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●秋のクリーンエイド会場（★は一般参加者を募集している会場） 

荒川クリーンエイド 

（2011年7月31日現在） 
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はじまります！秋のクリーンエイド 
８０会場、開催決定！ 

 10～11月を中心に、荒川河川敷の80会場でク

リーンエイドの実施が予定されています（7月31日現

在）。次から次へと流れ来るゴミ。まずは溜まったゴ

ミを、海へと流れてしまう前に大勢の力で取り除いて

いきましょう。そして、「数えるゴミ拾い」を通してゴミ

の多さを実感して、荒川のゴミが減ることを考え、実

行しましょう！ 

マイボトルde、ゴミ拾い。   
荒川クリーンエイド2011説明会 

＆マイボトル10,000人チャレンジ・キックオフミーティング 

９月１０日（土） 
2011年、ゴミの発生抑制を目指すゴミ拾いとして、 

『マイボトル持参10,000人』にチャレンジします。 

ベテランのキャプテンの方もふるってご参加ください。 
 

■体験会 10：00～12：00 
 集合： 荒川河川敷・千住新橋下 （北千住側） 

 内容： クリーンエイド実施の流れを体験 
 

■説明会＆キックオフミーティング 13：00～15：00 
 集合： 足立区生涯学習センター（学びﾋﾟｱ21内）研修室３ 

 内容： クリーンエイドの実施方法・今年の変更点・安全管理、 

 「マイボトルde、ゴミ拾い。」キャンペーンの開始宣言と実施方法 
 

■講演会 15：00～16：00 
 鬼頭秀一先生（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 

 をお招きし、ご講演いただきます。 
 テーマ： 人工河川における自然再生の考え方と生物多様性 
 ～都市河川荒川での市民活動は何を目指すべきか～ 

参 加 者 に

SIGGボトル
プレゼント！ 

 実施団体 
まだまだ募集中！ 

 【参加申込】 午前のみ・午後のみの参加も歓迎   
 します。 FAXまたはE-mailでお申込みください。 
 FAX  03-3654-7256 
 E-mail renraku@cleanaid.jp 

実施団体リーダの方はぜひご参加ください！  

 最新クリーンエイド会場情報は 
http://www.cleanaid.jp/information 

9/17(土)、10/15(土)、11/12(土) 

その他の予定会場 ダイエーグループ、みずほ証券㈱、リコーテクノシステムスﾞ㈱、すみだエコクラブ、江戸川区立平井東小学校、新生銀行グループ、㈱りそな銀行、未公開希望2 （計9会場） 

地域   実施団体名 実施日 

秩
父
・熊
谷
・鴻
巣 

★ 1 NPO秩父の環境を考える会 10月16日 (日) 

 2 秩父こどもエコクラブ（秩父教育懇話会） 9月11日 (日) 

★ 3 NPO熊谷の環境を考える連絡協議会 11月13日 (日) 

★ 4-6 鴻巣の環境を考える会 11月23日 (祝) 

★ 7 NPO荒川流域ネットワーク 11月5日 (土) 

★ 8 NPO荒川の自然を守る会 10月2日 (日) 

 9-10 NTT東日本埼玉グループ 11月13日 (日) 
市
野
川
・
大
矢
川
・黒
目
川 

 11 ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会 11月12日 (土) 

★ 12 市野川水系の会イン滑川町 11月23日 (祝) 

★ 13-15 大谷川クリーン大作戦実行委員会 10月16日 (日) 

★ 16 黒目川に親しむ会 10月16日 (日) 

★ 17 黒目川クリーンエイド実行委員会 10月23日 (日) 

戸
田
・川
口 
★ 18 

(財)埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部、
戸田市河川課、荒川夢クラブ 

9月24日 (土) 

★ 19 川口市建設部建設管理課 11月6日 (日) 

★ 20 (財)埼玉県生態系保護協会 川口支部 10月22日 (土) 

板
橋
・
北 

 21 ㈱ファミリーマート 10月22日 (土) 

 22 板橋グローブクラブ 11月12日 (土) 

★ 23 
いたばし野鳥クラブ、板橋水辺を楽しむ会、
センスオブアース、板橋区みどりと公園課 10月30日 (日) 

 24 都立桐ヶ丘高等学校 11月1日 火 

★ 25 北区水辺クラブ 10月8日 (土) 

