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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。 
・体調に不安がある方、新型コロナウイルス陽性または濃厚接触の可能性がある方は、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。近距離で会話をする際はマスクを着用してください。 
・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。 
・こまめな手洗い、手指の消毒をお願いします。 
・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、会話はお控えください。 

     

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） 

●見沼自然の家 1 日主（あるじ）11・12・1 月満員御礼  

●会報発送ボランティア 

11 月 30 日（水）9 時 30 分～12 時 00 分 

●「私たちの自然を守ろう」コンクール 

  表彰準備のボランティア 

11 月 10 日（木）10 時 00 分～15 時 00 分 

     

3
（木

・祝） 

おおたかの森で 

アカマツを元気にしてヤマツツジを守ろう 

 

 

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、作業が
できる服装（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 

春に花が咲くヤマツツジはアカマツ林のお友だちで、
もしかしたらコツバメもやってきます。 

※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。 

所沢市 

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 

     

5
（土） 

あげおの秘境 

サクラソウ咲く里山で楽しい作業 

 

 
★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 

広いトラスト地の草刈り開始。刈り払い機で草刈りで
きる方、大募集。タヌキのため糞にはギンナンとかク
リなどたくさん入っているよ。 

★要事前申し込み（前日まで） 

上尾市 
桶川市 

★集合：サクラソウトラスト地、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：上尾支部 

     

5
（土） 

～ 

6 
（日） 

伊奈町総合文化祭に参加・出展 

―新ごみ処理場計画地も視野に― 

 

 
★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「伊奈中央駅」より徒歩約 10 分（南東方

向へ約 500m） 
どんぐりや竹など自然材料を生かした遊具・作品を展
示し、体験コーナーも設ける。原市沼川のクチボソな
ど生きものも展示します。※入退室自由 

伊奈町 

★会場：伊奈町立伊奈中学校 体育館 開場、9:00 室内行事 ★閉場：5 日 16:00、6 日 15:00 ★担当：伊奈支部 

     

6
（日） 

「あやせ新栄ビオトープ」で 

自然観察と保全作業 

 

 

★持ち物：飲み物、作業ができる服装 

★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約） 

観察路整備と観察会。 草加市 

★集合：①東武スカイツリーライン「新田駅」東口、8:35 
②あやせ新栄ビオトープ（現地）、9:00 

雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃 ★担当：草加・八潮支部 
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6
（日） 

伊佐沼 キタミソウ観察会 
 

 

★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：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 
★共催：かわごえ環境ネット 
★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 8:18 発（約 17 分乗車）→「伊佐沼
冒険の森」下車、徒歩約５分 

荒川以西では初の発見となった伊佐沼キタミソウも、
元気に 4 年目を迎えました。3 つの群生地で、3ｍｍ

前後の小さい可憐な白い花を堪能出来ます。 

川越市 

★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、9:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃 ★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

    

元荒川緑地 清掃管理 
 

 

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装 
★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 

自然観察をしながらテストコースに沿って、ゴミ拾い

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 小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃 ★担当：岩槻支部 

    

おおたかの森で 

アカマツを元気にしてハルゼミを守ろう 

 

 

★詳しくは、11月3日（木・祝）の所沢支部のイベントをご覧ください。 アカマツが元気になるとハルゼミもコツバメも元気に
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。 

所沢市 

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 

     

7 
（月） 

おおたかの森の 

アカマツを育ててハルゼミを呼ぼう 

 

 

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、作業が

できる服装（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 9:40 発（約 15 分乗車）→「ショ
ッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分 

皆で植えたアカマツが元気になると絶滅に瀕している
ハルゼミも元気になります。 
※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。 

所沢市 
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 

     

8 
（火） 

朝霞の里山を残そう 
 

 

★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8:41

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） 

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。 

朝霞市 

★集合：岡町内会館前、9:00 雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：朝霞支部 

     

10 
（木） 

おおたかの森で 

アカマツを元気にしてハルゼミを守ろう 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 14 年前に植えたアカマツが大きくなったのでついで

にハルゼミも元気にしよう。 
※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。 

所沢市 
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 

     

12
（土） 

あげおの秘境 

サクラソウ咲く里山で楽しい作業 

 

 

★詳しくは、11月5日（土）の上尾支部のイベントをご覧ください。 ヨシを刈る作業にきてください。早春に咲くサクラソ
ウの開花には不可欠な作業です。コウホネ群落でカル

ガモたちが昼寝をしているかもね。 
★要事前申し込み（前日まで） 

上尾市 

桶川市 

★集合：サクラソウトラスト地、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：上尾支部 

    

