
 ９月までに実施予定の団体リーダーの方はご参加ください！ 
 

クリーンエイド実施説明会 ＆ 体験会 

４月２４日（土） 
 午前は、河川敷でクリーンエイドを体験し、午後は室内で、 

実施に当たっての大切な説明をいたします。実施団体リーダー

以外の方も、どなたでもお気軽にご参加ください。 
 

①体験会 

 ■時間  １０：００～１２：００ 

 ■会場  千住新橋下 （北千住駅より徒歩20分） 

   【Ｐ２地図参照】 

 ■対象  今年はじめて実施団体リーダーとなる方、 

   その他関心のある方 

 ■内容  手順説明、実施、ふりかえり、 ゴミの処理 など  
 

②実施説明会 

 ■時間  １３：３０～１６：３０ 

 ■会場  足立区生涯学習センター（学びピア）研修室４ 

   （北千住駅より徒歩15分） 【Ｐ２地図参照】 

 ■対象  ９月までに実施を予定している団体リーダー、 

   その他関心のある方 

 ■内容  実施の準備、当日会場運営、安全管理、 

   報告書式について、今年の注意点 など （予定）  

  ※施設付近にお弁当を購入できる場所はありません。昼食は、 

 施設内のレストランを利用されるか、お弁当を持参して河川敷

 や館内スペース等で食べることができます。 
 

●お申込 下記を明記の上、メール、FAX等でお申込ください。 

  参加者全員の １）氏名  ２）所属 

  ３）連絡先TEL・FAX・Eメールアドレス 

  【申込・問合せ先】   

  TEL (03)3654-7240  FAX  (03)3654-7256 

  Eメール renraku@cleanaid.jp   

荒川クリーンエイド２０１０荒川クリーンエイド２０１０  
はじまりました！ 
   
 荒川クリーンエイド２００９では、流域各地の皆さまのご尽

力により多くのゴミを回収し、荒川の自然環境の保全にいっ

そうの貢献ができましたことを厚く御礼申し上げます。 

 17年目を迎える荒川クリーンエイド2010では、さらにゴミ

の発生源の減少も考える新たな企画を盛り込み、活動を盛

り上げていく予定です。市民・企業・学校・自治体等と協働

しながら、共にゴミ問題や荒川の自然環境の課題解決に向

かってまいります。皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いい

たします。 

●春のクリーンエイド会場にご参加ください！ 

お友達やご家族といっしょに、またお一人でも、春のクリーン

エイド会場にぜひご参加下さい。（P４、５参照） 

※10人以上で参加されたい場合は、実施団体、または  

荒川クリーンエイド事務局にお問合せください。 

● もくじ ● 
★荒川クリーンエイド2010はじまりました！･････････１ 
★定期総会案内、ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ2010のテーマ、活動予定･･･２ 
★秋のクリーンエイド会場から ････････････････････３ 
★春の荒川クリーンエイド 各地で開催予定！･･････４,５ 
★秋のｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ会場から、荒川いきもの四方山話･････６ 
★連絡会・ゴミのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・流域再生ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 報告･･７ 
★荒川クリーンエイド2009報告、荒川クリーンエイド 
 2009報告集ご案内、ご寄付 等････････････････････８ 

