
ヤギと
自然と
なかよしに
●ヤギとなかよくなろう（無料ふれあい体験会）
　やどかり農園のアンゴラ系ヤギのキキとララがやってきます．
　ヤギとのふれあい方を学ぶイベントです．

●緑のトラスト保全地ガイド（見沼田圃周辺斜面林のガイドツアー）
　第１回 10 時 00 分，第２回 13 時 00 分，各回先着 10 名様限定，
　ＮＰＯ法人エコ．エコによる無料ボランティアガイドがあります．

●太陽光発電で何ができる︖（みぬま電力によるデモンストレーション）
　移動式太陽光発電装置で，自然のエネルギーを体験してみよう︕
　市民主体による再エネ発電所を広げよう︕

●まちなか保健室（出張相談サロンカー個室完備 , 相談無料）
　保健師や看護師，薬剤師，精神保健福祉士が，こころや身体のことなどの
　相談に応じます．お薬手帳などご持参してお気軽にご相談ください．

●森のマルシェ（キッチンカー，リヤカーカーゴ出店）
　みぬま夢らくとの地場産野菜の直売，環境サミットの発酵食ランチ，やどかり
　農園の自然栽培ほしいも，有機カカオ豆使用のポップコーン，乳不使用のオー
　ガニックチョコ，森谷珈琲工房の自家焙煎豆を使用した水出しコーヒー，　喫
　茶ルポーズのカフェ・ランチボックスなどをお楽しみください．

●みどりの音楽会（アンロード企画・無料音楽会）
　開演︓13 時 00 分～

●リユース・リサイクル（不要になった PC, エコキャップ，本，DVD 回収）
　あゆみ舎（やどかりの里）による，使用済み PC、エコキャップの回収を
　行います．障害のある人の仕事になります．
　本や CD、DVD 等の回収を行います．緑のトラスト運動の支援ができます．

未来を拓く　つなぐ・つくるプロジェクト
旅するお茶の間＠緑のトラスト 1 号地・見沼田圃周辺斜面林

2022.9.25 ㈰ 10:00-14:00
緑のトラスト１号地（さいたま市緑区南部領辻）

交通：JR 東浦和駅から国際興業バスさいたま東営業所行き約 10 分「総持院」下車 0.2 ㎞（徒歩約 3分）
　　　JR 浦和駅東口から国際興業バスさいたま東営業所行き約 40 分「総持院」下車 0.2 ㎞（徒歩約 3分）
＊感染対策を行いながら実施します．マスクの着用や手指の消毒などのご協力をお願いします．
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●緑のトラスト保全地
　行政・県民の協力で主とした土地は，狭山丘陵，飯能河原
周辺河岸緑地など現在第 14 号地 ,74.9ha あります．今回会
場となる見沼田圃斜面林はその第１号地．見沼代用水東縁に
面し，水路と斜面林が一体となって昔のまま保存されていま
す．渡り鳥が立ち寄り，シジュウカラやオオタカが営巣し，
自然を維持されるために樹林地内は原則立ち入り禁止になっ
ています．

●NPO 法人エコ . エコ  - 自然はともだち -
　トラスト 1 号地西側湿地の動植物保護活動を行なっていま
す．自然の不思議と生きものたちのくらしに気づいてほしい
との思いで，観察会や里山 .COM という農作物の収穫体験を
行なっています．自然に目を向け，その不思議さや美しさに
気づく人が一人でも増えること，真の豊かさにあふれた未来
になることを目指して日々活動しています．

●アンロード
　知らず知らずに抱えた心の荷物をおろし，眉間のしわを「笑
顔のしわ」へ
　忙しく過ぎる毎日に置き去りにされがちな「楽」に焦点を
あてて，楽しむことを惜しみなく作りだせる環境づくりを目
指す団体です．プロフェッショナルなアーティストと他団体
等とのつながりにより，ジャンルにとらわれないエンターテ
イメント空間を提供しています．

●やどかりの里
　「ごくあたりまえの生活の実現」を目指して，1970 年より
精神障害のある人とともに活動を進めてきました．「ごくあた
りまえの生活の実現」は，単に人並みの生活をするというこ
とではなく，障害があっても尊厳が守られ，笑顔で自分らし
く生きられる社会をめざしたものです．
　現在，公益社団法人として，さいたま市を中心に精神障害
のある人の暮らしを支える活動に取り組んでいます．

主催 : 未来を拓く　つなぐ・つくるプロジェクト 2020　 共催︓NPO 法人エコ . エコ
〒337-0026　さいたま市見沼区染谷 1177-4　やどかり情報館内　　
Tel. 070-3260-2020　Fax. 048-680-1894　mail: tt.prj2020＠gmail.coｍ
https://www.ttproject2020.com/

●未来を拓く　つなぐ・つくるプロジェクト
　このプロジェクトは「ファイザープログラム～心とから
だのヘルスケアに関する市民活動・市民研究助成」を受けて，
公益社団法人やどかりの里が見沼地域の皆さんと一緒に進
めるプロジェクトです．見沼の地域には，先人たちが大切
にしてきた宝があちこちにキラッと光っています．その宝
を見出し，引き継ぎ，次代につなげていきます．そして，
この地域やそこに暮らす人たちのニーズを大切にし，地域
をめぐり，地域に居場所をつくり，違いを越えて重層的な
つながりを創り続けます．100 年後にも人と人，人と自然
のつながりが豊かに育まれるしなやかで生きやすい
地域の実現に向けて力を注いでいきます．

＜サポーター募集中︕＞
　チラシの配布や会場運営、得意なことなどで，一緒に活
動を作ってくださる方を募集しています．どうぞお気軽に
お声がけください．
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https://www.google.com/maps/place/%E8%A6%8B%E6%B2%BC%E7%94%B0%E5%9C%83%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%96%9C%E9%9D%A2%E6%9E%97%EF%BC%88%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E7%B7%91%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E4%BF%9D%E5%85%A8%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8F%B7%E5%9C%B0%EF%BC%89%E9%BE%8D%E3%81%AE%E6%A3%AE/@35.894266,139.705326,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcdb486b97e38c37d!8m2!3d35.8942656!4d139.705326?hl=ja
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