※新型コロナウイルス感染防止のため、
「まん延防止等重点措置（期間：4/20～5/11）
」の対象地域と
その他地域で中止となったイベントがあります。

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。
・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。
・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。
・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。
・フィールドスコープや双眼鏡などを複数の人で使用する場合には、直接、目をつけないようご注意ください。
・途中で食事をとる際は、周りの人と向い合せにならず、会話は避けてください。

今月のボランティア日程
●見沼自然の家 1 日主（あるじ）
5 月の募集日（2・16・23・30 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：5 月 31 日（月）9 時 30 分～12 時 00 分

～バードウィーク 愛鳥週間～
5 月 10～16 日

BIRD WEEK のお知らせ

バードウィーク（愛鳥週間）は鳥たちにとって棲みよい環境（鳥をとりまく生態系）を守っていこう！
という愛鳥の思想を普及するために定められた一週間です。ぜひお友達を誘って野鳥マーク
の
あるイベントに参加して、鳥たちの魅力と自然保護の輪を広めていきましょう！

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
コムクドリやカワセミがみなさんを待ってますよ。外来植
物のナガミヒナゲシが繁茂して迷惑です。在来の生きもの
たちが住みやすい環境づくりの作業に来てください。
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（土）

★集合：サクラソウトラスト地、8:30

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

★集合：川越水上公園入口、9:00

中止
川越市

★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）
★交通：JR 川越線「西川越駅」より徒歩約 10 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

（日）

★担当：上尾支部

川越水上公園自然観察会
川越水上公園の河川敷は変わりました。あの老巨木の
ジャヤナギが枯れそうです。しかし、春の植物は可憐
な姿で咲き誇っています。
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上尾市
桶川市

★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）

中止

★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、河川敷池の整備。
草加市
★集合：①東武スカイツリーライン「新田駅」東口、8:35
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃
②あやせ新栄ビオトープ（現地）、9:00

春のボランティア②
絶滅しそうなコツバメを救おう

★担当：草加・八潮支部

★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

コツバメは地味なかわいいチョウですが減っていま
す。森を元気にして呼び戻そう。雨の後はキノコの収
穫も。※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。

中止
所沢市

★集合：森の再生地、10:00

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

狭山市

★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部
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★担当：所沢支部
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春のボランティア③
絶滅しそうなオオタカを救おう

新緑の輝く季節、オオタカが子育てを頑張ってくれる
森が元気になる手入れと雨の後はキノコの収穫。
（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
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中止
所沢市
狭山市

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

新緑に輝くおおたかの森で
ツミが元気になる森の手入れ

ツミが子育てを頑張ってくれるよう森の手入れと外
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

中止
所沢市
狭山市

（土）

ヤナギやクヌギの緑が見事です。1m にもなる外来植
物「オオスズメノカタビラ」刈りで忙しい日々。在来
動植物の住みやすい環境づくりに必要な作業です。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

外来種

★担当：所沢支部

★詳しくは、5 月１日（土）の上尾支部のイベントをご覧ください。
上尾市
桶川市

捕獲大作戦

★集合：加須市北下新井 お花が池、9:30

中止
加須市

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、作業ができる服装、筆記用具、長靴、軍手または
ビニール手袋、タオル、帽子
★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。

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

柿木田んぼ野鳥観察会

中止
柿木田んぼでシギチなどを観察します。

草加市

★集合：柿木公民館、8:50

バードウィーク探鳥会
吉川美南中央公園でヒクイナを見る
カワセミ、コアジサシの姿も見られるかな。

吉川市

★集合：JR 武蔵野線「吉川美南駅」、9:00

★担当：加須支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば観察用具
★参加費：無料
★共催：草加市
★交通：東武スカイツリーライン「新田駅」東口より東武バス②番の
りば「新田駅東口」行き 8:20 発（約 15 分乗車）→「柿木
公民館」下車、徒歩約 2 分

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

みなみ
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★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

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

「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。

（日）

★担当：所沢支部

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
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★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

★担当：草加・八潮支部

★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、吉川市教育委員会

雨天中止 ★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、筆記用具、軍手、帽子、雨具、タオル、
マスク、汚れてもよい服装（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
新河岸川の河川敷に繁茂するアレチウリを新芽のうち
ふじみ野
★要事前申し込み
に駆除します。
市
※雨天の場合は 5/16（日）に延期

