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

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） 1 日主の募集
状況はコチラ▶
1 月の募集日（16・23 日）

2021 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。

★2020 年度

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 31 日（月）9 時 30 分～12 時 00 分

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
1位

2位

３位

コガモ
（9,975 羽）

カルガモ
（8,496 羽）

マガモ
（6,317 羽）

おおたかの森で
今年も森を豊かにしていきましょう

年の初めはお正月料理で鈍った体を鍛えるおおたかの
森を豊かにする活動です。
（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
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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

ヨシを刈ってみんなで運び出す作業はとても重要で
（土） す。早春に花咲くサクラソウなどは、冬の太陽を十分
に浴びることで開花をうながします。頑張りましょう。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★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

上尾市
桶川市

★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）

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃
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★担当：上尾支部

久喜市昭和沼 冬鳥観察会
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今年も久喜市昭和沼には多くの水鳥が集合。県内有数
（土） 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

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

ガンカモ調査
黒目川を下流に歩きながら調査します。新河岸川合流
点まで行き、城山公園まで戻って 12 時頃解散します。 朝霞市
寒さ対策をしっかりとしてご参加ください。
★集合：黒目川・泉橋、8:00

草加市
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

ガンカモ調査

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。
★要事前申し込み
※雨天の場合は 1/10（月・祝）に延期します。
★集合：狭山湖第１駐車場（北側）、9:00

所沢市

埼玉県一斉のガンカモ調査を行います。志木大橋から
志木市役所手前まで。
※雨天の場合は 1/10（月・祝）に延期します。

志木市

★担当：志木支部

★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：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。ガンカモ調査終了後 11 時過ぎ
から、昨年からの試みで「県民活動総合センター」で
伊奈町
例会を行います。
★要事前申し込み
★雨天の場合は 1/16（日）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：県民活動総合センター、12:00 頃
②綾瀬川・原市沼川合流地、9:00

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。
★集合：合角ダム駐車場、9:00

秩父市

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

★担当：伊奈支部

★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、自家用車での参加でお願いします。

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

ガンカモ調査（みさと公園）

★集合：JR 武蔵野線「吉川駅」、9:00

★担当：入間支部

★持ち物：飲み物、防寒具、筆記用具、あれば観察用具（双眼鏡など）
★参加費：無料
★交通：東武東上線「柳瀬川駅」西口より柳瀬川上流へ徒歩約 10 分

★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：志木市役所前、11:30 頃

「ガンカモ調査」＆
伊奈支部と自然に親しむ会の例会

★担当：草加・八潮支部

★持ち物：飲み物、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

埼玉県一斉ガンカモ調査

（日）

★担当：朝霞支部

★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）

観察路整備と観察会。
★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
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★担当：久喜支部

★持ち物：飲み物、筆記用具、カメラ、防寒具、あれば双眼鏡など
★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

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と保全作業

狭山湖

★持ち物：飲み物、図鑑・双眼鏡など、防寒具
★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

★担当：秩父支部

★持ち物：飲み物、防寒具、雨具、筆記用具、あれば双眼鏡
★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
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★担当：吉川支部

こども自然クラブ
芝川第一調節池の野鳥観察と凧揚げ大会。

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

「冬のいきもの観察」の巻
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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
（日） います。
★要事前申し込み
★集合：飯能市立博物館ロビー、9:30

飯能市

毎年恒例のガンカモ調査の日です。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。
★集合：伊佐沼西岸の蓮見橋近くのあずまや、10:00

★集合：森の再生地、10:00

所沢市
狭山市

★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）
★参加費：無料
★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

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

おおたかの森で
ボランティア活動をして体を若返らせよう

おおたかの森のボランティアに参加して寒さを乗り切
（月 る体を鍛えよう。
・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。
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川越市

★担当：川口支部

★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

伊佐沼探鳥会
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★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

★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、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

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

おおたかの森の
フクロウが元気になる森つくり

今年もフクロウが姿を見せてくれるよう豊かな森をつ
くります。
（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 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