★ 26 北区水辺の会 10月15日 (土) 

★ 27 北区 10月16日 (日) 

★ 28 ボーイスカウト東京連盟 城北地区 北第11団 9月18日 (日) 

足
立 

 29 ㈱トンボ鉛筆 10月15日 (土) 

★ 30 尾久の原愛好会 10月23日 (日) 

★ 31 荒川区教育委員会社会体育課 11月6日 (日) 

 32 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 9月22日 木 

 33 荒川区教育委員会社会体育課 11月6日 (日) 

★ 34 台東区教育委員会青少年スポーツ課 10月23日 (日) 

 35 ㈱日立ビルシステム 10月8日 (土) 

★ 36 NPO荒川クリーンエイド･フォーラム 9月10日 (土) 

 37 三井住友海上プライマリー生命保険㈱ 10月29日 (土) 

地域   実施団体名 実施日 

足
立 

 38 足立成和信用金庫 9月3日 (土) 

★ 39 足立区、足立区荒川ビジターセンター 10月23日 (日) 

 40 東京白鴎・城北・西新井・足立中央ライオンズクラブ 10月23日 (日) 

隅
田
川 

★ 41 あらかわエコフレンド 10月23日 (日) 

★ 42 隅田川市民交流実行委員会 10月15日 (土) 

葛
飾
・墨
田 

★ 43-44 荒川を考える葛飾区民会議・葛飾区 10月15日 (土) 

★ 45 一般社団法人東京損害保険代理業協会 10月15日 (土) 

★ 46 ㈱エックスワン 11月12日 (土) 

★ 47 墨田区、ライオン㈱ 10月29日 (土) 

★ 48 一般社団法人建築ビジョン 10月29日 (土) 

 49 SMBC日興証券㈱ 10月29日 土 

 50 松山油脂㈱ 10月15日 (土) 

江
戸
川
・江
東 

 51 ローソングループ 11月6日 (日) 

 52 江戸川区立平井小学校 10月14日 金 

★ 53 下平井水辺の楽校、NPO荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ・ﾌｫｰﾗﾑ 10月16日 (日) 

 54 小松川平井連合町会 11月13日 (日) 

★ 55 
ふるさと清掃運動会実行委員会、 
NPO荒川クリーンエイド･フォーラム 

10月30日 (日) 

 56 江戸川区立小松川小学校 9月13日 (火) 

★ 57 
江戸川・生活者ネットワーク、ガールスカウト215
団、三井ボランティアネットワーク事業団 

10月23日 (日) 

 58 ジョンソンコントロールズ㈱ 10月22日 (土) 

 59 島村運輸倉庫㈱ 11月12日 (土) 

 60 日本アイ・ビー・エム㈱ 12月3日 (土) 

 61 住友生命保険相互会社 11月5日 (土) 

 62 シティグループ 10月22日 (土) 

 63 江戸川区立大杉小学校 10月13日 木 

★ 64 中土手に自然を戻す市民の会 11月20日 (日) 

★ 65 
江戸川区土木部計画課、NPOえどがわエコセン
ター、いきごみクラブ 

11月5日 (土) 

★ 66 
都漁連内湾釣漁協議会、NPOえどがわエコセン
ター、葛西東渚・鳥類園友の会 

11月8日 (火) 

★ 67-69 西なぎさ発：東京里海エイド   
★ 70 江東区土木部水辺と緑の課 11月12日 (土) 

 71 佐川急便㈱ 10月1日 (土) 



Ａｃｔｉｏｎ ３（事後） 日頃からマイボトルを“意識する” 
マイボトルを持ってクリーンエイドに参加することで、日頃からマイボト

ルを持ち、環境に配慮したライフスタイルを考えるきっかけになります。 

Ａｃｔｉｏｎ ２（当日） 数えながら “ゴミを拾う” 
荒川の河川敷で、ゴミの数を数え、ペットボトルの多さを体感してくだ 

さい。そして、「私たちにできること」をみんなで考えましょう。 

Ａｃｔｉｏｎ １（事前） マイボトルを“持参して参加” 
マイボトルを持って荒川の河川敷にいらしてください。水・お茶の持参

をお勧めします。是非ご協力ください。 

 震災後の自粛ムードでキャンセルや延期の会場もありましたが、7月20日までに  

30会場でクリーンエイドが実施されました。中には新入社員研修の一環として実施

された会場もありました。夏休みには、子どもたちのボランティア体験に合わせた 

クリーンエイドも予定されています。 

 世界のゴミ問題の解決に活かされる 荒川のゴミのデータ 

（2011年7月20日現在） 

春のクリーンエイド 速報 

30会場で1,190袋のゴミを回収 
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１．荒川クリーンエイドで行っている数えるゴミ拾いは、国際的