荒川クリーンエイド2009春の会場から 

2010
No.１

２０１０年４月１日発行 

●クリーンエイド実施団体募集中！ 

１年を通じて、実施のお申込をお待ちしています。企業、  

学校、市民グループなどで仲間を募って、また一般参加者を

募って、ぜひご実施ください。 

★春または秋（9/25）の「実施説明会」にご参加ください。 

※はじめて実施される場合は、事務局までお問合せ下さい。 



荒川クリーンエイド2010 

ペットボトルをテーマに調査・発信します！  
  
 最近河川敷では、ペットボトルが目立って増えています。そ

こで、2010年は、通常のゴミ調査に加え、ペットボトルを調査

します！ 調査結果は事務局

で集計して発信していきま

す！ 業界やメーカーさんに

働きかけて、共にペットボトル

のゴミ問題に取り組んでいくこ

とを企画しています。ご協力を

よろしくお願いいたします。 

荒川クリーンエイド2010 ニュース No.１ ２ 

 特定非営利活動法人 

 荒川クリーンエイド・フォーラム 

第１１回定期総会のご案内 
 日 時  ５月１５日（土） １３：３０～ 

  会 場  足立区生涯学習センター （学びピア21内） 

   研修室３ 
 
 ※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。 

クリーンエイド実施団体リーダー、 

環境学習指導者（教員等）はぜひ受講ください！ 

「水辺の安全セミナー」 

６月１９日（土） １０：００～１６：００ 

足立区生涯学習センター （学びピア）研修室１ 
 
 毎年、水辺で活動するリーダーを対象に開催して

います。クリーンエイドや環境学習などの現場ですぐ

に使える座学と実習で、安全性を確保しましょう！ 

（チラシ同封） 

「身近な川の一斉水質調査」 
 
 流域で同じ日の同じ時間に、身近な川の水質を

一斉に調査します。今年は、6月6日（日）10：00

を中心に実施します。関心のある方は、荒川   

クリーンエイド事務局までお問合せ下さい。 

24時間テレビ          参加者募集！参加者募集！ 

「荒川クリーンエイドアクション2010」 
 
「24時間テレビ」チャリティー委員会と荒川クリーンエイドの

共催で荒川での清掃活動を実施します！清掃後には、自

然環境教室も開催しますので、ふるってご参加ください！ 

日 時  ５月29日（土） ９時～12時30分 

場 所 荒川河川敷 （船堀橋～荒川ロックゲート） 
定員 300名 （関東地方にお住いの小学生以上

 の方。小・中学生は保護者同伴）  ※先着順 

申込方法 ４月12日より受付開始！ 
 ハガキまたは封書に、参加者全員の氏名・年齢・ 

性別・住所・電話番号を記入の上、５月12日まで
にご郵送下さい。 

 ※５名以上は封書で、同じ住所の方は一通で。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

 ※参加者には後日詳細を送付します。 

 〒105-7444 港区東新橋１-６-１日本テレビ内 

 「24時間テレビ」事務局 荒川係 

問合せ 03（6215）3008 平日10時～18時 

 HP http://www.ntv.co.jp/24h/   （Ｐ４参照）  

 

  荒川クリーンエイド・フォーラム荒川クリーンエイド・フォーラム20102010  

  主な活動予定 （案）主な活動予定 （案）  
 
   クリーンエイドと      流域連携、 
      水質調査   環境学習支援など 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４/２４（土） 
実施説明会＆体験会 ５/１５（土） 

ＮＰＯ法人 

荒川クリーンエイド・

フォーラム定期総会 

６/１９（土） 
水辺の安全セミナー 

６/６（日） 
身近な川の一斉水質調査

７/２５（日） 
なつやすみ水辺の楽校 

９/１１・１２（土日） 
荒川源流エコツアー ９/２５（土） 

実施説明会＆体験会 

２月頃（予定） 
報告・連絡会 

１１/２７（土） （予定） 
荒川流域シンポジウム 

（仮称） 



 

 

