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ゴミのない未来、
自然とともに生きる社会へ

春号

20年周年を迎えた荒川クリーンエイド2013では、
キャプテンや参加者へのアンケート、連絡会、記念会、
『荒川クリーンエイド白書2013』の発行などなど
皆さまとともに、20年の活動をふりかえり、
荒川クリーンエイドのこれからについて語り合う機会となりました。
ゴミのない荒川、自然とともに生きる循環型の社会をめざして、
次の10年をともに歩んでいただけますよう、
これからもどうぞよろしくお願いいたします！

雷雨の後の虹の架け橋（１位／荒川千住新橋右岸／橋本浩基さん）

ちょっと流されてみよっと（３位／嵐山町都幾川二瀬橋／木内勝司さん）

写真展へのご応募、ご来場
ありがとうございました！！
写真展 『荒川と荒川クリーンエイドの20年』 には、
120点ものご応募をいただきました！
荒川や活動の魅力いっぱいの作品が並ぶなか、
特に来場者の心をつかんだ上位３作品をご紹介します。
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荒川クリーンエイドの
【レポート】 荒川クリーンエイド・フォーラム2014連絡会

荒川クリーンエイドが 次の10年に果たす役割は？
2月7日、会員・関係者の皆さまにお集まりいただき、荒川クリーン
エイドのこれからの10年について語り合いました。
活動に関わりの深い３人の方々による話題提供と、会場の皆さま
との意見交換を一部ですが、ご紹介します。

地域での広がり、地域コミュニティの場として
地域の人が地域の問題に
気づくきっかけに！

島村運輸倉庫株式会社、
ローターアクトクラブ 引間 太一 様

【主なお話】
●島村運輸倉庫では、社員の家族や知人などで取り組み、ロータ
リークラブでは、区内の小中学校、特別支援学級などにも声をかけ、
地域の子どもたちにも参加いただいています。
●身近な河川敷にゴミが落ちていて、自然環境を破壊していること
に、地域の人が気づくきっかけ作りをしたいと思っています。子どものう
ちに、ポイ捨てしないことの大切さに気づくことが大事と考え、子どもた
ちに参加してもらえるよう、今後も呼びかけていきたいです。
【意見交換】
質問 特別支援学級の生徒さんとの活動で、苦労された点はありま
すか？
引間様 特別支援学級の生徒さんたちにはそれぞれ担当の先生や
保護者の方などに付いて頂いて、安全に配慮してもらっています。地
域の自然環境に関わるよい機会として、先生も保護者の方も積極的
に取り組まれています。
意見 島村運輸倉庫さんは、ヨシ刈りなどにも取り組まれ、地域を一
緒によくしていこうと、大変心強いﾊﾟｰﾄﾅｰと感謝しています。（事務局）

川ゴミ問題の根本解決と、全国への広がり
川ゴミの取り組みを広げる
リーダーシップを！
一般社団法人JEAN
金子 博 様

【主なお話】
●海のゴミの7～8割が川から来ていることがわかっていますが、大多
数の方はその事実を知りません。
●ゴミはある地域に集中して漂着しています。1割の海岸に全体の
7割のゴミが集まっています。
●海ゴミの問題について、川でもっと考えてもらいたい。「全国川ごみ
ネットワーク」などを通じて、荒川クリーンエイド・フォーラムが中心と
なって、川ゴミの活動が広がっていくことを期待しています。
【意見交換】
質問 川ゴミの活動は、全国でどの程度広がっているのでしょうか。
金子様 川の環境保全活動は広がっていますが、ゴミの活動は一部
です。川ゴミの問題は成果が現れにくい。モラルの問題だけでなく、

ポイ捨てゴミにならないよう、デポジット制度など社会制度として作っ
ていく必要がありますが、そうなると、一段とハードルが高くなります。
意見 レジンペレット(*)の漏出の問題は、事業者がきちんと管理する
よう、業界としても少しずつ改善したいと思っています。
質問 日本のゴミが海外に流れ出ている意識が低いのでは。
金子様 ハワイに日本のゴミが漂着している現状など、まだまだ知られ
ていません。もっと発信していく必要があるでしょう 。
（*)プラスチック製品の中間材料で3ｍｍほどの粒。海や川に漏出し問題となっている。