 な海ゴミ調査ICC※（国際海岸クリーンアップキャン ペーン）が

 ベースになっています。 

２．荒川クリーンエイドのゴミのデータは、一般社団法人JEAN、

 さらにはアメリカの環境NGO「オーシャン・コンサーバンシー」

 に送られ、国内、そして国際的な海洋ゴミ問題の解決のた

 めに役立てられています。 

３．大きな成果としては、2009年に「海岸漂着物処理推進法」

 （略称）が制定され、政府や自治体もその対策に乗り出すこと

 となりました。 

４．海ゴミの約７割は川からの流入と言われており、都市住民

 は海ゴミ問題に大きな責任があると言えます。 
 
※ 国際海岸クリーンアップキャンペーン （ICC) 

 ICCは、ひとつの海でつながっている海のゴミ問題解決のため、国際

 環境保護活動としてオーシャン・コンサーバンシーの呼びかけに  

 応えて1990年に日本でもスタートした海岸漂着ゴミ調査を伴った 

 活動。 

2011 情報 

●春のクリーンエイド 実施速報 

春のクリーンエイド 概要 （7/20現在） 
期間   2011年1～8月 

実施会場数 30会場 

参加者数  3,143人（うち子ども1,296人） 

散乱ゴミ袋数 1,190袋（45リットルのゴミ袋） 

粗大ゴミ数  443個 

清掃距離  延べ約9.3ｋｍ 

地
域 

  
実施

日 
実施団体 

参加

人数 

埼
玉 

1 4/24 荒川夢クラブ 11 

2 4/23 かわぐちッ子荒川クラブ 
雨天  
中止 

板
橋
・
北 

3 4/17 いたばし野鳥クラブ 32 

4 5/22 北区水辺の会 190 

5 6/22 豊島区立南池袋小学校 103 

6 5/14 日本工営㈱ 41 

7 4/23 NPO荒川クリーンエイド･フォーラム 10 

8 6/26 ボーイスカウト東京連盟城北地区北11団 47 

足
立 

9 6/5 尾久の原愛好会 7 

10 4/24 ㈱ガリバーインターナショナル 99 

11 6/24 足立学園中学校 468 

地
域 

  
実施

日 
実施団体 

参加

人数 

葛
飾
・墨
田 

12 4/16 あらかわミズガキ隊 184 

13 4/20 ㈱新生銀行 23 

14 5/14 ㈱エックスワン 68 

15 4/21 ブルームバーグL.P. 16 

16 5/21 東海東京アカデミー㈱ 78 

17 6/18 日本アイ・ビー・エム㈱ 35 

江
戸
川
・江
東 

18 6/4 小松川信用金庫 109 

19 2/22 江戸川区立平井東小学校 45 

20 4/9 下平井水辺の楽校 6 

21 6/5 下平井水辺の楽校 41 

22 5/15 小松川平井連合町会 1000 

地
域 

  
実施

日 
実施団体 

参加

人数 

江
戸
川
・江
東 

23 5/1 島村運輸倉庫㈱ 142 

24 5/29 
「24時間ﾃﾚﾋﾞ」ﾁｬﾘﾃｨｰ委員会、

NPO荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞ・ﾌｫｰﾗﾑ 
127 

25 7/5 江戸川区立大杉小学校 102 

26 6/25 
NPOえどがわエコセンター    

自然共生社会づくり委員会 
58 

27 4/16 西なぎさ発：東京里海エイド 9 

28 5/21 西なぎさ発：東京里海エイド 22 

29 6/18 西なぎさ発：東京里海エイド 26 

30 7/16 西なぎさ発：東京里海エイド 22 

31 5/21 江東エコリーダーの会 22 

 近年ペットボトルの増加傾向が明らかになっています。

2010年9月から12月までの間、荒川でゴミ拾いを行うととも

にペットボトルゴミの実態について調査しました。調査結果に

よると、①荒川ゴミの2割はペットボトルのゴミ、②そのうち

50%強が、家の水道水等を用いて持参できる水・お茶、とい

うことがわかりました。 

荒川発！ゴミの発生抑制 
マイボトルde、ゴミ拾い。目指せ 10,000人! 

