
風布地区全景風布地区全景

ムギランムギラン

筆者筆者
✿第14回さいたま環境賞　受賞✿

平成25年4月1日発行

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-12-9 埼玉県農林会舘内
phone▶ 048（824）3661　fax▶ 048（832）0292

E-mail▶ main@saitama-greenerytrust.com
HP▶ http://saitama-greenerytrust.com/

個　人

家　族
グループ（5人以上）
法　人

●会費年額

第 92 号

公益財団法人 さいたま緑のトラスト協会

当協会に御寄付をいただいた方については、税額控除
の特例を受けられます。詳しくはHP又は税務署へお尋
ねください。

大　人
小・中・高校生
永年（一括納入）

10,000円1口
1,000円1人
3,000円1家族
15,000円1人
1,000円1人
1,500円1人

ドングリぼうや
アルファファアルファ

グリーングリーングリーン
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お問い合せ/協会事務局　〒330-0063　さいたま市浦和区高砂 3-12-9
　　　　　　　　　　　　TEL 048-824-3661／FAX 048-832-0292

保全活動体験保全活動体験
自然観察会自然観察会

昆虫工作昆虫工作

　トラスト保全地12箇所の他に、０号地での活動体験があります。
　０号地のボランティアスタッフは、トラスト協会や県、市町、他の団体
主催のイベント等において、クラフト教室を行うなど、トラスト運動の
普及啓発を行います。
　作ること、教えるこ
とが好きな方、未経験
の方も特技を活かして
是非一緒に活動しませ
んか。

　緑のトラスト保全地は、保全の必要性から散策ルートや立入禁止区域を設
定しているところがあります。皆様一人ひとりが保全の意識を持ちつつ、保全
地の四季折々の自然を楽しんでください。
※保全地は、公園ではありません。付近に駐車場・トイレがない場合があります。

●トラスト保全地の保全活動
●自然観察会やシイタケのコマ打ち体験などのイベント活動
●自然や緑を守ることの大切さを伝える活動

活動日：第１・第３水曜日　１３：３０～１６：００
　　　　事務局ボランティアルーム０号地

ボランティアスタッフに登録して楽しいこと始めませんか。ボランティアスタッフに登録して楽しいこと始めませんか。ボランティアスタッフに登録して楽しいこと始めませんか。ボランティアスタッフに登録して楽しいこと始めませんか。
トラスト保全地一覧

