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午前

事務局スタッフがご案内する

みんなの 荒川クリーンエイド
荒川クリーンエイド事務局スタッフと共に荒川
クリーンエイドを体験する「みんなの荒川クリーン
エイド」を開催します！
クリーンエイドを体験してみたい方、はじめて
クリーンエイド会場のリーダーとなられる方など
どなたでもご参加いただけます。お申込をお待ち
しています。
＊８月までに実施を予定している会場リーダー
（または代理の方）は参加をお勧めします。

■日時：2009年４月２５日（土）10:00〜12:00
■会場：千住新橋下（足立区生涯学習センター
より河川敷に出たところ、北千住駅より徒歩
20分）【地図Ｐ２】
■対象：関心のある方どなたでも
（特に、今年はじめてクリーンエイ
ド会場のリーダーとなられる方、荒川
クリーンエイドに関心のある団体・企業
のご担当者など）
■内容：荒川クリーンエイドの趣旨、実施手順
の説明、ゴミ拾い、振り返り、ゴミ集約
など（予定）

参加者
募集中！

春の クリーンエイド

午後

リーダー説明会

荒川クリーンエイドの実施を予定されている各会場
のリーダーを対象とした説明会を開催します。
荒川クリーンエイドの実施手順や注意事項など実施
に当たっての大切な説明をいたします。
また、リーダーでなくても関心のある方はどなたで
もご参加いただけますのでお申込ください。
＊８月までに実施を予定している会場リーダー
（または代理の方）はぜひご出席をお願いします。

■日時：2009年４月２５日（土）13：30〜16：30
■会場：足立区生涯学習センター 研修室３
（北千住より徒歩15分）【地図Ｐ２】
■対象：荒川クリーンエイド実施団体のリーダー
その他関心のある方
■内容：実施方法、提出報告書式の説明など

＊午後も続けて参加される方は、お弁当・飲み物
をご持参いただくか、生涯学習センター内にレス
トランをご利用ください。会場のそばでお弁当を
購入 できる場所はありません。

荒川クリーンエイド・フォーラム2009
主な活動計画
春の説明会

●お申込・お問合せ先●
特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
計画概要
TEL： ０３-３６５４-７２４０ FAX： ０３−３６５４−７２５６
Ｅメール：
renraku@cleanaid.jp
４月25日(土)足立区生涯学習センター

定期総会

５月16日(土)足立区生涯学習センター

活動名

６月の水質調査

６月７日(日)を中心に

夏休み水辺の楽校 ７月26日(土)荒川下流域で実施予定
源流エコツアー

９月（予定）

秋の説明会

９月26日

安全講習会

10月（予定）

報告会

12月５日(土)

本号の内容（もくじ）
★みんなの荒川クリーンエイド・
春のクリーンエイドリーダー説明会のご案内・１
★定期総会のご案内、
春の荒川クリーンエイド2009開催予定・・・・２
★クリーンエイド会場からの報告・・・・・・・３
★「身近な水環境の全国一斉調査」参加募集、
荒川クリーンエイド2008のご報告、
2008報告集・ゴミマップ2008の紹介・・・・・４

２
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特定非営利活動法人

荒川クリーンエイド・フォーラム

関口雄三氏による記念講演

「東京湾を泳げる海にするためには」
〜荒川クリーンエイド・フォーラム第10回定期総会〜

５月１６日（土）

１５：００〜

足立区生涯学習センター

研修室４

関口雄三さんは、生まれ育った葛西の海をきれいな
泳げる海にしようと特定非営利活動法人「ふるさと東京
を考える実行委員会」を立ち上げ活動中です。荒川は
東京湾に流れ込む最大の川。講演では関口さんのふるさ
との海への熱い思いを語っていただきます。
春の荒川クリーンエイド

第10回定期総会のご案内
日 時 ５月１６日（土）１３：３０〜
会 場 足立区生涯学習センター 研修室４
講 演 １５：００〜（参加費無料）
＊正会員・賛助会員の皆様には、別途案内状を
お送りします。
＊どなたでも傍聴することができます。

実施団体募集中！

８月までに実施を予定されている団体は、４月３０日までに
お申込ください。申込方法については、事務局にお問い合わせ
ください。
＊はじめて実施される団体は、春の説明会（4月25日）にご参加
ください。（関連記事Ｐ１）

春の荒川クリーンエイド2009

開催予定（4/8現在）

10・11月を「荒川クリーンエイド月間」としていますが、他にも年間を通して実施しています。８月までに開
催予定の会場をお知らせします。お近くの会場にぜひご参加ください！
＊一般受け入れが○の会場はどなたでも参加いただけます。
No.