私たちは、荒川クリーンエイド現場への「マイボトル」の持

参を推進します。水やお茶については、自宅でマイボトル

に入れて用意することができるため、荒川クリーンエイド

の参加者にひとりひとりができることを進めていただける

ようご協力をお願いし、荒川での運動から社会に提案で

きる大きな情報発信につなげていくことを目指します。 

マイボトルde、でゴミ拾い へ 

参加者に実践いただきたい三つのアクション 

参加者個人にお願いしたい三つのアクションです。キャプテンの皆様

は、まずAction1について事前に参加者へお伝えください。 



  
 企業の新入社員研修に荒川クリーンエイドを活用 
 荒川クリーンエイド・フォーラムでは、様々なセクター・世代の人々が、荒川下流域においてゴミ問題や生物多様性、水

辺の安全等に関する学びを得られるよう、河川を活用した環境教育、“人づくり”に多面的に取り組んでいます。従前は、

次世代を担う子どもへの環境教育を、自然環境への理解を深めるということを主目的に実施してきましたが、2008年を

契機に成人への環境教育を重要視することを心がけてきました。 

 今春は、3月11日（金）に発生した東日本大震災の影響もあり、予定していた研修の幾つかは中止になりました。このよ

うな状況下で、私たちと一緒に荒川クリーンエイドを活用した研修を実施

した企業をご紹介します。 

 中古車の買取・販売業を行う株式会社ガリバーインターナショナルさ

んです。地震の影響を顧みず、「3月11日発災後は、逆にこのような状

況だからこそ、周囲が不安に思っている状況だからこそ、何も懸念がな

かったかのように（当初の研修計画を）進めさせたかったのです｣と、HR

チーム[人事部門]の荒木様は言います。お陰さまで研修当日は、昼過

ぎから夕方にかけて比較的長い時間枠を確保することができました。研

修から数カ月経過した今当時のお話を伺いました。 

 

 

   

★プログラムの最後に実施したワークショップの印象はいかがですか？ 

 

ゴミを拾うだけであると、事が起こってから行動するという対症療法的

なものでしかありません。 

対症療法でなく問題の根本を解決するという視点で考えなくてはなり

ません。当日のワークショップでは社会全般におけるゴミ問題の根本的

な解決策について社員個人ができることを考えるきっかけが持てまし

た。活動だけでなくワークショップの両方があって良い相乗効果を生み

出したと思います。 

また、何のためにゴミ拾いをするかといった荒川クリーンエイドの目的を

開会式ではなく、ワークショップ後の講評にてはじめて伝えていただいたシナリオは非常に

良かったと思います。社員がよく理解できたと実感しました。 

 

 

★本研修を通じて、社員の皆様にどのような効果（影響・成果）があったと感じられますか？ 

 

会社としてボランティアに関する情報は常に発信しておりますが、自主的にはなかなか実

行に移せないのが実情です。 

今回荒川クリーンエイドを経験した新入社員はこうした活動の意義を理解できたと思います

ので、今後会社で推奨するボランティアに率先して参加するでしょう。 

 

クリーンエイドを取り巻く活動の動き  

 荒川クリーンエイド・フォーラムでは、『荒川クリーンエイド』を中心に６つの活動を通して

河川環境の保全に総合的に取り組んでいます。ここでは、クリーンエイドを取り巻く５つの

活動のうち『環境教育』と『生物多様性の保全』の今年度の取り組みをご紹介します。 

荒川クリーンエイド・フォーラム ６つの活動 
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３ 環境教育・社員研修 

株式会社 

ガリバーインターナショナル 

HRチーム 荒木 博邦 様 

●インタビュー抜粋● 



 自然地の利用と保全 

 それは里川の創造と希少種の棲める環境を再生すること 
 住民たちが自然を利用し管理しながら様々な生物種を戻していくという「里川」の創造を念頭に置き活動しています。また、

絶滅が危惧されている種（ヒヌマイトトンボ）を荒川に戻していこうという活動も展開しています。これらを通して、市民が荒川の

自然を利用・保全する仕組み作りを考えていく予定です。 

 