 2009年11月28日（土）、私ども東京東江戸川ロータリー

クラブが実施団体となって初めて荒川クリーンエイドに参加

いたしました。参加者は190名を超え、その内訳は、私たち

のクラブのメンバーとその家族、愛国学園インターアクトクラ

ブ、江戸川区立中学校特別支援学級の生徒さんをはじ

め、他のロータリークラブのメンバーや知人、会社の従業員

さんなど様々な人たちが参加してくれました。 

 今回は、私自身が５月23日（日）の24時間テレビのクリー

ンエイドに家族４人で参加したのがきっかけでありました。わ

ずか１時間のゴミ拾いでしたが、家族で声をかけ合いなが

らの作業は、とても楽しく気持の良いもので、とても感動的

でありました。 

 参加する人たちの環境意識の高揚を促すことは勿論、社

会奉仕をしている団体を一般社会に広く知らしめることが、

ロータリークラブの社会奉仕の目的と考え、声がけを行い、

当初の４倍近い参加者を得て実施しました。 

 当日は天候も良く〝気持の良いゴミ拾い〟ができました。

参加した方の多くが〝感動した〟〝気持ち良い〟〝夢中

になった〟などの感想を残し、たくさんの事を〝感じ、気づ

いた〟素晴らしい活動になりました。 

 特に参加者の中から、二つの団体が、今後実施団体とし

て参加する意思を示してくださった事は、この活動を拡げて

いく為にも、大変喜

ばしい事でありま

す。 

 今後は、自らの

会社が実施団体と

なり、継続的に参

加し、荒川クリーン

エイドへの参加者

が増えていくように

協力していきたい

と考えています。  

感謝。  

 11月28日、社長・副社長をはじめ、社員とその家族など

計42名で、西新井橋上流右岸の清掃活動を実施しまし

た。刈られたヨシと泥で足場が安定しないながらも、子供た

ちも大人に負けないくらい活躍してくれて、実施後にはほと

んどゴミのない状態に。結果、50袋分のゴミとガスボンベや

ゴルフバックなどの粗大ゴミを収集しました。活動の振り返

りでは、ゴミの集計を通してペットボトルのゴミの量に驚き、こ

のゴミがどれだけの生物を危険にさらしているのか・・・と皆

で考え、河川敷環境の実態や、その保全の大切さを改め

て認識しました。 

 ゴミ拾いで「ちょっといいこと」をした後は、社内交流も兼

ねて河原で昼食をとりました。参加者で餅をついて大いに

盛り上がり、午後は、荒川クリーンエイドの事務局の方にお

世話になり、自然観察会を実施しました。投網で捕った

魚、河川敷に生息するカニやバッタなどの生き物が観察で

きたほか、カマキリの産卵シーンなど普段接することの少な

い光景を目の当たりにし、参加した子どもだけでなく、大人

も目を輝かせて本当に楽しそうでした。 

 これまで当社は、社会貢献活動の一環として寄付を通じ

た活動を実施してきましたが、今回は取り組みの幅を広

げ、「労力をもって社会へ貢献する活動」ということで、実施

団体として初めて参加させていただきました。ゴミ拾いだけ

に留まらず、飲み物は水筒持参を呼びかけたり、サイクリン

グ部メンバーに自転車での参加を呼びかけたりと、環境を

意識する活動とすることで、環境保全・社会貢献に対する

意識を高めることができたと実感しております。参加者から

は、「とても清々しい気持ちになれました」という声も聞こ

え、ゴミ拾いで「荒川」も「ココロ」もきれいになりました。 

 「荒川」も「ココロ」もきれいに   三井住友海上メットライフ生命保険㈱ 金丸 真理さん 

拡げたい、荒川クリーンエイド   東京東江戸川ロータリークラブ 嶋村 文男さん 

荒川クリーンエイド2010 ニュース No.1 ３ 

秋の 
クリーンエイド 
会場から 

秋の 
クリーンエイド 
会場から 



４/１１  
①荒川運動公

園釣堀池周辺 

４/２４  
② 河原町

はらっぱ 

４/１８  
③荒川生態園・

中規模自然地 

４/１７  
④北区・ 

子どもの水辺 

４/１８  
⑦四ツ木橋

周辺左岸 

４/２５  
⑧下平井 

水辺の楽校 

４/２４  
⑤千住新橋 

周辺右岸 

５/２９  
⑨船堀橋～荒

川ロックゲート 

５/１５  
⑥四ツ木橋

上流右岸 

春の荒川クリーンエイド 各地で開催予定！ 

荒川クリーンエイド2010 ニュース No.１ ４ 

  クリーンエイド２０１０がはじまりました！ すでに実施された５会場のほか、以下の１３会場がエントリーしています。これから
実施を検討される皆さんも、いつでもお申し込みをお待ちしています！ （Ｐ１参照） 

 また、一般参加者を募っている会場への参加をお待ちしています。毎年参加されている方も、一度参加してみたいと思われ

ている方も、大人も子どもも、ぜひ春の会場に足をお運びください！ 

★一般参加受け入れ会場 （どなたでも参加いただけます）       2010年3月24日現在 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