★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
サクラソウなどの早春に咲く植物たちのために外来植
物抜きに来てください。たくさんの外来植物たちは冬
でも開花しています。イカルチドリの声も聞こえるか
もね。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

15
（土）

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

秋葉の森総合公園
定例自然観察会（隔月第 3 土曜日）
真冬の雑木林や水辺で、元気に冬越しの生活を送って
いる生きものたちに出会いましょう。もしかしたら、
赤い鳥や青い鳥に出会えるかもしれません。この公園
を今日だけでなく、ずっと見続けるマイ・フィールド
にしてみませんか。
★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00

★詳しくは、1 月 8 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
★担当：上尾支部

★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：
（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
さいたま
ター｣行き 8:20 発（約 17 分乗車）→「秋葉入口」下車、
市
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
雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃
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★担当：大宮支部

第三日曜

入間川早朝探鳥会

もう令和 4 年。新年の野鳥たちの生活を観察します。
出現予定野鳥最多。
★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、8:00

狭山市

★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 7:25 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

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

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

★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

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：新伊佐島橋、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、帽子、軍手、タオル、マスク、筆記用
具、作業ができる服装（長そで・長ズボン）
★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
（日）
森の再生地のアカマツを元気にして、薪割り、落ち葉ケ
★交通：集合②は西武新宿線「新所沢駅」東口より西武バス②番の
所沢市
ーキ作りと、そして薪でご飯、熱い豚汁でおめでとう。
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
★集合：①西武新宿線「新所沢駅」東口交番横、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
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今年もこどもエコクラブのスタートは
森の再生地です

★持ち物：飲み物、軍手、防寒具
★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
不法投棄が後を絶たないこの元荒川緑地。めげずにゴミ さいたま
らこばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士
拾いをし、いつかはきれいな環境を取り戻します。
市
見町」下車、徒歩約 10 分

元荒川緑地

環境管理作業

★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

★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
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
ス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

谷原親水広場の
自然観察とビオトープ管理

★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

元荒川の自然をまるごと感じよう！
多くの木が治水対策で伐採され見通しのきくようにな
った川沿いをカモを見ながら歩きます。梅林公園では
冬の小鳥たちに出会えるかも。
★集合：北越谷第五公園前駐車場、9:30
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越谷市

★持ち物：飲み物、帽子、筆記用具、マスク、雨具、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」西口より北へ徒歩約
10 分

小雨決行 ★解散：現地、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
（日） 節です。冬鳥を探しながら林内の歩道を歩きます。

川越市

★担当：春日部支部

★担当：越谷支部

★持ち物：飲み物、防寒具、あれば観察用具（双眼鏡、ルーペ）
★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希望される方は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
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★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部
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おおたかの森でルリビタキの声を
聞きながら豊かな森にしよう

豊かな森を育てているとすぐそばまでルリビタキがや
ってきます。今年も会えるといいですね。
（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 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

朝霞の里山を残そう
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。

18
（火）

★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

伊奈・赤門屋敷林トラスト管理作業
～伐採材を生かして～

★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

★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
フクロウが元気になる森つくり

外は北風小僧が吹いててもフクロウが元気になる森の
活動で体も心も温かくなります。
（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 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

22

★担当：朝霞支部

★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。

小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

（水） 水質検査と水生生物・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
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★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）

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

大形テーブルとベンチの設置を計画しています。赤門
トラスト地のいくつかの課題にいいアイディアが出る
ような場所づくりを想いえがいて。
※雨天の場合は 1/19（水）に延期

19

朝霞市

★担当：所沢支部

希少種の増殖にも取り組んでいます。冬眠中の希少種の
移植作業の応援に来てください。日だまりで自然とふれ
あうボランティア活動は思いがけず楽しいですよ。
★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★担当：所沢支部

★詳しくは、1 月 8 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）

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

★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
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★担当：川口支部

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
猛禽類に会えるか否かで、今年の運試しをしません
か･･･。
★集合：見沼自然の家、8:00