         ～モニタリングを開始しました～ 

 ヒヌマイトトンボとは、汽水域のヨシ原を好んで棲むイトトンボです。1971年に茨城県涸沼

で発見されてまもなく絶滅危惧Ⅰ類（環境省）に指定されました。荒川でも現在の生息場

所は数少ないと考えられています。 

 7月2日に今年最初の未成熟個体を発見しました。市民の手による発見としては非常に

久しいものです。7月第1週から8月第2週にかけてはほぼ毎週調査を実施しています。 

 今後、学識経験者に本生息地の他、かつての生息地をご覧いただき、生息地内での保全活動の詳細およびかつての生息

地にどのような手を加えていくか、ご助言をいただく予定です。     ※本プロジェクトは「三井物産環境基金」を得て実施しています。 

 

        ～今年も、連続プログラムを実施します～ 

 2011年度は、江戸川区の小松川自然地を対象に、学校、市民団体、企業等が、荒川クリーンエイドと併せて実施するプロ

グラムを9月～11月に複数回実施することを計画しています。同自然地における生物多様性の素晴らしさに触れ、参加者に

新たな発見を促します。 

 また、繁茂する外来植物と既存生態系とのかかわりなど、環境教育の場としても活用していく予定です。 

 『荒川エコキッズ育成』事業 

 多くの子どもたちに荒川での生物多様性の学びの機会を！ 
 

 

 

 荒川クリーンエイド・フォーラムでは、『荒川エコキッズ育成」事業の一環として、

流域団体や学校と協働しながら、より多くの子どもたちが荒川での遊びや探求活

動を通じて生態系や環境保全について学べるよう努めてまいります。 

１ 『集まれ！荒川エコキッズ』イベントの開催 （8回） 

  流域団体との共同開催により、多様な自然環境での多様なプログラムを実現 

２ 総合的な学習の時間の支援 （12回） 保全意識を育むプログラムをサポート 

３ 支援ツールの整備 学習を助けるガイドやシートをホームページに公開 
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※本プロジェクトは「2011年度ＪＴ青少年育成に関するＮＰＯ助成」を 

 得て実施しています。 

●『集まれ！荒川エコキッズ』 イベント 

① 6/5(日) 荒川の水質しらべ   下平井水辺の楽校 

② 7/10(日) 川の生き物しらべ   下平井水辺の楽校 

③ 7/31(日) なつやすみ水辺の楽校  葛西臨海公園 

④ 8/21(日) 生物調査と竹鉄砲作り   中土手五色池 

⑤ 9/11(日) 草原の虫さがし    下平井水辺の楽校 

⑥ 9/17(土) 水辺と原っぱの生き物さがし  北区・子どもの水辺 

⑦ 10/16(日)  荒川のゴミしらべ   下平井水辺の楽校 

⑧ 10/23(日)  川原っぱ生き物しらべ  小松川自然地 

（会 場） 

写真 

（上） 小松川

自然地 

（下） 北区・ 

子どもの水辺 

多様な自然環境 
干潟・池・ワンド・草地など 

多様な体験・学習 
遊び・生物・ゴミ・水質など × × 

３ 環境教育・青少年育成 

２ 生物多様性の保全 

流域団体・学校 

との協働 

絶滅危惧種復活プロジェクト 

里川創造プロジェクト 



 
 

継続的な清掃活動の必要性を実感 
     日本工営株式会社 塩見 真矢 さん 

●『身近な水環境の全国一斉調査』に参加 

荒川下流域41地点で調査を実施 

 「身近な水環境の全国一斉調査」は、2004年より今年で第8回目、6月

5日(日)を中心に全国の約5,000カ所で一斉に実施されました。当フォー

ラムは、「全国水環境マップ実行委員会」の一員として第１回より調査を推

進するとともに、荒川下流域のデータを取りまとめています。 
 

支流が合流する北区・足立区で高いCOD値 

 CODの値は、荒川本流よりも支流の方が高い値が出ています。本流で

は、菖蒲川や芝川などの支流が合流する新荒川大橋（北区）や扇大橋

（足立区）周辺で比較的高くなり、千住新橋より下流では1カ所を除いて

COD値４と、比較的低い値となりました。（COD=化学的酸素要求量：水中の有機物
の量を示す。値が高いほど汚染度合が高い。） 
 
※結果の詳細はホームページをご参照ください。（トップページ【最新情報】より） 
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平成23年5月14日（土）、東京都北区の新荒川大橋下