★その他の会場 （一般参加はできません） 

会場名 市区名 実施日 
曜
日 時間 実施団体名 キャプテン名 雨天時 イベント等 

①荒川運動公園 釣り

堀池周辺 
川口市 4月11日 日 

10:00         

～13:00 
荒川夢クラブ 林 美恵子 

少雨決行、

雨天中止 
自然観察会 

②河原町原っぱ   

（芝川水門上流） 
川口市 4月24日 土 

10:00         

～12:00 

(財)埼玉県生態系保護協会 川口

支部、かわぐちッ子荒川クラブ 
西尾 研二 中止 自然観察会 

③荒川生物生態園・ 

中規模自然地 
板橋区 4月18日 日 

10:00         

～14:00 

いたばし野鳥クラブ、いたばし水辺

を楽しむ会、センスオブアース 
栗林 菊夫 中止 自然観察会 

④北区・子どもの水辺 北区 4月17日 土 
10:00           

～12:00 

北区水辺の会、 

クリーンキーパー赤羽 
太田桐 正吾 

延期

(5/16) 

魚類調査、  

大池掻掘り 

※要申込 

⑤千住新橋周辺右岸 足立区 4月24日 土 
10:00         

～12:00 
荒川クリーンエイド・フォーラム 糸岡 栄博 雨天決行 

クリーンエイド 

体験会   

※要申込(P1) 

⑦四ツ木橋周辺左岸 葛飾区 4月18日 日 
9:30           

～11:00 

あらかわミズガキ隊、 

荒川クリーンエイド・フォーラム 
橋本 浩基 中止 

生物調査と  

自然観察 

⑧下平井水辺の楽校 

（総武線下流右岸） 
江戸川区 4月25日 日 

10:00         

～14:30 
下平井水辺の楽校 中嶋 美南子 

小雨決行、 

雨天中止 

自然観察会、 

お弁当 

⑨船堀橋       

～荒川ロックゲート 
江戸川区 5月29日 土 

9:00 

～12:30 

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 
保坂 晶宏 

小雨決行、

荒天中止 

荒川ｸﾘｰﾝ  

ｴｲﾄﾞｱｸｼｮﾝ    

※要申込(P2) 

⑥四ツ木橋上流右岸 墨田区 5月15日 土 
10:00 

～12:00 
㈱エックスワン 橋本 博人 中止  

会場名 市区名 実施日 
曜
日 実施団体名 

キャプ  
テン名 イベント等 

熊谷市内河川敷(予定) 熊谷市 5月22日 土 NTT労働組合埼玉グループ連絡会 五十嵐晃 自然観察会 

舎人ライナー下流右岸 足立区 5月22日 土 NTT労働組合東京グループ連絡会 野口 達 自然観察会 

京成押上線上流右岸 墨田区 4月23日 水 都立日本橋高等学校 原島淳史   

葛西橋下流中土手 
江戸川

区 
5月1日 土 島村運輸倉庫（株） 澤村 隆 

自然観察会

お弁当 



荒川クリーンエイド2010 ニュース No.1 ５ 

★春のおすすめ会場 

  荒川クリーンエイドの運営委員等が主催する、特におすすめの会場をご紹介します。ゴミ拾いの後には、それぞれ個性豊
かなスタッフが自然観察会など楽しい活動を用意して、皆さんをお待ちしています。はじめて参加される方、所属団体以外の

