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）
6 月は満員御礼！！ 7 月募集中
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●会報発送ボランティア
今月：6 月 30 日（木）9 時 30 分～15 時 00 分

1 日主の募集
状況はコチラ▶

おおたかの森で
カブトムシを元気にしよう

カブトムシがぶ～んと飛び廻れるよう森の手入れをし
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。
★集合：森の再生地、10:00

4

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

コウホネやノハナショウブなど夏の植物たちが咲き競
（土） うトラスト地。自然に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、9:00

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

「あやせ新栄ビオトープ」で
自然観察と保全作業
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★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

★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）

トンボ池・鳥と友達広場、河川敷の観察路整備。
★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

★担当：草加・八潮支部

（日）

自然観察会

荒川旧流路

広い河川敷の荒川右岸にある旧流路で動植物を観察し
ます。駅から現地までは車での移動となります。
★集合：JR 高崎線「鴻巣駅」西口階段下、10:00

★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）
鴻巣市
雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、15:00
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★担当：鴻巣支部
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おおたかの森の
オオタカの子育てを応援しよう

鳥たちの声を聴きながら多様な生きものがすめる森を
育てよう。
（日） ※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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雨天中止 ★解散：現地、15:00 頃

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、6 月 2 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

★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、6 月 2 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
ノアザミやミソハギが咲いている原っぱにクズのツル
が伸び放題。オオヨシキリの応援歌を聴きながらクズ
を引っ張って片づけよう。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

★詳しくは、6 月 4 日（土）の上尾支部のイベントをご覧ください。

市街地のサギのコロニー
甘棠院（寺院）と香取公園観察会
久喜市

捕獲大作戦

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。（見学もできます）
★集合：加須市北下新井 お花が池、9:30

加須市

黒目川で外来植物を駆除しよう
朝霞市

★担当：久喜支部

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

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

河川敷のアレチウリとオオブタクサを、小さいうちに
（日） 抜き取ります。

★担当：上尾支部

★持ち物：飲み物、雨具、できれば長靴、あれば観察用具
★参加費：一律 100 円

★集合：JR・東武線「久喜駅」西口交番前広場、9:00 小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

外来種

★担当：所沢支部

上尾市
桶川市
小雨決行 ★解散：現地、12:00 頃

県内最大規模の久喜市のサギのコロニーと言われた甘
（土） 棠院とアライグマの影響が心配な香取公園を身近に観
察。
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★担当：所沢支部

おおたかの森で
タマムシが元気になる手入れをしよう

森の手入れをしていると晴れた日にはタマムシの空中
ショーが始まります。
（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。
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★担当：所沢支部

おおたかの森の
水辺でトンボを元気にしよう

森の手入れをしていると水辺ではギンヤンマやイトト
ンボが飛び廻ってくれます。
（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。

9

所沢市
狭山市

★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

★担当：加須支部

★持ち物：飲み物、帽子、タオル、軍手、長そで・長ズボン
★参加費：100 円（保険代）
★共催：あさか環境市民会議
★交通：JR 武蔵野線「北朝霞駅」東口、東武東上線「朝霞台駅」よ
り川に向かって徒歩約５分

★集合：黒目川・浜崎黒目橋（産業文化センター横）、9:00 雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃
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★担当：朝霞支部

★持ち物：飲み物、帽子、タオル、軍手、マスク、厚手のゴム手袋、
長靴、汚れてもよい服装（長そで・長ズボン）
★参加費：100 円
★共催：（公財）さいたま市公園緑地協会
アメリカザリガニ、ミシシッピアカミミガメ、ライギ
★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
ョ･･･、湿地にひそむ招かれざるお客さんたちを捕獲し さいたま
ター｣行き 8:20 発（約 17 分乗車）→「秋葉入口」下車、
ます。
市
徒歩約 15 分、または JR 川越線「西大宮駅」より東武バ
※自家用車の場合は、秋葉の森総合公園内駐車場へ駐車可
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
自然保護ゾーンで外来種駆除

★集合：秋葉の森総合公園 管理棟前、9:00

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、11:00 頃

★担当：大宮支部

★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

こども自然クラブ

冬水田んぼで、田植えの後の草取り、稲の発育を助け
川口市
ます。稲を倒さないように頑張ろうネ！
★集合：①見沼自然の家、9:00
雨天決行 ★解散：見沼自然の家、15:00 頃
②冬水田んぼ、9:30

★担当：川口支部

★持ち物：飲み物、軍手、汚れてもよい服装、あれば木鋏か剪定鋏
★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
ナガボノアカワレモコウ生育地には、たくさんのオギ さいたま
らこばと水上公園」行き 8:43 発（約 5 分乗車）→「富士
が生えています。実験的にオギの刈り込みをします。
市
見町」下車、徒歩約 10 分

ナガボノアカワレモコウ生育地
オギ刈り込み作業
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★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

（日）

伊佐沼探鳥会
子育ての季節です。カイツブリは浮巣で抱卵中、コア
ジサシは杭の上で求愛給餌をしています。静かに観察
します。
★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