流左岸において、NPO荒川クリーンエイド・フォーラムの協力

のもと、日本工営労働組合主催の河川敷のゴミ拾いを実施

しました！（コンサルでは初参加となりました。） 

当日は暖かな日射しの下、社員とその家族をあわせて 

41名（うち子ども14名）が参加しました。虫や花に目を奪わ

れつつも、楽しそうにゴミを拾っている子どもの姿が印象的で

した。 

ゴミ拾いの成果は、燃やすごみ2袋、燃やさない袋2袋、

ペットボトル1袋の計5袋と、物干し竿や安全バー等の粗大ゴ

ミでした。清掃したゴミの分別が細かくて大変でしたが、一つ

一つのゴミを認識することで、ゴミの出所がどこだろうか等を

考える機会を与えてくれました。子どもたちにはちょっとした

お宝の分配のようで、遊びの要素もあるようです。 

清掃活動の後は、近くの広場でバーベキューを行い、日

ごろお付き合いのない社員同士やその家族とふれあい、大

いに盛り上がりました。 

清掃場所は、比較的きれいな場所でしたが、水際付近に

は発泡スチロール等の漂着ゴミが多く、放置していると溜まり

続けるので、継続的な清掃活動が必要であることがわかりま

した。 

来年は、今年のノウハウを生かし、計画的に準備を行い、

自然観察会（荒川の生き物調査等）の環境学習もあわせて

実施したいと考えております。 

NEW 

各種活動 
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       毎号、はじめてクリーンエイドを開催された企業や団体の皆さまにご寄稿いただき、成果

や感想などをご紹介しています。今回は日本工営株式会社さんです。4月下旬の説明会から短期間で準備を進めていただ

きました。広々とした河川敷で社員さんたちの交流もできたようです。継続的な活動を期待しています。 

荒川クリーンエイドの現場から 

■調査実施団体 秋が瀬にワンドを作る会、林・宮島ファミリーズ、埼玉県生態系保護協会戸田・蕨支部、荒川夢クラブ、大曽根の湿地ビオトープを

 守る会、川口市立西中学校科学部、いたばし野鳥クラブ、いたばし水辺を楽しむ会、北区水辺の会、尾久の原愛好会、あらかわエコフレンド、足立区荒

 川ビジターセンター、～えどがわ自然楽校～みずとみどりの寺子屋、江戸川・生活者ネットワーク、下平井水辺の楽校、中土手に自然を戻す市民の会、

 荒川クリーンエイド・フォーラム  ～ご参加ありがとうございました！～ 
 

★荒川クリーンエイド2011では、秋のクリーンエイド実施の際に、希望団体に水質調査に取り組んでいただくことを予定してい

 ます。これにより、流域市民の荒川の水質への関心を高めていくことを目指します。 

 

 

(mg/ℓ) 
【荒川本流の調査結果】 

身近な水環境の全国一斉調査 概要 
実施日 2011年6月5日を中心に 

地点数 計４１ 

  荒川本流  14 支流ほか 23 

       止水・水路  4 

調査団体数 17 

調査項目 COD、pＨ、亜硝酸態窒素、硝酸態

  窒素、アンモニウム態窒素、透視度 



●尾田栄章氏 記念講演 

河川法改正から15年目、一緒に考えよう 

「河川管理に携わるNPOは何を目指すべきか」 
 
 ４月より顧問に就任いただいた尾田栄章（元・建設省河川局

長・現NPO法人渋谷川ルネッサンス代表理事）をお招きし、講演

会を開催しました。 
 
 

 ○「住民参加による合意形成」 新しい合意形成の方法を見つ

 け出してほしい。 

 ○「公物管理への住民参加」 行政セクターだけでなく新しい 在

 り方を探る。それをNPOが担うべき。 

 ○「流域に学ぼう」 流域に知恵が一杯つまっている。それを

 NPOの力で掘り出して欲しい。 

 ○壮大な「社会実験」に取り組み、先陣を切ってほしい。 

 ○「関係住民」を代表する立場を担うべき。 

 ○「関係住民と河川管理者をつなぐ」 

 ○「河川流域を単位とする道州制」へ 

 の 移行(上下流の連携を支えるべき。) 