会場を見てみたい方、自然に親しみたい方などなど、ふるってご参加ください！ 

春の荒川を満喫できると思います。春先の生き物を 

調査したり、見つけたり、生き物について自然案内人が 

解説します。興味のある方は、ぜひご参加ください！ 
 
日 時 ４月１８日（日）  ９：３０～１１：００ 

集 合 ９：１５～受付 

  四ツ木橋下付近 

  （京成四ツ木駅から、徒歩約１０分） 

他のイベント 生物調査と自然観察 
 
 ※事前申込は不要です 

 ※雨天中止 
 
主 催 あらかわミズガキ隊 

  荒川クリーンエイド・フォーラム （お問合せ先） 

⑦ ⑦ 四ツ木橋周辺左岸四ツ木橋周辺左岸  葛飾区葛飾区  

みんなでゴミ拾いをして、きれいになった荒川で 

干潟遊びや、カニさがし、投網（とあみ）の見学など、 

水辺の自然をたっぷり楽しみましょう！ 

日 時  ４月２５日（日） １０：００～１４：３０ 

集 合 １０：００ JR総武線鉄橋下流（平井側）の 

 大きな柳の木（JR総武線平井駅より徒歩１５分） 

服装・持ち物  汚れてもよい動きやすい服装 （長袖・ 

 長ズボン）、運動靴か長靴、飲み物、お弁当 

  ※ 事前申込は不要です 

  ※ 少雨決行、本格的な雨・強風は中止 

主 催 下平井水辺の楽校 

【お問合せ】 担当 星野 

 Eメール shimohirai@cleanaid.jp 

 TEL ０３-３６５４-７２４０ FAX ０３-３６５４-７２５６ 

   （荒川クリーンエイド事務局内） 

⑧⑧ 下平井水辺の楽校 下平井水辺の楽校  江戸川区江戸川区  

ゴミ拾いの後には、自然観察会を行います。 

池の生き物探し、手伝ってネ！ 

日 時 ４月２４日（土） １０：００～１２：００ 

集 合 ９：５０ 川口市最下流 ひょうたん池の柵の前 

  （JR京浜東北線川口駅東口から、国際興業バス 

  鹿浜領家循環で「榎木橋」下車、徒歩１０分） 

他のイベント 自然観察会、水質調査 

 ※事前申込は不要です 

 ※雨天中止 

主 催 （財）埼玉県生態系保護協会川口支部 

  かわぐちッ子荒川クラブ 

【お問合せ】  担当 西尾 

 TEL・FAX  ０４８-２６７-４９４８ 

 Eメール  nishio-6@cablenet.ne.jp 

① ① 荒川運動公園 釣堀り池周辺荒川運動公園 釣堀り池周辺  川口市川口市  

ゴミ拾い後に、自然観察会を行います。 

春の息吹を感じながら、植物、昆虫から野鳥まで、自然 

案内人がご案内。ハーモニカのミニコンサートもあります。 

お子様連れでも、どなたでも大歓迎です。 

日 時 ４月１１日（日）  １０：００～１３：００ 

集 合 １０：００ 荒川運動公園 釣り堀池（通称）そば 

  （JR京浜東北線川口駅西口から徒歩約１３分） 

他のイベント 自然観察会、ハーモニカのミニコンサート 

 ※事前申込は不要です 

 ※少雨決行、本格的な雨は中止 

主 催 荒川夢クラブ 

【お問合せ】  担当 林 

 TEL・FAX  ０４８-２６１-１５３１ 

 Eメール  mieko121@d8.dion.ne.jp 

ゴミ拾いの後は、植物、野鳥などの自然観察会を行います。 

当日は、防災食を昼食に提供します。 
 
日 時 ４月１８日（日）  １０：００～１４：００ 

集 合 １０：００ 板橋区立リサイクルプラザ前 

 （都営三田線蓮根駅から徒歩約２５分、または、JR 

 浮間 舟渡駅からバスで「舟渡小学校」下車、徒歩５分） 

その他のイベント 自然観察会 

持ち物 箸、コップ、飲み物、タオルなど 

 ※事前申込は不要です 

 ※雨天中止 

主 催 いたばし野鳥クラブ、いたばし水辺を楽しむ会、 

  センスオブアース 

【お問合せ】 担当 栗林 

 ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３-３９５９-２０７２ 

 Ｅメール itabashi-wildbirds-club@jcom.home.ne.jp 

③③ 荒川生物生態園・中規模自然地 荒川生物生態園・中規模自然地 板橋区板橋区  

来ればおもしろいことあるヨ！ 
 