見沼田圃周辺斜面林

狭山丘陵・雑魚入樹林地

武蔵嵐山渓谷周辺樹林地

飯能河原周辺河岸緑地

山崎山の雑木林

加治丘陵・唐沢流域樹林地

小川原家屋敷林

高尾宮岡の景観地

１

２

3

４

５

6

7

8

9

10

11

12

さいたま市緑区南部領辻

所沢市大字上山口

嵐山町大字鎌形

宮代町字山崎

入間市大字寺竹

北本市高尾

さいたま市岩槻区馬込

加須市北篠崎・多門寺

蓮田市黒浜

所在地トラスト保全地名称号地

飯能市大字矢颪
やおろし

みぬまたんぼしゅうへんしゃめんりん

さやまきゅうりょう ざこいりじゅりんち

むさしらんざんけいこくしゅうへんじゅりんち

はんのうがわらしゅうへんかがんりょくち

やまざきやま　ぞうきばやし

かじきゅうりょう　からさわりゅういきじゅりんち

おがわはらけやしきりん

たかおみやおか　　けいかんち

浮野の里

黒浜沼

原市の森

うきや　　さと

くろはまぬま

はらいち　 もり

※12号地は、25年秋頃から募集を予定

堀兼・上赤坂の森
愛称：緑のトラスト狭山

ほりがね　かみあかさか　  もり

狭山市堀兼

０号地の皆さん０号地の皆さん

上尾市原市

〔各イベント、ボランティア登録の申込み等の詳しい説明は、ホームページをご覧ください。〕
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　トラスト６号地（加治丘陵・唐沢流域樹林地）
は入間市の加治丘陵にあります。
　加治丘陵は平安時代から里山として利用さ
れていました。しかし昭和40年代から人手が入
らなくなり、荒れていました。放置された林床
はヒサカキかアズマネザサのみになります。
　トラスト地として整備されて10年が経過し、
ヤマツツジ、ヤマユリなどが徐々に多くなって
います。
　ヤマツツジやシュンランは好きな環境がア
ズマネザサと同じです。下草刈りで長く眠って
いた種が目を覚まし、この春にもまた新しい草
花を発見できるかもしれません。
　私達は第１、第３土曜日に下草刈り、間伐、
自然観察、植生保護などの活動をしています。
　定年退職後に自然に親しもうと参加した方
が中心です。植物や鳥に詳しい方、山仕事の得
意な方、写真が得意な方と色々です。最高齢は
86歳で、枯れた木を切り倒すのが得意です。昨
年沢に架か
る橋を新調
しましたが、
この時は土
木に詳しい
方が大活躍
でした。

新緑の加治丘陵を散策し、
自然を満喫！

トラスト保全６号地（入間市）トラスト保全６号地（入間市）

かか じじ きゅうきゅう りょうりょう さわさわからから りゅうりゅう いきいきじゅじゅ りんりん ちち

保全地紀行

ヤマツツジ

シュンラン

ボランティアによる橋の架け替え作業

文

文

文 文

「寺竹」バス停「寺竹」バス停

圏央
道

至青梅
I.C.

間川

至
拝
島

至
拝
島

至
拝
島

金子

JR
八
高
線

JR
八
高
線

JR
八
高
線

阿須運動公園阿須運動公園阿須運動公園
武蔵野音大武蔵野音大

駿河台大
赤城神社

JA

フォレスト
西川

加治丘陵・唐沢流域樹林地加治丘陵・唐沢流域樹林地加治丘陵・唐沢流域樹林地
金子神社金子神社

ドングリぼうや

春

加治丘陵・唐沢流域樹林地加治丘陵・唐沢流域樹林地加治丘陵・唐沢流域樹林地

　中国原産という説も
ありましたが､日本原産
らしいです。
　タケノコは６月頃収穫
でき､北海道以外の各地
で栽培されています。
　節は２輪状で､節間の
長さは30～40㎝あり
ます。
　その特徴を活かして､
稈は割って、かごや定規､
竹馬、一輪挿しなどの
道具や工芸品に利用さ
れています。

マダケ〔真竹〕　イネ科

材料：マダケ、モウソウチク（写真：加倉井憲一氏）

０号地連載コーナー 自然からの贈り物⑭

クワガタ　島田 典明 氏 制作 ソバザル　梶間 幹一郎 氏 制作

グリーンアルファ 第92号第92号

3



Report

 入賞者氏名 作品名 撮影地
 谷山まりあ トトロの森に行こう ２号地
 市川　淑子 水辺のオブジェ １０号地
 堀之内　稔 黒浜沼の夜明け １１号地
 金子　義光 語らい ６号地
 大野　由三 いこいの場 ４号地
 菊川　和男 タチツボスミレ ７号地
 川村　醇一 最後の落ち葉を ７号地
 小川原宜也 課外授業 ８号地

優
良
賞

佳　

作

（敬称略）

 入賞者氏名 作品名 撮影地
 島﨑　直助 緑の中で 秩父市
 加島　　広 つつじ山の春 寄居町
 武下　　順 夏の日 さいたま市
 西﨑　悦泰 山吹の早春谷 寄居町
 田中与四男 新緑の小道 新座市
 松　　勲雄 スイレンの花咲く水辺 さいたま市
 清水　沙紀 花が咲いている時計 深谷市
 川田　賢次 初夏 蓮田市

優
良
賞

佳　

作

（敬称略）

最優秀賞 最優秀賞

優秀賞

「水面にも晩秋」　
齋藤義浩
撮影地：３号地

「陽春」
森田　登　撮影地：１号地

「新緑の中で」
八木橋孝雄

撮影地：５号地

「街は近いぞ」　
小西直昭
撮影地：さいたま市

「休憩」
多比羅順一　撮影地：飯能市

「豊作を願う」
佐々木庄松　撮影地：毛呂山町

トラスト保全地の部 身近な緑の部優秀賞

渡良瀬遊水地の部

特別賞

受賞者（左から）：番場　享「渡良瀬夏景色」（第１調節池）／鈴木　相二「ヨシ原」（第１調節池）／
森　元二「グラデーション・タイム」（第１調節池）／後藤　實「秋色の遊水地」（第２調節池）／
佐々木庄松「投げ網漁」（谷中湖周辺）

NEW
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