外来種 捕獲大作戦 
 

 

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

★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 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 
※車の方は事前にお問い合わせください。 

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。 
加須市 

★集合：加須市北下新井 お花が池、9:30 小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃 ★担当：加須支部 
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13 
（日） 

吉川市の田んぼ 畔道をあるく 
 

 
★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 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。 
吉川市 

★集合：JR武蔵野線「吉川駅」、9:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃 ★担当：吉川支部 

    

こども自然クラブ 
 

 

★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 19 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 

収穫祭：見沼田んぼで作ったお米をわらで炊きます。

採ったイナゴの佃煮もあるよ。 
川口市 

★集合：見沼自然の家、9:00 雨天決行 ★解散：集合場所と同じ、15:00 頃 ★担当：川口支部 

    

伊佐沼探鳥会 
 

 

★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）  
★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 
★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 10 分 

今年もカモや冬鳥がやって来ました。歓迎しながら観

察しましょう。 
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 ★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

    

毎月第二日曜日は 

狭山丘陵・鳩峯公園を豊かにしよう 

 

 

★持ち物：飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、作業ができる服
装（長そで・長ズボン） 

★参加費：無料   
★共催：おおたかの森トラスト、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「西武園ゆうえ

んち」行き9:40発（約7分乗車）→「水天宮下」下車、徒歩
約5分 

狭山丘陵にある鳩峯公園は素敵な雑木林公園、野草を
豊かにする活動です。 

所沢市 

★集合：久米水天宮駐車場、10:00 雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：所沢支部 

     

14 
（月） 

おおたかの森で 

外来植物を抜いて森を豊かにします 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 原っぱにもいる貴重な生きもののために外来植物を 1
本 1 本抜きます。 
※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。 

所沢市 
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 

     

15 
（火） 

朝霞の里山を残そう 
 

 

★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） 

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。 

朝霞市 

★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 

    

伊奈・赤門屋敷林トラスト管理作業 

～「にほんのいきもの暦」と～ 

 

 
★持ち物：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。 
「カフェ・杜のヴィエント」に隣接、駐車可。 

冬鳥たちを歓迎する食餌木を見直していたら、マヒワ
とタラノキが目にとまる。さとやま公園では増えすぎ
だがひとの食に喜ばれている。 

※雨天の場合は 11/16（水）に延期 

伊奈町 

★集合：トラスト地（現地）、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:30 頃 ★担当：伊奈支部 

     

16 
（水） 

古綾瀬ビオトープで生物調査 
 

 

★持ち物：飲み物、筆記用具、軍手、あれば観察用具 
★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 

★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約） 
水生生物・植物調査を行います。 草加市 

★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 

雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃 ★担当：草加・八潮支部 
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17 
（木） 

おおたかの森で 

外来植物を抜いて森を豊かに育てよう 

 

 
★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 

おおたかの森で外来植物を抜いて森を豊かに育てよう。 
※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。 

所沢市 
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 

     

19
（土） 

秋葉の森総合公園 定例自然観察会 

『落葉樹冬芽の観察』 

 

 

★持ち物：飲み物、筆記用具、マスク、雨具、あれば観察用具（双
眼鏡、ルーペ、図鑑、左記紹介本など） 

★参加費：100円   
★協力：（公財）さいたま市公園緑地協会 
★当日の連絡先：秋葉の森総合公園 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 8:23 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 8:14 発（約 6 分乗車）→「指
扇北小学校入口」下車、徒歩約 10 分 

『フィールドで使える図説植物検索ハンドブック』に

は、本編の後に『落葉樹冬芽の特徴』という項目が付
け加わっています。冬芽を 30 パターンに整理して使
いやすい検索表と見事なカラー写真で構成されていま

す。「植物観察は冬季はヒマ？」と思っていたアナタ、
トンデモナイ。今年の冬（11 月も入れて）からはワ
クワク、ドキドキのお楽しみができましたよ。 

さいたま
市 

★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、11:00 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 

 

 

★詳しくは、11月5日（土）の上尾支部のイベントをご覧ください。 トラスト地の草刈りはまだまだ続く。刈り払い機の得

意な方、大募集。池ではカワセミがにぎにぎしく鳴き
ながら飛び回っていますよ。 
★要事前申し込み（前日まで） 

上尾市 
桶川市 

★集合：サクラソウトラスト地、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：上尾支部 

     

20 
（日） 

第三日曜 入間川早朝探鳥会 
 

 

★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） 
★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 
★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 7:25 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 