日 時 ４月１７日（土）  １０：００～１２：００  

集 合 １０：００ 北区・子どもの水辺（東京メトロ南北線 

  赤羽岩淵駅より、徒歩約１５分） 

他のイベント 魚類調査、大池掻き掘り（池の水を抜いて

   魚を捕まえる） など 

 ※事前にお申し込みください 

 ※雨天の場合、５/１６に延期 

主 催  北区水辺の会 

  クリーンキーパー赤羽 
 
【お問合せ】 ０３-３９０２-１６１３ （太田桐）  

④④ 北区・子どもの水辺 北区・子どもの水辺  北区北区  

川口市川口市  ②② 河原町はらっぱ （芝川水門上流） 河原町はらっぱ （芝川水門上流）  



 天候に恵まれ、スポーツに励む人々や散歩や行

楽で訪れる人々の明るい雰囲気に満ちた中での活

動スタートだった。しかし、ほんの数十メートル河川

に近い茂みの中に足を踏み入れた途端、私達の生

活の裏に潜む闇が足元に広がっていた。様々な種

類のゴミは私達に衝撃を与えるのに充分で、日々

の生活の澱が溜まった河原のゴミは、あっという間

にゴミ袋を満杯にした。森林保全ボランティアは山

をより良くするための、自然を相手にした活動だった

が、河川清掃はゴミを通じて、人間を相手にする活

動であり、大袈裟ではあるものの、人間の罪深さを

感じたボランティア活動で、とても考えさせられた。 

  様々なゴミから社会が見えた   日本サムスンデザインチーム 加藤 雅也さん 
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 秋の 
クリーンエイド 
会場から 
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  春の野草 
 ほとんどの方は、名前も知らない道端に咲いている「野

草」を「雑草」と呼び、何の疑問も感じないのではないでしょ

うか。昭和天皇の言葉に「雑草という名の野草はない」とい

う言葉があります。荒川河川敷に咲いている野草にもそれ

ぞれ名前があります。ほんの一部ですが、今回ご紹介して

みます。 

 こちらの妖怪か宇宙人のような野草は“ヒメオドリコソウ”

といいます。２月中旬、気の早いヤツは１月中旬から、河川

敷なら日当たりの良い所に、行進するかのようにニョキッ

ニョキッと生えてきます。写真でもお分かりのように、アカシ

ソのような色。春のクリーンエイドのとき、茎に触ってみて下

さい。四角形をしています！まさにシソ科です。在来種で

「オドリコソウ」という花がありますが、こちらは絶滅危惧種と

いってもいいでしょう。近郊の里山にはまだまだたくさん咲い

ています。今

度、機 会 が

あったら探し

てみて下さ

い。や は り、

在来種の方

が・・・お し と

や か か

な・・・？                           

 青い可憐

な花。この花

の名前をご

存 知 で す

か？可憐な

花に似つか

わしくない標

準 和 名、そ

う、“オオイヌ

ノ フ グ リ”で

す。名前の由来はここでは省きます・・・諸事情があります

ので・・・・。その代わり、とても可憐な別名をご紹介します。

“星の瞳”です。いかがでしょうか？こっちの方がいいですよ

ね！小さな花が星の瞳のように見えたのでしょう。ごめんな

さい、そのまんまの解説でした。ゴマノハグサ科。この科の

特徴として、花びらが一枚一枚落ちるのではなく、オシベ・

メシベを残して、スポッと取れます。こちらも外来種で、原

産国は、トルコ地方、またはアジア地方と言われています。 

 荒川の河川敷は、歯の浮くような言葉をあえて使うなら、

「生き物のワンダーランド」です！ゴミを拾うこと、生物調査

をすること、本当の意味を理解して自然地の保護管理をす

ることにより、もっともっとワンダーランドになっていくことで

しょう！さぁ～、これからフィールドに出たくなる季節です。

荒川に足を運んで下さい！ 

（自然案内人 橋本 浩基） 

荒川いきもの四方山話荒川いきもの四方山話  
 荒川には、ヒヌマイトトンボなど絶滅が危惧され保護を必要とする動植物が 
生息していますが、どこでも見られるけれど、よく見ると愛らしいたくさんの植物や