実施会場名

開始

実施日

曜日

4月12日

日

10:00 干潟遊び・自然遊び

2 荒川運動公園釣堀池付近 荒川夢クラブ

4月19日

日

10:00 自然観察会

3 木根川橋下流左岸

ブルームバーグ L.P

4月22日

水

10:00

4 河原町はらっぱ

（財）埼玉県生態系保護協会川口支部

4月25日

土

10:00 自然観察会

5 千住新橋上流右岸

荒川クリーンエイド・フォーラム

4月25日

土

10:00

6 舎人ライナー下流右岸

NTT労働組合東京グループ連絡協議会

5月9日

土

10:30 自然観察会

5月10日

日

10:00

5月17日

日

10:30

5月17日

日

9：15

5月23日

土

5月23日

土

1 総武線下流右岸

7

下平井水辺の学校

板橋区中規模自然地・生物 いたばし野鳥クラブ、板橋水辺を楽し
生態園周辺

8 芝川竪川水門周辺

9

実施団体名

む会、NPO法人センスオブアース
メディアオブアートプロジェクトかわぐ
ち芝川プロジェクト実行委員会

葛飾水辺公園水辺ゾーン 荒 川 ク リ ー ン エ イ ド・フ ォ ー ラ ム、
付近

10 四ツ木橋上流右岸
11 船堀橋下流右岸

あらかわミズガキ隊
株式会社 エックスワン
「24時間テレビ」チャリティー委員会、
荒川クリーンエイド・フォーラム

他のイベント

時間

春のクリーンエイド説

雨天延期

一般受入

5/10

○

小雨決行

○

中止

×
○

中止

○

5/10

×

中止

○

中止

○

中止

○

10:00

中止

○

9:00 自然環境教室

中止

明会

野草観察と採取・てん
ぷら

自然観察、生き物調
査

4/17
募集開始

12 扇大橋下流右岸

尾久の原愛好会

6月7日

日 10：00

中止

○要申込

13 緑川愛宕橋（集合）

緑川を豊かな環境にする会

6月7日

日

8：30

6/21

○

14 北区・子どもの水辺

北区水辺の会

6月20日

土

9:00 自然観察・保全作業

7/18

○

15 葛西海浜公園東なぎさ

えどがわエコセンター（自然部会）

6月27日

土

9:30 自然観察会

6月28日

日

9:30

16 岩淵水門付近

日本ボーイスカウト東京連盟北地区
第11団

ﾈｲﾁｬｰｹﾞｰﾑ、植物観
察、野外料理

延期日未定 ○要申込
雨天決行

○

３
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今年も開催！ 24時間テレビ

「定額給付金基金」

荒川クリーンエイドアクション2009

寄付で環境ＮＰＯを支援してみませんか

５月23日（土）日テレ24時間テレビチャリティ委員会と
荒川クリーンエイド・フォーラムの共催で「荒川クリーン

「定額給付金基金」は、定額給付金の一部を寄付
してさまざまな分野のＮＰＯを支援しようというも
の。「自然を守る」「地域を応援する」の２分野に
寄付すると、荒川クリーンエイド・フォーラムに寄
付金が分配されます。小額でもＯＫ。寄付の楽しさ
を体験してみませんか？（同封チラシ参照）

エイドアクション2009」を開催します。４月17日より
参加募集開始しますので、ふるってご応募ください！
募集の詳細については近日中に24時間テレビホームペー
ジに掲載されます。→
秋の
クリーンエイド

会場から

http://www.ntv.co.jp/24h/

新砂干潟クリーン作戦

2008年11月22日、江東エコリーダーの会による荒
川クリーンエイド「新砂干潟クリーン作戦」が行わ
れました。江東区はかつて東京湾に面した海浜が広
がり干潟が続いていました。そこには浅草海苔の海
苔ひびが広がり、浅草海苔は重要な産物でしたが、
1960年に漁業権が東京都に購入され、広大な埋め立
て地に変わりました。新砂干潟は荒川の自然再生と
して最下流の河口部に、国土交通省荒川下流河川事
務所が区民の要望を聞いて2年前に建設しました。完
成した新砂干潟は1年もするとみどり一杯になりまし
たが、ゴミもたくさん海浜部に集まっています。江
東区民の素敵な親水海浜に育て上げようとゴミを拾
い集めました。ゴミは大型ビニール22袋にもなりま
した。今後は年何回か開催したいと考えています。
東京湾再生の一歩になることが期待されます。
クリーン作戦の後、自然観察会を開催し、最初に
東京都水産試験場の小泉正行技官に東京湾の魚につ
春の
クリーンエイド

会場から

江東エコリーダーの会

勝義

いて解説
いただき
ま し た。
東京湾の
魚は公害
の 厳 し
かった昭
和 40 年 代
に最悪期
を迎えま
し た が、
それ以降の水質浄化対策で、最悪期を乗り越え一歩
一歩好転しているようです。とは言っても自然はそ
の浄化力には限りがあり、可能な限り、一人ひとり
の市民の係わり、力添えが大切ということでした。
その後、探鳥会を行いました。楽しい充実した一日
でした。

荒川クリーンエイドの活動を振り返って

私が勤務している小松川第二小学校は、荒川と旧
中川に挟まれています。5年生の総合的な学習の時間
で「荒川環境楽習」を位置付け、荒川クリーンエイ
ドの活動をきっかけに子供たちが興味をもったこと
を調べる学習に取り組みました。
ゴミが散乱した荒川の写真や、水道水に比べて荒
川の水が汚れている水質調査の結果を知り、子供た
ちは荒
川をき
れいに
したい
という
意欲を
高めま
し た。
そして
2 月 9
日、荒