アレチウリ駆除

★集合：ふじみ野市立エコパ駐車場、9:00

雨天延期 ★解散：現地、12:00 頃

新シリーズ・紫中荻区自然観察会
～湧き水ある処歴史あり～
大宮台地の一角、この地区には屋敷林が残る。原市沼
川・精進場橋付近迄約 500ｍ、高低差 4～5ｍあり。
目に見えるいい湧き水がある。
★集合：ニューシャトル「伊奈中央駅」、9:00

伊奈町

5/16（日）に変更
★担当：ふじみ野支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、あれば観察道具（双眼鏡、図鑑など）
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
※駅から土地区画整理済の都市計画道路（上尾伊奈線）を歩き「ごみ
処理場」計画候補地へ向かいます。（往復約 4 ㎞）

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、14:00 頃
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★担当：伊奈支部

こども自然クラブ
見沼田んぼはどんなとこ？！歩いて、見て、感じよう。
飛び入り参加大歓迎！
川口市
★要事前申し込み

中止

★集合：JR「東浦和駅」駅前ロータリー、9:00

雨天決行 ★解散：見沼自然の家、15:00 頃

秩父・美の山エンジョイハイク
新緑の美の山を植物観察や野鳥観察をしながら歩き
ます。360°見える景色も大変きれいです。案内人は
島田勉氏です。
★要事前申し込み
★集合：秩父鉄道「親鼻駅」、9:10
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皆野町
秩父市

「新緑の里山歩き」の巻

★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

飯能市

中止
川越市

★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、10:00

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

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 ★解散：集合場所と同じ、15:00 頃

★担当：鴻巣支部

おおたかの森で
アカマツ山を元気にしよう

13 年前のごみ山が今では素敵なアカマツ山に模様替
えをしています！皆の力を待ってます。
（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

中止
所沢市

★詳しくは、5 月 6 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。

狭山市
雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

おおたかの森のアカマツ山を
豊かにしてハルゼミを戻そう

ハルゼミはアカマツ林が大好き、素敵なアカマツ山が
蘇るよう！皆の力を待ってます。
（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

15

★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）

荒川河川敷や斜面林をのんびり歩きます。
歩程約 6km。
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★担当：飯能・名栗支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑など）
★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

10 日からバードウィークです。鳥たちの子育てをじ
ゃましないように、沼で繁殖するカイツブリ、オオヨ
シキリなどを観察します。

自然観察会

★担当：秩父支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、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
★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

伊佐沼探鳥会

★担当：川口支部

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、登山ができる服
装（トレッキングシューズ）、あれば観察用具（双眼鏡、
ルーペ、図鑑など）
★定員：20 名以内
★参加費：一律 300 円

雨天中止 ★解散：秩父鉄道「和銅黒谷駅」、15:00

まばゆい新緑に包まれた天覧山周辺の山道を歩くと、
（日） 花、チョウ、トンボ、野鳥の鳴き声が…。
★要事前申し込み
※飯能市立博物館の駐車場は利用不可
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★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）

★詳しくは、5 月 6 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

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

オオヨシキリがヨシ原にやってきて子育ての季節。彼
（土） らの合唱を聞きながら湿地の環境を守るために働き
ましょう。上空ではオオタカも鳴いていますよ。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★担当：所沢支部

★詳しくは、5 月１日（土）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
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★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、帽子、タオル、軍手、マスク、汚れてもよい服装
（長そで・長ズボン）、厚手のゴム手袋、あれば草刈りカマ
★参加費：100 円
★協力：（公財）さいたま市公園緑地協会
湧水をたたえた広大な湿地は、いろんな生きもののす
★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
みか。みんなが元気に生きられるように、繁りすぎた さいたま
8:20 発（約 17 分乗車）→「秋葉入口」下車、徒歩約 15 分、また
ヨシ原を刈り込みます。
市
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
※自家用車の場合は、秋葉の森総合公園内駐車場へ駐車可。
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
自然保護ゾーンでヨシを刈る

★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00
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雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

人の入れないサンクチュアリ
香取公園・特別入園して作業

（土） 管理整備作業です。水と緑のネットワークとしての重
要な拠点、香取公園。市民参加の協働作業です。
★集合：香取公園南側入口、9:00

中止
久喜市

★持ち物：飲み物、汚れてもよい服装、できれば長靴、軍手、雨具、
あれば草刈り鎌、剪定用具
★参加費：無料
★後援：久喜市
※電車利用の方は駅まで出迎えますので、必ず事前にご連絡ください。

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

大森で盛りだくさん！
野草の天ぷら＋林の観察路整備作業

入間川早朝探鳥会

オオヨシキリは何羽いるでしょうか。コムクドリはま
だ会えるかな。
★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、6:00