冬鳥のカモ類、カワラヒワ、ツグミやアオジを観察し、
サギ類を比べます。 

狭山市 

★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 

    

柳瀬川探鳥会 
 

 

★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 
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 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃 ★担当：志木支部 

    

秩父・破風山エンジョイハイク 
 

 
★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、雨具、タオル、軽登山できる服

装（リュックサック、登山靴）、あれば観察用具（双眼
鏡、ルーペ、図鑑など） 

★参加費：一律 300 円   
★定員：20 名以内 
★集合①は、集合後クルマで集合②まで送迎します 

仲間との親睦を深めながら、美しい紅葉の下を歩いて、
美しい秩父盆地を眺めませんか？島田勉さんが野鳥、
植物、山や歴史など、おもしろおかしく案内してくだ

さいます。 
★要事前申し込み 

皆野町 

★集合：①秩父鉄道「皆野駅」、9:25 
②日野沢小学校跡地（日野沢川ふれあい広場）駐車場、9:40 

雨天中止 ★解散：集合②と同じ、15:00 ★担当：秩父支部 

    

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、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 

百舌の声が聞こえます。風が冷たくなりました。谷原
の親水広場で、初冬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 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃 ★担当：春日部支部 

    

元荒川の自然をまるごと感じよう！ 
 

 

★持ち物：飲み物、帽子、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 

色づいた景色を楽しみながら虫やカマキリなどを探し
ながら土手を歩きましょう。ジョウビタキやモズもみら

れるかな？ 

越谷市 

★集合：北越谷第五公園前駐車場、9:30 小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃 ★担当：越谷支部 
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20 
（日） 

元荒川緑地  

ナガボノアカワレモコウ生育地 草刈り 

 

 

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装 

★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 

希少種ナガボノアカワレモコウの生育地に生える「オ
ギ」が繁茂しています。その「オギ」を刈り取ります。 

※雨天の場合は 11/27（日）に延期 

さいたま
市 

★集合：岩槻文化公園 体育館玄関前、9:30 雨天延期 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃 ★担当：岩槻支部 

    

自然観察会 荒川河川敷 
 

 
★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） 

★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 荒川河川敷や斜面林をのんびり歩きます。 
（歩行距離：約 6km） 

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 

     

21 
（月） 

おおたかの森の 

若返り作戦を今年も始めよう① 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 おおたかの森を日本で一番素敵な場所にするために若
返り作戦を始めます。 

※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。 

所沢市 

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 

     

22 
（火） 

朝霞の里山を残そう 
 

 

★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） 

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。 

朝霞市 

★集合：根岸台 8 丁目緑地下の広場、9:00 雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：朝霞支部 

     

23
（水

・祝） 

中川・八条用水冬鳥観察会と河川清掃 
 

 

★持ち物：飲み物、雨具、軍手、あれば観察用具（双眼鏡など） 

★参加費：100 円（高校生以下無料）   
★交通：集合②は東武スカイツリーライン「草加駅」東口より東武

バス②番のりば「八潮団地」行き 8:30 発（約 22 分乗車）

→終点下車 
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約） 

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い
ます。 

八潮市 

★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東武バス「八潮団地」バス停（現地）、9:00 
雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：草加・八潮支部 

     

24 
（木） 

おおたかの森の 

若返り作戦を今年も始めよう② 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 おおたかの森を日本で一番素敵な場所にするために皆

さんの協力をお待ちしています。 
※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。 

所沢市 
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 

     

26
（土） 

あげおの秘境 

サクラソウ咲く里山で楽しい作業 

 

 

★詳しくは、11月5日（土）の上尾支部のイベントをご覧ください。 サクラソウが咲く自然のために働きたい方ぜひ来てく
ださい。コガモがコウホネの茎をパリパリ食べている

のが見られるかな。 
★要事前申し込み（前日まで） 

上尾市 

桶川市 

★集合：サクラソウトラスト地、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：上尾支部 

    

「さとやま公園」で「プレーパーク」！を 

～メンバー提案で模索、試行します～ 

 

 

★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。 

市街化区域で異色の高木を残した里山も、カシナガ（キ
クイムシ）の侵入と拡がりをうけて、公園の将来図も

見直すときなのかな。 

伊奈町 

★集合：さとやま公園（現地）、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:30 頃 ★担当：伊奈支部 
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26
（土） 

かわぐちッ子、荒川に集合 
 

 

★持ち物：飲み物、軍手、虫かご、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

徒歩約８分） 
生きもの隊：ひっつき虫で遊ぼう！！ 川口市 

★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:30頃 ★担当：川口支部 

     