中瀬

江戸川区立小松川第二小学校

加藤寛之

川のゴミ拾いを行いました。本校の5年生は5クラス
165名おり、川沿いを５つの場所に分担し、保護者の
協力も得ながらゴミを拾い始めました。川原には上
流や海から流れ着いたゴミが予想以上にたくさんあ
りました。ビニールやプラスチックが多かったので
すが、中には消火器やスピーカー、家の壁、布団な
ど驚くようなものまでありました。約45分の間に大
量のゴミが集まり、川原も見違えるほどきれいにな
りました。
きれいになった荒川ですが、ゴミはいずれまたた
まっていくことでしょう。クリーンエイドの活動は
素晴らしいですが、その活動を広くＰＲし、私たち
一人一人がゴミを出さない努力をしていく必要があ
ります。クリーンエイドの方の話で「地球は未来か
らの預かり物」というインディアンの言葉が印象に
残りました。これからの時代を担う子供たちがこの
ような活動に取り組むことで、きれいな地球を守る
ことができるのではないかと思いました。
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４

６月７日（日）を中心に「身近な水環境の全国一斉調査」参加募集中！
毎年６月の第一日曜日を中心に全国的に行われ
ている「身近な水環境の全国一斉調査」。近くの川
や池の水質を調べて、身近な水環境に関心を持って
いきましょうというもの。学校や環境学習拠点、市

民団体などさまざまなグループ・個人にご参加いた
だいております。申込締切は ４月30日。たくさ
んの皆様のご参加をお待ちしています！
＊パックテスト試薬を無料配布しています。

荒川クリーンエイド２００８のご報告
「荒川で ちょっといいこと ゴミ拾い」をスロー
ガンに取り組んだ荒川クリーンエイド2008。上流は
秩父から東京湾まで年間92会場、10,278人の参加で
実施されました。各地でご尽力いただきました実
施・参加団体の皆様、ご支援いただきました皆様、
誠にありがとうございました。
荒川クリーンエイド開始から15年目の2008年は、
以下のようにさらに拡がりが見られた１年でした。
■18団体、12会場が新たに仲間入り
下流域では12、中流域では６の新たな実施団体を
迎え、中下流域合わせて12の新会場が加わりまし
た。
■国交省、24時間テレビが参加
粗大ゴミの回収等ご支援・ご後援いただいている
国交省荒川下流河川事務所の職員の皆さんが年間３

〜１万２７８人の参加をいただきました！〜
回実施、また、24時間テレビは視聴者を募って実施
しました。
■駅にポス
2008年回収したゴミ（流域計）

ター、チラシ
ＪＲや私鉄な
ど荒川近隣の駅
にご協力いただ
きポスターを貼
りラックにチラ
シを置かせてい
ただきました！
詳 し く は「荒
川クリーンエイ
ド 2008 報 告 集」
をご覧下さい。

散乱ゴミ
粗大ゴミ

3,667袋
716件

2008年の散乱ゴミワースト10
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位

袋・シートなどの破片
食品などのポリ袋
ペットボトル
タバコの吸殻
紙くず・紙片
発泡スチロールと破片
レジンペレット
買い物レジ袋
その他のプラスチック製品
プラスチックの破片
（ワーストゴミは下流域の集計）

荒川クリーンエイド２００８報告集

荒川下流ゴミマップ２００８

〜荒川で ちょっといいこと ゴミ拾い〜

Ｂ面は「子どもたちの荒川クリーンエイド」

2008年の荒川クリーンエイドの成果をまとめた報
告集ができあがりました！ 全106ページというコ
ンパクトなつくりですが、荒川クリーンエイド2008
をぎゅっと凝縮し一望できるようになっています。
破片ゴミが約４割を占めること、相変わらずプラ
スチック系のゴミ、容器包装ゴミが多いこと、そし
て、2008 年 に 注 目
した注射器の流入
経路についても触
れています。
各会場データの
後 に は、流 域 交
流、指 導 者 育 成、
荒川エコキッズ育
成などの活動も写
真入りで紹介して
い ま す。ぜ ひ ご 一
読ください。

会員募集中！
会員として荒川クリーンエイドを支え
てくださる方を求めています！ 詳しく
は、同封の案内を参照ください。

2007に引き続き「荒川下流ゴミマップ」を制作しま
した。各クリーンエイド会場でどんなゴミが多く拾わ
れたかが一目でわかります。また、ゴミが集積してい
る状況や、クリーンエイドBefore→Afterも写真で紹介
しています。Ｂ面には子どもたちによるクリーンエイ
ドを紹介、手書きの感想や絵も載せています。クリー
ンエイドに
よって生き物
たちが守られ
ることもわか
るようになっ
て い ま す。環
境学習等さま
ざまな場面で
ご活用いただ
ければ幸いで
す。
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