生き物たちも暮らしています。そんな荒川の自然を毎号ご紹介していきます。 



 3/1  
 北とぴあ（北区）にて、クリーンエイド実施団体連絡会を

開催しました。自治体、企業、市民団体等クリーンエイド

実施団体の皆さん28人にご参加いただき、荒川クリーン

エイド2010に向けてご意見をうかがいました。 

 主な議題は、 

１．荒川クリーンエイド2010の進め方 

 （2010のテーマの設定、報告書式類について など） 

２．クリーンエイド活動を拡げるには 

３．自然地の管理について など 

 参加者からは、 

・ゴミを拾うだけでなく、自然の状態に目を向けることが 

重要。生物のモニタリング調査を。 

・「いつでもで

きるゴミ拾い」

（いつでも小

規模にゴミ拾

いができるしく

み）に つ いて

も、クリーンエ

イドと併せて広報を。 

・川からゴミをなくすためにはどうしたらよいか、蓄積データ

等を活用してもっと社会発信を。 

等々、数々の貴重なご意見をいただきました。荒川クリー

ンエイド2010に反映していく予定です。 

 2/24  
 江戸川区立平井東小学校では、荒川を活用した環境

学習の一環として、クリーンエイド活動後に「ゴミが生態系

に与える影響について考えるワークショップ」を行い、荒

川クリーンエイド事務局がサポートしました。 

 これは、荒川の主なゴミ30のカードを使っ

て、楽しくゴミについて学ぶもの。 

・生き物にからみつきやすいゴミ 

・生き物がえさと間違えやすいゴミ 

・ヨシ原や干潟を覆いやすいゴミ 

のテーマでカードをソーティングしながら、 

ゴミがどのように生き物たちの命を脅かすか

について考え、発表しました。 

 最後に、プラスチック片の実物や、鳥の砂のうにレジン

ペレット（プラスチックの小さな粒）が溜まった写真などを

見て、人間が出すゴミがいかに自然環境に悪影響を与え

ているか、一人ひとり確認することができました。 （星野） 

 2/11  
 埼玉県嵐山町にある国立女性教育会館において「第

13回 荒川流域再生シンポジウム」が開催され、120人を

超える参加者により、活発な議論が行われた。「コウノトリ

が舞う50年後の荒川流域、その再生に向けて」と題し

て、埼玉版の各紙でも紹介され、注目を集めた。 

 今回は、荒川流域再生プロジェクトが進める「アユの溯

上支援作戦」の結果を報告する

とともに、荒川流域が抱えている

山・川・水田・平地林・都市の環

境的な課題の解決に向けて、

立場を越えて討論が行われた。 

 ①「源流の森林を生かす流域

市民の課題」、②「平地林を保

全し、（コウノトリ復活のための）

冬たんぼを復活する」、③「東京

湾から上るアユの溯上環境を創

る」の３つのテーマで報告が行

われた後、自由な意見交換を通して活発な議論が行わ

れた。 

 源流の木材利用を促進するために「ログハウスコンテス

ト」を学生に呼びかける、コウノトリ復活のロードマップ作り

などのアイデアも出された。 

 そして、「天然アユの遡上支援作戦」を2010年度も継

続実施し、アユを象徴としてさま

ざまな魚が行き交うことのできる

川作りをさらに進めることが確認

された。    （佐藤） 
 
※このシンポジウムは、荒川流域

ネットワークの主催、当フォーラム

を含む流域市民団体の共催により

開催された。 
 
※８月初旬に「第14回荒川流域

再生シンポジウム」を開催予定。
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環境学習支援環境学習支援  

流域連携流域連携  

クリーンエイド実施団体連絡会 報告 

2010に向けて、施策の検討 

クリーンエイド後にゴミのワークショップ 報告 

ゴミが生態系に与える影響について楽しく学習 

第13回 荒川流域再生シンポジウム 報告 

「コウノトリが舞う50年後の荒川流域、その再生に向けて」 
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荒川クリーンエイド2009 報告 回収数１位はペットボトル 
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 流域各地の皆さまのご支援・ご協力の下、荒川クリーンエ