27 
（日） 

見沼田んぼ 朝の自然観察会 

鳥と植物 

 

 

★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 

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。 
川口市 

★集合：見沼自然の家、8:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:30 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、マスク、あれ

ば観察用具（双眼鏡など） 
★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 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 8:37 発（約 18 分乗車）→「念仏橋」下車、
徒歩約 1 分 

今年は猛禽が何種観られるか？ 
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 ★解散：集合場所と同じ、13:00 頃 ★担当：浦和支部 

    

古利根川の自然ふれあい観察会 
 

 
★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 「古利根の 秋のフィナーレ、木々の彩り」木の葉が落

ちた後は冬鳥の季節です。 
春日部市 

★集合：藤塚橋たもと、9:30 雨天中止 ★解散：現地、11:30 頃 ★担当：春日部支部 

     

28 
（月） 

おおたかの森の 

若返り作戦を今年も始めよう③ 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 おおたかの森を日本で一番素敵な場所にするために皆

さんの協力をお待ちしています。 
※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。 

所沢市 
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 

     

30 
（水） 

中学生と一緒におおたかの森を 

日本で一番素敵な場所に① 

 

 

★詳しくは、11月7日（月）の所沢支部のイベントをご覧ください。 中学生と一緒におおたかの森を日本で一番素敵な場所
にしましょう。 
※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。 

所沢市 
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 
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12 
/1 
（木） 

中学生と一緒におおたかの森を 

日本で一番素敵な場所に② 

 

 

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、作業が
できる服装（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 9:40 発（約 15 分乗車）→「ショ
ッピングセンター前」下車、徒歩約 3 分 

おおたかの森を日本で一番素敵な場所にする活動を中

学生と一緒にしましょう。 
※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。 

所沢市 
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 

     

12 
/2 
（金） 

中学生と一緒におおたかの森を 

日本で一番素敵な場所に③ 

 

 

★詳しくは、12月1日（木）の所沢支部のイベントをご覧ください。 中学生と一緒におおたかの森を日本で一番素敵な場所
にする活動です。 

※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。 

所沢市 

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 

     

12 
/3
（土） 

あげおの秘境 

サクラソウ咲く里山で楽しい作業 

 

 
★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 

ヨシを刈ってみんなで運び出すと、春にはサクラソウ
やノウルシが満開。オオヨシキリやカヤネズミの巣な

どが見つかるよ。 
★要事前申し込み（前日まで） 

上尾市 

桶川市 

★集合：サクラソウトラスト地、9:00 小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃 ★担当：上尾支部 

     

12 
/4
（日） 

「あやせ新栄ビオトープ」で 

自然観察と保全作業 

 

 

★持ち物：飲み物、作業ができる服装 
★参加費：会員 100 円、一般 300 円、高校生以下 100 円 

★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約） 
観察路整備と観察会。 草加市 

★集合：①東武スカイツリーライン「新田駅」東口、8:35 
②あやせ新栄ビオトープ（現地）、9:00 

雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃 ★担当：草加・八潮支部 

    

冬鳥を観察しよう！ 
 

 

★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「越谷駅」西口よりタローズバス
「県民健康福祉村」行き 9:00 発（約 20 分乗車）→終点
下車、徒歩約 3 分 

冬鳥や樹木などを観察しながら公園内と周辺を歩きま

す。どんな鳥たちに会えるかな？ 
越谷市 

★集合：県民健康福祉村元気館前、9:30 小雨決行 ★解散：現地、11:30頃 ★担当：越谷支部 

    

キタミソウ生育地 

クリーン作戦 ゴミ拾い 

 

 

★持ち物：飲み物、汚れてもよい服装、手袋（厚手のゴム製のもの
必須）、長靴（前日雨の場合） 

★参加費：無料   
★共催：（労働組合）連合埼玉 
★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 9:20 発（約 12 分乗車）→「大
戸」バス停下車、徒歩 5 分（バス進行方向を戻るように歩
いてください） 

毎回大量のゴミを集めています。一人でも多くの方の
御協力をお願いします。 

さいたま
市 

★集合：岩槻区元荒川永代橋南詰駐車場、10:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:30 頃 ★担当：岩槻支部 

    

おおたかの森の 

若返り作戦を今年も始めよう④ 

 

 

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、軍手、タオル、マスク、作業が
できる服装（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 

おおたかの森を日本で一番素敵な場所にするために一
緒に若返り作戦を始めましょう。 

※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。 

所沢市 

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 
 

月のイベント 12月 1日～4日 12 


