★集合：東武東上線「新河岸駅」東口、9:00

★担当：ふじみ野支部

★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
枯れたアカマツで焼き芋を焼きながら落ち葉ケーキも
所沢市
作ります。ついでに薪割も、豚汁も！
フラワーヒル」行き 9:25 発（約 14 分乗車）→「ショッピ
ングセンター前」下車、徒歩約 3 分
★集合：①西武新宿線「新所沢駅」東口交番前、９:20
★解散：集合①と同じ、14:25
雨天中止
★担当：所沢支部
②森の再生地、10:00
集合②と同じ、14:00

こどもエコクラブで
落ち葉ケーキのエキスパートになろう

★持ち物：飲み物、軍手
★参加費：無料
★共催：（公財）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
散策の森の管理作業を行います。里山としての森づく さいたま
らこばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士見
りを致します。ご協力をお願いいたします。
市
町」下車、徒歩約 10 分

散策の森

環境管理作業

★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

★担当：岩槻支部

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
親水広場の葦原で鳥たちが冬を過ごしています。自然
春日部市
①番のりば「ウイング・ハット春日部」行き 9:22 発（約
観察の後はビオトープ管理をしましょう。
12 分乗車）→終点下車
★集合：ウイング・ハット春日部 親水広場、9:30

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

川越の畑作地帯に残る
雑木林の観察会
冬の平地林は 1 年のうちで最も見通しが良く静かな季
節です。冬鳥を探しながら林内の歩道を歩きます。

川越市

★持ち物：飲み物、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペなど）
★交通：東武東上線「新河岸駅」より南西へ徒歩約 25 分
※駅から送迎いたしますので事前にご連絡ください

★集合：川越南文化会館（ジョイフル）玄関前、9:30 小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、12:30 頃
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★担当：春日部支部

★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

おおたかの森で
ルリビタキを観ながら森を育てよう

森の活動をしていると、どこからか素敵なルリビタキ
が覗きに来ます。
（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、1 月 4 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

朝霞の里山をつくろう

19

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。
★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

朝霞市

★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）

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃
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★担当：朝霞支部

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。
19

伊奈・赤門屋敷林トラスト
－高木の倒木危険度を診る－

診断を要するような木が何本かある。根元の腐朽程度
判定が要点かと思われるが、建物などへの被害を避け
（火） ることも対策の一つとするか。
★集合：トラスト地（現地）、9:00

20

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

古綾瀬ビオトープで生物調査

★担当：伊奈支部

★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）

（水） 池周辺の草刈りと水生生物・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

21

伊奈町

★持ち物：飲み物、防寒具、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。
※雨天の場合は 1/20（水）に延期

草加市
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

★担当：草加・八潮支部

おおたかの森で落ち葉ケーキを作り
アカマツを元気にしよう

外は寒い北風でも落ち葉ケーキを作っているとアカマ
ツも人も元気に暖かくなります。
（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

★詳しくは、1 月 4 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

★持ち物：飲み物、タオル、マスク、雨具、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：会員無料、一般 100 円
★協力：（公財）さいたま市公園緑地協会
秋葉の森総合公園内にて冬の野鳥観察会を開催しま
★当日の連絡先：(公財)さいたま市公園緑地協会 TEL 048-620-7186
す。
さいたま ★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
★要事前申し込み（1/21 締め切り）
市
8:20 発（約 17 分乗車）→「秋葉入口」下車、徒歩約 15 分、また
※自家用車の場合は、秋葉の森総合公園内駐車場へ駐車可。
は JR 川越線「西大宮駅」より東武バス「わくわくランド」行き 8:14
発（約 6 分乗車）→「指扇北小学校入口」下車、徒歩約 10 分

秋葉の森総合公園
冬の野鳥観察会

23
（土）

★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃

かわぐちッ子、荒川に集合
遊び隊：冬のお楽しみ・風の子大会！（凧あげなど）
★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00

川口市

オオハクチョウに会えるか否かで、今年の運試しをし
ませんか…
★集合：見沼自然の家、8:00

24

★持ち物：飲み物、汚れてもよい服装
★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）

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:30 頃

見沼田んぼ
朝の自然観察会 鳥と植物
川口市

（日） 「野鳥観察会」今年もよろしく。どんな冬鳥に会える
か楽しみです。防寒をしっかりしておいでください。
★集合①：東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ「北越谷駅」改札口、8:30
②：ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ野鳥の森公園駐車場、9:00

越谷市

★担当：川口支部

★持ち物：飲み物、あれば観察道具（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 12 分

雨天決行 ★解散：集合場所と同じ、10:30 頃

古利根川 野鳥観察会

★担当：大宮支部

★担当：川口支部

★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「北越谷駅」東口より朝日バス②番
のりば「弥栄団地循環花田先回り」行き 8:45 発（約 5 分
乗車）→「小田急弥栄団地入口」下車 徒歩約 5 分