イド2009が終了しました。ご実施・ご参加いただきました皆

さま、ご協賛・ゴミの処理等ご支援いただきました皆さま、誠

にありがとうございました。水際等のゴミを取り除くことで荒川

の健全な生態系を取り戻すことにまた一歩近づくことができ

ました。各会場から届いたデータから見えた成果・課題を 

一部ですがご紹介します。 （詳しくは「荒川クリーンエイド

2009報告集」をご覧下さい。） 

■■今年も約１万人が参加 

 年間90会場で実施され、9,888人の参加をいただきまし

た。雨天等中止会場を含めると、エントリーいただいた会場

数は111で、過去最高となりました。 

■■草刈りにより、手つかずだった場所でゴミ拾い 

 特定外来種対策やヒヌマイトトンボ保全地の管理と併せ

て行われた草刈りによって、これまでゴミが溜まり続けてい

た場所でクリーンエイドを行い、多くのゴミを回収しました。  

■■一番多いゴミ、一番増えたゴミはペットボトル  

 最も多く拾われたゴミはペットボトルで、年間23,278

個回収されました。また、この10年間にもっとも増えたゴミも

ペットボトルでした。  

■■ゴミの２/３はプラスチック、容器包装  

 拾われたゴミのうち、発泡スチロール（11%）を含めプラス

チック類が65%、容器包装類が72%を占めました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

「荒川クリーンエイド２００９報告集」のご案内 

 荒川クリーンエイド2009の成果をまとめた

報告集ができあがりました。今年は、日本財

団様の助成金を受け、初の全頁カラー。より

見やすくわかりやすいものをめざしました。 

 荒川クリーンエイド16年間の蓄積データか

らわかること、クリーンエイド実施団体のご紹

介などなど、荒川クリーンエイドがわかる情

報満載です。ご希望の方はぜひお問合せく

ださい。 

ご寄付をありがとうございました！ 
 
マルイ「みんなが“MY BAG”持参キャンペーン」より 

 北千住マルイ「みんなが“MY BAG”持参キャンペーン」の

寄付先として、荒川クリーンエイド・フォーラムが選ばれまし

た！ ２月４日に始まったばかりのキャンペーンの様子をさっ

そく取材に行って来ました。 

 このキャンペーンは、お客様がレジ袋を辞退する度に、寄

付先団体に３円が入るしくみ。寄付先として、足立区と荒川

クリーンエイド・フォーラムのどちらかを選ぶことができます。 

 北千住マルイ食遊館サポート担当リーダー柴田さんのお

話によれば、レジ袋の削減に協力して寄付もできると、お客

様に大変喜ばれているとのこと。 

 この取り組みにより、ゴミ問題への関心がより高まり、ゴミを

出さない社会への転換が進むことを願います。 
 
 
Ｐ＆Ｇ「ホタルが住めるような水質改善キャンペーン」より 

 全国の小売チェーンでP&Gの製品を買うと、その売り上げ

の一部が環境保全・社会活動団体に寄付されるもの。NPO

法人日本水フォーラム様を通じて、P&G様より60万円のご

寄付をいただきました！クリーンエイド活動の推進のために

大切に使わせていただきます。ありがとうございました！ 

レジ袋を辞退したお客様は、辞退用の札を 
もらって寄付したい団体に投票します。 
 

●主な内容 （抜粋） 

・荒川クリーンエイド・フォーラムが目指すもの 

・クリーンエイドの一年 

・荒川クリーンエイドの仲間たち（実施団体紹介） 

・数えながら拾うことでわかること 

・荒川クリーンエイド2009のデータ 

 （散乱ゴミ、粗大ゴミ ほか） 

・子どもたちのクリーンエイドと環境学習 

・水質調査2009のデータ    ほか 

0 5000 10000 15000 20000 25000

ペットボトル

発泡スチロールの細かな破片

袋・シートなどの小さな破片

食品などのポリ袋

その他のプラスチック製品

プラスチックの細かな破片

買い物レジ袋

飲料ビン

飲料缶

紙くず・紙片

 【2009ワースト10ゴミ】 

プラスチック類 

プラスチック以外 

容器包装類 

↑荒川クリーンエイドの投票ボックス 