毎月第二日曜日は
狭山丘陵・鳩峯公園を豊かにしよう
鳥たちの声を聴きながら野草が豊かになる活動をしま
す。
★集合：久米水天宮駐車場、10:00

★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 10 分

所沢市

★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

雨天中止 ★解散：現地、12:00 頃

幼木から高木までハンノキ林が持続する環境をめざし
て。観察時刻は夕陽をうけてハンノキの樹冠を舞う「卍 伊奈町
巴」を、昔観た伝統です。
★集合：①ニューシャトル「丸山駅」、16:30
小雨決行 ★解散：現地、18:30 頃
②現地（丸山湿地入口）、17:00

おおたかの森で
ぐんぐん伸びる外来植物を抜こう

来年のためにも種が付く前に外来植物を抜こう。
（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、6 月 2 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、15:00 頃
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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。

★担当：伊奈支部

所沢市
狭山市

朝霞の里山を残そう

★集合：岡町内会館前、9:00

★担当：所沢支部

★持ち物：飲み物、帽子、長靴、あれば観察用具（双眼鏡、図鑑な
ど）、虫よけ
★参加費：無料
★共催：伊奈町自然に親しむ会
★交通：集合②は丸山駅から新幹線側道を南へ約 300ｍ先の東側で
「伊奈氏屋敷跡・頭殿社入口」の案内板があります。

ミドリシジミ観察会
～JR 所有林の対策も課題！～
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★担当：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

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
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★担当：朝霞支部
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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
★集合①は、集合後クルマで移動します（要予約）

（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

16

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
フクロウが元気になる森を育てよう

梅雨の合間に勢力拡大中の外来植物を抜くとフクロウ
も高い木の上で見ているかも。
（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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草加市

★詳しくは、6 月 2 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

そろそろハンゲショウが衣替えの季節。ハンゲショウ
（土） の大群落にはアメリカセンダングサがたくさん育って
いるので、みんなで引っこ抜きましょう。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

第三日曜

★詳しくは、6 月 4 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

入間川早朝探鳥会

ツバメを中心に繁殖活動を遠くから観察。

狭山市

★集合：広瀬橋下（入間川中学校裏）、6:00

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

★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、図
鑑など）
★交通：西武新宿線「狭山市駅」西口より徒歩約 25 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

★集合：柳瀬川富士見橋たもと、9:00

★担当：所沢支部

★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、帽子、軍手、タオル、マスク、筆記用
具、バッチ、作業ができる服装（汚れてもよい長そで・
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)
キクイモは 4 月にも抜きましたが、どんどん広がって
★共催：おおたかの森トラスト
います。みんなでもう一度抜きます。
所沢市 ★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
りば「本川越駅」行き 9:30 発（約９分乗車）→「シチズ
※雨天の場合は 6/26（日）に延期
ン前」下車、徒歩約 8 分
（日） ★集合：①西武新宿線「新所沢駅」東口交番横、9:20
★解散：集合①と同じ、14:30
雨天延期
★担当：所沢支部
②くぬぎ山駒ヶ原の森、10:00
集合②と同じ、14:00

こどもエコクラブは
くぬぎ山でキクイモを抜きます
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★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
谷原の親水広場は、オオヨシキリやセッカが子育てを
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
します。自然観察の後、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！
河川敷で植物や昆虫が多く見られる季節です。鳥は子
越谷市
育ての季節、子に昆虫などを与える姿が見られるかも。
★集合：北越谷第五公園前駐車場、9:30

荒川堤外のハンノキ林で活動するミドリシジミの数を
調査します。
★集合：JR 高崎線「北鴻巣駅」改札前、16:30

★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

小雨決行 ★解散：現地、11:30 頃

ミドリシジミ生息調査
鴻巣市

★担当：春日部支部

★担当：越谷支部

★持ち物：飲み物、雨具、汚れてもよい服装（長そで・長ズボン）
あれば観察用具（双眼鏡など）
※露に濡れた下草のある場所を歩きますので、長靴のご利用をお薦
めします。

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、18:30 頃
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★担当：鴻巣支部
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おおたかの森で
タマムシが元気になる森の手入れ

森の手入れに感謝したタマムシが青空目掛けて飛び出
すかも。
（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、6 月 2 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。

21
（火）

★集合：宮戸 3 丁目緑地奥の簡易倉庫前、9:00

★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

伊奈・赤門屋敷林トラスト
―シラカシ伐採株が再生した―
支部と自然に親しむ会の 5 月例会で仮設テーブルとベ
ンチに 13 名が座り概ね好評！日除け、雨降りも考え
ねばの意見も。
※雨天の場合は 6/22（水）に延期
★集合：トラスト地（現地）、9:00～随時

23

朝霞市

伊奈町

★担当：所沢支部

★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。
「カフェ・杜のヴィエント」に隣接、駐車可。

小雨決行 ★解散：現地、13:00 頃

★担当：伊奈支部

おおたかの森の
カブトとクワガタが喜ぶ森の手入れ

カブトやクワガタのお母さんが卵を産めるように虫元
気の手入れもします。
（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。
★集合：森の再生地、10:00