狭山市

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

★担当：入間支部

★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」西口より徒歩約 20 分
※早朝なのでバスはありません

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、8:00 頃

柳瀬川探鳥会

★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

★担当：久喜支部

★持ち物：飲み物、おにぎり（自由）、箸、皿、長靴（林や池観察歩
きに便利です）、あればスコップ・ノコギリ・剪定ばさみ
など、天ぷら用の材料も歓迎！
★参加費：一律 400 円

治水事業と共生した貴重な林です。木に名札をつけた
り、散策しやすいよう林の中を整えます。摘み取った
入間市
野草で天ぷらもします！
★要事前申し込み
★集合：①西武池袋線「武蔵藤沢駅」、9:00
雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃
②現地、9:30

第三日曜

★担当：大宮支部

★担当：狭山支部

★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 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

★持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、軍手、帽子、雨具、タオル、
マスク、汚れてもよい服装（長そで・長ズボン）
★参加費：100 円
新河岸川の河川敷に繁茂するアレチウリを新芽のうち
ふじみ野 ★共催：ふじみ野こどもエコクラブ
に駆除します。
市
★要事前申し込み
（日） ※雨天の場合は 5/23（日）に延期
★集合：ふじみ野市立エコパ駐車場、9:00
雨天延期 ★解散：現地、12:00 頃
★担当：ふじみ野支部

アレチウリ駆除

16

★持ち物：お弁当、飲み物、軍手、タオル、帽子、筆記用具、汚れて
もよい服装
★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
池のオタマジャクシは 2 種類！トンボのヤゴも脱皮す
★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
所沢市
るかも！皆で森を豊かにしよう。
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、9:15
★解散：集合①と同じ、14:30
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

こどもエコクラブは森の再生地

★持ち物：飲み物、軍手、マスク、あればノコギリや木バサミなど
★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
ここ 2～3 年の間に生育範囲を広げたアズマネザサの 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
刈り込み作業を行います。
市
町」下車、徒歩約 10 分

散策の森
アズマネザサ刈り取り作業

★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
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★担当：岩槻支部

★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
谷原の親水広場にオオヨシキリが来ました。ツバメも舞
①番のりば「ウイング・ハット春日部」行き 9:22 発（約 12
春日部市
います。自然観察の後、ビオトープ管理をしましょう！
分乗車）→終点下車

谷原親水広場の
自然観察とビオトープ管理

16

★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

★担当：春日部支部

（日）

元荒川の自然をまるごと感じよう！
元荒川沿いの黄緑一色の土手を歩きます。最高に美しい
景色です。ツバメも元気に飛び交います。
★集合：北越谷第五公園前駐車場、9:30

17

越谷市

小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃

おおたかの森の
アカマツ山で外来植物を抜こう

成長の早いセイタカアワダチソウや外来植物も今な
所沢市
（月） ら手軽に抜けますよ。※集合場所から活動場所に移動し
狭山市
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

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）

★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

朝霞市

「伊奈・赤門屋敷林トラスト」管理作業
～4 月のつづきです～

★集合：トラスト地（現地）、9:00

伊奈町

古綾瀬ビオトープで生物調査

★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）
★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、駐車場あり。
※雨天の場合は 5/19（水）に延期
★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）
草加市
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

★担当：草加・八潮支部

おおたかの森のハルゼミのために
アカマツ山を元気にしよう

どんどん大きくなる外来植物を抜いてアカマツ山を
元気にしてハルゼミを呼ぼう。
（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、5 月 6 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

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
チョウジソウの大群落が見事です。外来植物抜きなど
生きものたちの住みやすい環境づくりの作業をして
います。みなさん応援に来てください。

22

★担当：所沢支部

小雨決行 ★解散：現地、13:00 頃

（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

20

★詳しくは、5 月 6 日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

ヤダケの筍の燻製！聞いたことありますか。てこずっ
ているだけでは芸がない、試してみたい。稈や枝葉の
チップ化も検討課題です。

19

★担当：越谷支部

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

朝霞の里山をつくろう

18

★持ち物：飲み物、筆記用具、雨具、マスク、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」西口より北へ徒歩約 10 分

★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★担当：所沢支部

★詳しくは、5 月 1 日（土）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

（土）

鎌倉古道を歩こう
いにしえの鎌倉古道で薫風を味わってみません
か？？
★集合：東武伊勢崎線「和戸駅」、9:00

宮代町
杉戸町
幸手市

★持ち物：お弁当、飲み物、あれば観察用具
★参加費：一律 100 円

雨天中止 ★解散：東武日光線「幸手駅」、14:00 頃
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★担当：久喜支部
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かわぐちッ子、荒川に集合