荒川クリーンエイド・フォーラムへの期待と提案
～企業・助成団体の立場から～
社会的影響力のあるNPOに！
公益財団法人パナソニック教育財団
金村 俊治 様

【主なお話】
●荒川クリーンエイド・フォーラム(ACF)さんには、①大きな社会的影
響力のある存在になってほしい、そのために、②組織基盤を強化しま
せんか、と提案いたします。
●いろいろなNPOが、財源のひとつとして社員向けプログラムを提案し
ていますが、多くはあまりうまくいっていません。しかし、ACFは結構うま
くいっているようです。
●「世界を変える偉大なNPOの条件」（アメリカの本）の中で、社会に
大きな影響を与えるNPOを調査分析しています。ACFは、100％でき
ているとは言えない
かもしれませんが、
どの項目もある程度
はできているのでは
ないでしょうか。とい
うことは・・・大きな社
会 的 影響 力 のあ る
NPO に な れ る、そ う
期待しています。
【意見交換】
事務局 「熱烈な支持者を育てる」が難しいところ。今後、「参加」を超
えた「支持者」という点で、まさにどのステップを上がればよいか、考え
ているところです。皆様からご提案もいただきながら、いっしょに考えて
いきたいと思っております。
代表 国土交通省だけに任せるのではなく、市民が「自分の川」として
愛し、参加していくことが大事。そういったアピールをさらに進め、ファ
ンを増やしていきましょう。

★ご登壇、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!★
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２０年とこれから
20年の感謝の気持ちを込めて

永年活動団体の表彰、感謝状の贈呈！
「荒川クリーンエイド20周年記念会」では、90人もの皆さまがお集
まりくださり、ともに20年をふりかえり、なごやかに荒川クリーンエイド
のこれからを語らう機会になりました。
その中で、永年活動を支えてくださった団体の皆さんに、２つの
表彰・贈呈が行われました。

荒川クリーンエイドのフィールドから

★永年活動功労団体★
～荒川下流河川事務所より表彰～

【永年活動20年】 株式会社ダイエー
【永年活動10年以上】

★感謝状★

江戸川・生活者ネットワーク
黒目川クリーンエイド実行委員会
埼玉県生態系保護協会川口支部
三井ボランティアネットワーク事業団
いたばし野鳥クラブ
NTT東日本埼玉グループ
埼玉県生態系保護 協会戸田・蕨支部
NPO法人熊谷の環境を考える連絡協議会
中土手に自然を戻す市民の会
足立成和信用金庫
(株)日立ビルシステム
北区水辺の会
下平井水辺の楽校
東京都立桐ヶ丘高等学校
荒川夢クラブ
板橋グローブクラブ
株式会社ローソン
小松川平井連合町会
江戸川区立大杉小学校
尾久の原愛好会
黒目川に親しむ会
葛西東渚・鳥類園友の会

足立成和信用金庫
一般財団法人アールビーズスポーツ財団
キユーピー株式会社
小松川信用金庫
株式会社サウザンドウェイヴス
ジョンソンコントロールズ株式会社
株式会社スター商事
生活協同組合パルシステム東京
株式会社ダイエー
東京城北ライオンズクラブ
東洋ゴム工業株式会社
株式会社トンボ鉛筆
日本たばこ産業株式会社東京支店
株式会社日立ビルシステム
富士ゼロックスシステムサービス株式会社
ブルームバーグL.P.
株式会社丸井
ユーピーエス・ジャパン株式会社
連合東京
ローソングループ
（五十音順、敬称略）

～永年ご支援を下さった団体様に贈呈～

毎号、荒川クリーンエイドを実施された団体の皆さんに、活動の成果やご感想
などをお寄せいただいています。今回は、マラソン大会と併せてクリーンエイドを
実施されたFUJIO PROJECTさんの活動をご紹介します。