★詳しくは、6 月 2 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

大森調節池の草刈りで
ダイエット！＋スイカ？

★持ち物：飲み物、軍手、作業ができる服装、あれば剪定用具（鎌、
草刈り、ツタ剪りで林も身体もすっきりしよう！ゆる
剪定ばさみ、のこぎり）、長靴が便利です
～い作業もあります。作業の後は冷たいスイカが待っ
※お弁当持参でゆっくり過ごしていただくことも出来ます
ています！！普段は入ることができない池と林の自然 入間市 ※集合①は、集合後クルマで移動します
をこの機会にぜひ楽しんでいってください。
★要事前申し込み
★集合：①西武池袋線「武蔵藤沢駅」ロータリー、8:40
小雨決行 ★解散：現地、13:00 頃
★担当：入間支部
（土）
②大森調節池（現地）、9:00

25

かわぐちッ子、荒川に集合
生きもの隊：カニと遊ぼう

川口市

★集合：川口市河原町（荒川河川敷）、10:00

25

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、12:00 頃

写真展＊上尾の自然

（土）
～ 長年活動しているサクラソウトラスト地での活動風景

26

やそこで見られる貴重な動植物の写真を展示します。

（日） ★会場：アリオ上尾 1F「光の広場」、10:00

★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（足立区都市農業公園より荒川上流へ徒歩８分）

上尾市

★担当：川口支部

★参加費：無料
★主催：上尾市環境推進協議会
★協力：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

室内行事 ★閉会：17:00 頃
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★協力：上尾支部

見沼田んぼ 朝の自然観察会
鳥と植物
オオヨシキリ、カルガモ、ツバメ･･･鳥の世界は子育て
真っ最中！
★集合：見沼自然の家、8:00

川口市

雨天中止 ★解散：集合場所と同じ、10:00 頃

「さとやま公園」管理作業と自然観察
当公園には周辺にお住いの方々が植えた十月桜、里桜、
河津桜などがあります。この際、会として記念樹を植 伊奈町
えたい。「何」記念？！

26
（日）

★集合：さとやま公園（現地）、9:00

古利根川の自然ふれあい観察会

★集合：藤塚橋たもと、9:30

ホタルの小さな光、生きものの鳴き声に視覚・聴覚を
研ぎ澄まして夜の天覧山裏谷津田へ出かけましょう。
★要事前申し込み
★集合：能仁寺山門前、19:00

飯能市

★担当：春日部支部

★持ち物：飲み物、雨具、懐中電灯、マスク、山道を歩ける服装（サ
ンダル・短パン禁止）
★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

小雨決行 ★解散：集合場所と同じ、20:30 頃

★担当：飯能・名栗支部

おおたかの森で
外来植物を抜いて野草を救おう

一雨ごとに大きくなる外来植物は早め早めのお手入れ
で効果てき面。
（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、6 月 2 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

28

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

30

★担当：伊奈支部

★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：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

「ホタル観察会」の巻

★担当：川口支部

★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：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

「古利根の 恵みをうけて カルガモ育つ」稲の間を子
春日部市
鴨がお母さんの真似をしながら歩いていきます。

27

★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

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
ギンヤンマを見ながら森の手入れ

水辺の手入れをしていると大きな羽音のギンヤンマが
飛びまわります。
（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、6 月 2 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

7 月のイベント
7
/2

あげおの秘境
サクラソウ咲く里山で楽しい作業

トモエソウの花が咲きそろい美しい自然のなかで外来
植物を見つけて抜く作業。セミたちはにぎにぎしく夏
（土） を謳歌しています。チョウたちの飛来も楽しみです。
★集合：サクラソウトラスト地、9:00

上尾市
桶川市

（日）

トンボ池・鳥と友達広場、河川敷の観察路整備。
★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

所沢市
狭山市

おおたかの森で
カブトムシが喜ぶ森の手入れをしよう

★集合：森の再生地、10:00

所沢市
狭山市

森の手入れをしながらギンヤンマの行動を観察しよう。
※集合場所から活動場所に移動します。参加をご希望
（木） 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

★担当：所沢支部

★詳しくは、7 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

平地林のキノコ観察会

川越の平地林です。キノコは種類によって生き方が違
（土） うので今回はここを探ります。

★担当：所沢支部

★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 9:40 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

おおたかの森で
ギンヤンマを見ながら森の手入れ

★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

森の手入れをすると今年もたくさんのカブトムシが喜
んでくれるでしょう。
（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。

7
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草加市

おおたかの森で
ツミも喜ぶ森の手入れをしよう

★集合：森の再生地、10:00

7
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★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）

一日ごとに大きくなる外来植物を見つけて抜きましょ
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。

7
/4

★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

7
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7 月 2 日～9 日

川越市

★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）
※冊子「川越の自然を訪ねて きのこ編」をお持ちの方はご持参くだ
さい（当日貸し出し用あり。販売もします）
★交通：東武東上線「新河岸駅」より徒歩約 25 分
※新河岸駅より送迎しますので事前にお電話ください。

★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：川越・坂戸・鶴ヶ島支部