雨天中止 ★解散：集合②と同じ、12:00 頃

★担当：越谷支部

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
希少種の増殖にも取り組んでいます。冬眠中の希少種
の移植作業は忙しい。日だまりで自然とふれあうボラ
ンティア活動に来てください。待ってますよ。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

★詳しくは、1 月 10 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

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。
★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
風が吹くと寒いので、防寒の準備を万全にしておいで さいたま
北口」行き 8:37 発（約 17 分乗車）→「念仏橋」下車、徒
ください。
市
歩約 1 分

見沼たんぼ芝川第一調節池
周辺調査

★集合：浦和くらしの博物館民家園駐車場、9:00

24

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

古利根川の自然ふれあい観察会

（日） 「古利根の水辺を巡る季節求めて」今年もよろしく、
冬まっただ中と思っても土手の草に目をやってくださ 春日部市
い。ほらもう春が…
★集合：藤塚橋たもと、9:30

今年最初の鳩峯公園のボランティア、冬鳥と会える公
園の維持管理作業です。

所沢市

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、1 月 4 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

朝霞の里山をつくろう

26

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。

★集合：根岸台 8 丁目緑地下の広場、9:00

朝霞市

★担当：朝霞支部

おおたかの森の
アカマツを元気にしてツミを呼ぼう

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、1 月 4 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

★持ち物：飲み物、筆記用具
★参加費：無料
★後援：久喜市公民館連絡協議会
★定員：60 名（先着順）※9:30 から会場にて受付します
★交通：JR・私鉄「久喜駅」西口より徒歩約 5 分

《環境講演会》
久喜市の自然観察と昆虫

『昆虫世界の案内人』として活躍されている江村氏（埼
久喜市
（土） 玉昆虫談話会会長）を講師にお迎えしました。
★会場：久喜市中央公民館 1 階大集会室 開場、9:30
室内行事 ★解散：閉会、12:00 頃
開会、10:00

31

★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）

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

アカマツに太陽の光が差し込むように森の手入れをし
ます。ついでに免疫力を高めよう。
（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。

30

★担当：所沢支部

おおたかの森で
オオタカが元気になる体験活動をしよう

寒い北風が吹いても森の体験活動をして免疫力をアッ
プしよう。
（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。

28

★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 9:05 発（約 7 分乗車）→「水天宮下」下車、徒歩約 5 分

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

★集合：久米水天宮、9:30

25

★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

★担当：浦和支部

★担当：久喜支部

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

草刈りがまだ残っています。刈った草の野焼きもしな
ければなりません。生きものたちが住みやすい環境づ
（日） くり作業はたくさんあるのでボランティアに来てくだ
さい。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

★詳しくは、1 月 10 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

※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

2 月のイベント
2
/1

おおたかの森で
ミヤマホオジロが来る森つくり

おおたかの森のミヤマホオジロが幻にならないように
森の手入れをしましょう。
（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

2
/4

所沢市
狭山市

★担当：所沢支部

おおたかの森の
オオタカが元気になってくれる森つくり

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、2 月 1 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

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と保全作業
草加市

雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

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軽作業
で楽しみませんか。草刈り、草っぱき、野焼きなど自
然と親しみながらのボランティア活動です。

上尾市
桶川市

★担当：草加・八潮支部

★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
★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）

小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃

★集合：サクラソウトラスト地、9:00

チョウジソウを守ろう

★担当：所沢支部

★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）

河川敷池水路と観察路整備と植物観察
★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

（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 9:15 発または 9:40 発（約 15 分乗車）
→「ショッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

今年もオオタカが元気でいてくれるように願って森つ
くりを頑張りましょう。
（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。

2
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2 月 1 日～7 日

★担当：上尾支部

竹刈り

★持ち物：飲み物、汚れてもよい服装、軍手、防寒具
★参加費：無料
チョウジソウを守る活動として 10 数年を経過してい
★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
ます。その成果が徐々に表れてきています。御協力を さいたま
らこばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士見
お待ちしております。
市
町」下車、徒歩約 10 分
※降雪や雨天中止の場合は 2/14（日）に延期
★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

おおたかの森で
ルリビタキが覗きに来る森の手入れ
森の手入れをしているときれいなかわいいルリビタキ
が何をしてるか覗きに来てくれます。
※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

所沢市
狭山市

★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②番のりば「西武
フラワーヒル」行き 9:25 発（約 14 分乗車）→「ショッピ
ングセンター前」下車、徒歩約 3 分

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃
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★担当：所沢支部