走ったあとにゴミ拾い！
FUJIO PROJECT代表 宮地藤雄さん
初めまして、FUJIO PROJECT代表の宮地藤雄と申します。

ことで、どの大会にも「クリーン」という文字を入れています。

トレイルランニングの選手をしながら、荒川河川敷だけでなく、

荒川河川敷での大会は、昨年から荒川クリーンエイド・フォー

各地でランニング大会を企画運営しています。選手として競技

ラムさんの協力により、ゴミ拾いがより充実したものとなりました。

をする時や、大会を主催する際に大切にしているのは、走る

ありがたいことに、参加者の過半数の方が毎回ビニール袋や

だけでなく感謝の気持ちを忘れないということです。

軍手持参で活動に参加してくださいます。

大会を行うにあたっては、地域の皆さん、管理者の皆さんを

先日開催した第３回ARAKAWAクリーン10kにおいても、精力

初めとし、たくさんの方の理解や協力があって成り立っていま

的に参加者の皆さんがゴミ拾いをしてくださったこともあり、ビック

す。また、選手が思い切り走ることが出来るのも同様なのです。

リするくらいにたくさんのゴミが集まりました。お子さんからご年配

そこで、大会を行う際には、走った後 にゴミ拾いをしようという

の方まで幅広く参加してくださったことからも、その熱意が伺える
と思います。
ゴミ拾いは気軽に出来てしかも喜んでもらえる活動です。
例 え ば、子 供時 代 にゴミ 拾いを し て、そ の時 に誰 か か ら
褒められる。そんな経験をした子供は、大きくなってもきっと
ゴミを道端に捨てることはしないでしょう。ゴミ拾いには実は
たくさんの可能性が詰まっています。これからもランニングを
入り口に、ゴミ拾いをする事の楽しさを広めていきます。
ぜひ、一緒に走りましょう！そして、ゴミ拾いをしましょう！！
お待ちしております。

次回は、４/２６
ARAKAWAクリーン駅伝！

マラソンの疲れをものともせず、皆さんさわやかに熱心にゴミを拾って
くださいました。ラートや書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽなども楽しめるすてきなコラボ
イベント、これからも楽しみにしております！（荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ事務局）
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荒川クリーンエイド・フォーラム

春のクリーンエイド体験会＠下平井

第15回

荒川 de 調べるゴミ拾い！

2014年度定期総 会を開 催 いたします。正 会員 の
皆様には、5月初旬までに議案書をお届けします。

荒川にもようやく春がやってきました(*^_^*)
花々ほころぶ春の荒川で、冬の間に溜まったゴミ、ゴミ、ゴミを
拾って、皆でゴミと自然環境のことを考えてみませんか？
■日 時

定期総会

４月１３日（日） 10:00～14:30

日 時

５月１７日（土） 14:00～

会 場

足立区生涯学習センター 研修室３
（北千住駅より徒歩約15分）

※非会員の方も、この機会にぜひご入会いただき、
ご参加ください！

■場 所 下平井水辺の楽校（JR総武線「平井駅」より徒歩15分）
■内 容 (午前)調べるゴミ拾い、(午後)カニ探し、魚の解説等
■参加費 100円 （午前のみは無料）
★お申込★ 代表者の氏名・連絡先、参加者人数（大人・小中
学生の別）を下記までご連絡ください。
FAX 03-3654-7256
E-mail renraku@cleanaid.jp

2014年度

主なスケジュール

★詳しくは、 荒川de調べるゴミ拾い

4/13(日)

（予定）

春のクリーンエイド体験会
（下平井水辺の楽校）

5/17(土)

定期総会

6/8を中心に

身近な水環境の全国一斉調査

8月

なつやすみ地曳網体験会 （共催）

9月

荒川源流エコツアー （秩父市）

9月

説明会＆体験会

10/20(日)

秋のクリーンエイド体験会
（下平井水辺の楽校）

（2015年）
2月

荒川クリーンエイド報告・連絡会

※荒川クリーンエイドは、年間を通して開催されています。

● 荒川クリーンエイドを

■ 会員になって、応援してください！

応援 ください！

年会費

荒川クリーンエイドの活動は、会員の皆さまからの会費収入等により成り立って
います。安定的な運営のもと、活動の輪を広げ、ゴミのない荒川、ゴミを生まな
い社会の実現に向かうよう、皆さまの継続・ご入会をお待ちしております！

■ いろいろな方法で、応援してください！
会員になる、参加するほかにも、さまざまな方法があります！

参加する

手伝う

●荒川クリーン エイドに
参加しよう

●ボランティア
スタッフになろう

支援する

もっと知る

●会員になろう

●facebookに
いいね！ しよう

●寄付・協賛しよう

●メルマガ会員に
なろう

個人正 3,000円 / 団体正 10,000円
個人賛助 2,000円 / 団体賛助 8,000円

会員になると
１ 「実施団体」として荒川クリーンエイドを実施できます。
２ 当会の発刊物をお届けします。（ニュースレター、念寺報告集など）
３ エコツアー等ｲﾍﾞﾝﾄ参加費、グッズ等が割引になります。
４ 【正会員】 総会において議決権があります。

ゴミを減らす
●できるだけゴミを
出さない生活を
実践しよう
●川ゴミの問題を
皆に知らせよう

みんなで目指そう！
●ゴミのない荒川
●自然とともに
生きる社会
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★詳しくは、HPをご覧ください！
荒川lクリーンエイドを応援

特定非営利活動法人

荒川クリーンエイド・フォーラム

〒132-0033 東京都江戸川区東小松川3-35-13-204
TEL 03-3654-7240
FAX 03-3654-7256
URL http://www.cleanaid.jp/
E-mail renraku@cleanaid.jp