川口市

★持ち物：飲み物、防寒具、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

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:30 頃

★担当：川口支部

★持ち物：お弁当、飲み物、帽子、防寒具、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
1 年で一番寒さの厳しい季節です。防寒の準備を万端 さいたま
北口」行き 8:37 発（約 17 分乗車）→「念仏橋」下車、
にしておいでください。
徒歩約 1 分
市

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

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
「古利根の水辺を巡る季節求めて」今年もよろしく
★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
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…。
（日）
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★集合：藤塚橋たもと、9:30

雨天中止 ★解散：現地、11:30 頃

冬の野鳥とキタミソウ観察会
大吉調節池にはどんな野鳥が来ているかな？古利根川
河川敷では小さなかわいい花を付けたキタミソウを見
つけましょう。
★集合：キャンベルタウン野鳥の森駐車場、9:30

越谷市

木漏れ日の中、もうすぐ芽を出す春の野草が喜ぶ森の手
入れをします。
★集合：久米水天宮駐車場、10:00

24

所沢市

★担当：越谷支部

★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「西武園駅」行き
9:40 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

★担当：所沢支部

おおたかの森で
春の妖精が元気になる森つくり

春の妖精が元気になってくれるよう森が若返る手入れ
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。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、1 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

朝霞の里山を残そう

25

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

27

★持ち物：飲み物、帽子、筆記用具、マスク、雨具、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」東口より茨急バス「東
埼玉テクノポリス南」行き 9:10 発（約 5 分乗車）→「小
田急弥栄団地入口」下車、徒歩約 5 分

小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃

毎月第四日曜日は
狭山丘陵・鳩峯公園を豊かにしよう

★担当：春日部支部

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
オオタカを元気にする森つくり

オオタカが元気になるように森が若返る活動をしてつ
いでに人間も元気になりましょう。
（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

★詳しくは、1 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
枯れ野で草かきをしましょう。刈った草の野焼きも。
生きものたちが住みやすい環境づくりの作業は多種多
様たくさんあります。ボランティアに来てください。

29
（土）

★集合：サクラソウトラスト地、8:30

★詳しくは、1 月 8 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

大森調節池の間伐作業

★持ち物：飲み物、軍手、作業ができる服装、お椀、お箸、おにぎ
り、あれば鎌・剪定ばさみ・のこぎり、長靴が便利です
心も身体も温まる！【3 つの自然 応援寄付】で購入し
★参加費：一律 400 円
たチェーンソーで２～３本の間伐と余った枝で落ち葉
入間市 ★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）
入れを作ります。作業の後は大好評の豚汁が！ほだ木、
薪が欲しい方募集中！
★集合：①西武池袋線「武蔵藤沢駅」ロータリー、9:30
雨天中止 ★解散：現地、13:30 頃
★担当：入間支部
★集合：②大森調節池（現地）、10:00
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おおたかの森で
カケスが喜ぶ森を育てよう

カケスの銀行ではコナラやクヌギの森を育てるためド
ングリをたくさん貯めています。
（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 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

2 月のイベント
2
/3

おおたかの森で
アカガエルの声を聞きながら森つくり

まだ寒いのに豊かな森を育てているとアカガエルの産
卵に出会います。
（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

2
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所沢市
狭山市

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

★集合：サクラソウトラスト地、8:30

上尾市
桶川市

★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）

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

草加市
雨天中止 ★解散：現地、11:00 頃

おおたかの森で
アカガエルの声を聞きながら森つくり
キョロキョロと可愛い声でアカガエルが冬眠から目覚
め産卵を始めます。
※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。
★集合：森の再生地、10:00

2
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★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）

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

（日）

★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

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

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
（土） 然と親しみながらのボランティア活動です。

2
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2 月 3 日～7 日

所沢市
狭山市

★担当：草加・八潮支部

★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

雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★担当：所沢支部

おおたかの森で
アカガエルの声を聞きながら森つくり

雨の後はかわいいアカガエルの声を聞きながら豊かな
森をつくります。
（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、2 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