（土） 探検隊：原っぱの生きもの調査

川口市

★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装、図鑑、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 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
鳥の世界は子育て真っ最中！そっと覗いてみよ
う！！
★集合：見沼自然の家、8:00

川口市

★担当：川口支部

★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 12 分

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

★担当：川口支部

見沼たんぼ芝川第一調節池
周辺調査

★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」
夏鳥が勢揃い。葦原の復活とオオヨシキリの繁殖、シギ さいたま
行き 8:37 発（約 17 分乗車）→「念仏橋」下車、徒歩約 1 分
チドリは確認できるか。
市
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★集合：浦和くらしの博物館民家園駐車場、9:00

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃

★担当：浦和支部

（日）

古利根川の自然ふれあい観察会
「古利根は水草茂り、ヨシキリ歌う」草も伸びて、虫
春日部市
も元気。小鳥たちは子育てに忙しい季節です。
★集合：藤塚橋たもと、9:30

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
森の保全作業と新緑の森の観察をします。

所沢市

★集合：久米水天宮、9:30

24

★詳しくは、5 月 6 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

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。

★集合：根岸台 8 丁目緑地下の広場、9:00

27

★担当：所沢支部

おおたかの森の水辺の手入れをして
ギンヤンマを呼ぼう

★集合：森の再生地、10:00

25

★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

今年もたくさんのトンボが飛び立つよう森の再生地
の水辺の手入れをします。
（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。

（火）

★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

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

★担当：朝霞支部

おおたかの森で
外来植物をたくさん抜こう

外来植物が多くなると大切な野草が減って昆虫の種
類も減ってしまいます。
（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、5 月 6 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

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業
イボタの花が満開でいい香りです。蜜を求めてカナブ
ンやハナバチたちがブンブン。多様な日本の生きもの
を増やす作業をして彼らを元気にしてあげよう。

29
（土）

★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★詳しくは、5 月 1 日（土）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

高倉の昆虫観察会

★持ち物：飲み物、汚れてもよい服装、筆記用具、あれば観察用具（双
眼鏡、ルーペ、図鑑など）
初夏の雑木林でチョウなどの昆虫を捜します。この時
★共催：鶴ヶ島の自然を守る会
期にだけ現れるゼフィルス（シジミチョウの仲間）に 鶴ヶ島市 ※集合①より徒歩約 15 分で集合②と合流します
今年も会えるでしょうか。
★集合：①東武越生線「一本松駅」駅前、9:00
雨天中止 ★解散：池尻池公園、12:30 頃
★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部
②池尻池公園、9:30

30

「さとやま公園」管理作業
～青葉、ほととぎす、初鰹の候～

小針北小学校の子どもたちからの宿題に応えるため、高
（日） 木中低木の調査をまとめよう。管理作業上も現況平面図
を更新しておきたい。
★集合：さとやま公園（現地）、9:00

31

伊奈町

★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
の南側です。駐車可。

小雨決行 ★解散：現地、13:30 頃

★担当：伊奈支部

おおたかの森の
水辺の手入れでトンボを呼ぼう

皆で水辺の手入れをするとトンボの種類が増えてく
れます。
（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、5 月 6 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

6 月のイベント
3
おおたかの森で
6
/3

外来植物を探してたくさん抜こう

外来植物はとにかく元気で繁殖力が強い、さあよく見
て探して抜きましょう。
（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

6
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所沢市
狭山市

6 月 3 日～6 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

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

コウホネやノハナショウブなど夏の植物たちが咲き
競うトラスト地。もう暑いかもしれませんね。自然に
（土） 親しみながら迷惑な外来植物駆除など手伝ってくだ
さい。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

上尾市
桶川市

★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）

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と保全作業

★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）

河川敷池の整備、希少植物自生地の草刈と観察会。
草加市
★集合：①東武スカイツリーライン「新田駅」東口、8:35
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃
②あやせ新栄ビオトープ（現地）、9:00

6
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★担当：所沢支部

★担当：草加・八潮支部

★持ち物：飲み物、帽子、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
元荒川緑地 通路に沿ってゴミ拾いをしながら、オオブ 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
タクサを抜き取る作業を行います。
市
町」下車、徒歩約 10 分

元荒川緑地 環境管理
オオブタクサ除草作業

（日） ★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、11:30 頃

おおたかの森の
フクロウが元気になる森の手入れ
外来植物が増えて野草が姿を消すとフクロウも元気
がなくなります。
※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