これらを踏まえて、今後の河川管理者と 

の対話に活かしていきたいと思います。 

●24時間ﾃﾚﾋﾞ『荒川ｸﾘｰﾝｴｲﾄﾞｱｸｼｮﾝ』2011 

雨の中のクリーンエイド 
 5月29日（日）、都営新宿線東大島駅近くの荒川

河川敷で、「24時間テレビ」チャリティー委員会と

共催でクリーンエイドを実施しました。あいにくの雨

降りとなってしまいましたが、127人が参加し、雨に

も負けず、合計(45リットル入りゴミ袋）109袋分のゴ

ミを回収しました。ゴミ拾いの後の自然環境教室で

は、カニや魚、植物などに触れ合いながら荒川の

自然に親しみました。 

※当日の様子は、日本テレビ ｢真相報道バンキ 

 シャ！」、読売新聞、他でも紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

クリーンエイドを水の学習につなげて 
～荒川をきれいにしている人々の努力や考えを知る～ 

 
豊島区立南池袋小学校 江崎 淳一 教諭 

 今回の学習では、荒川でのゴミ拾い体験や自然観察、

魚とりを通じて、自分達が飲んだり使ったりしている水の

通り道、荒川の現状を調べています。また、荒川をきれ

いにしている人々の努力や考えを知るということをねらい

として学習しました。 

 「くらしをささえる水」の学習では、１学期に学校の蛇口

調べから、浄水場見学をした後、荒川の自然やゴミ問題

など体験を通して学べたことで学習が深まりました。 

 ２学期の荒川や青山士さんの学習や、荒川の水源林

に行く秩父移

動教室に生

かしていきた

いと考えてい

ます。 

 

 

レポート 

学校教育の現場から 

Arakawa Clean Aid News   7 

荒川いきもの四方山話 
～    の住人たち～ 

今くらいから晩秋まで、草原は彼らに占領されていま

す。歩くと、ピョンピョンと飛び出してくるバッタやキリギリ

スたち。彼らにはどんな違いがあるのでしょうか。 

キリギリスとコオロギはキリギリス亜目、バッタはバッタ

亜目ですが、実は、耳（鼓膜）の位置が違うのです。

バッタ亜目は、羽をめくると後脚の付け根に、キリギリス

亜目は前脚の付け根に耳があります。また、バッタ亜目

は触角が短く、キリギリス亜目は触角が長いのも、見分

けるポイントとなります。 

それから、バッタの顔を正面から見てください。トノサ

マバッタ、イナゴは仮面ライ

ダー１号にそっくり！ショウ

リョウバッタ・オンブバッタは

ねずみ男にそっくりです。 

 ケラ（オケラ）は、実はコオ

ロギの仲間です。地面の底

からジーンと地響きのように

聞こえます。 

（自然案内人 橋本 浩基） 

尾田さんからいただいた当会への期待 

 

草原
 

ゴミが生き物に与える影響を考えるワークショップの様子 



お支払い方法 

以下のいずれかの方法でお支払いください。 

○郵便振替 郵便振替口座00110-6-368041 

      荒川クリーンエイド･フォーラム 

○銀行振込   三菱東京UFJ銀行 小松川支店 普通0768162 

   特定非営利活動法人荒川クリーンエイド･フォーラム  

   理事 佐藤 正兵 

荒川源流エコツアー     参加者募集！ 

～山林ボランティアと原生林散策～ 
 
 荒川源流の山林を市民参加で活性化させていくため

のボランティアに参加します。作業や源流の皆さんとの

交流を通じて、私たちの水源となる森林保全のために中

下流市民ができることを考えます。 
 

日 程 9月3日(土)～4日(日) 
 
参加費 大人 12,000円 （正・賛助会員 11,000円） 

   小学生以下 10,000円    

 ※１泊3食、三峰口駅からの移動、宿泊、体験費、保険料等 
 

主な行程（予定） 

（1日目） 間伐した木を切り出し

 薪を集めるボランティアに参

 加、現地の方との交流会等 
 
（2日目） 原生林散策、鉄砲堰実演見学等 
 
申 込  EメールまたはFAXで、参加者全員の ①住所、 

  ②氏名、③性別、④年齢、⑤連絡先（TEL・FAX・E-mail

 等）を明記の上、当フォーラムまでお申込ください。 

 
皆様のご支援に心から感謝いたします。 
 
荒川クリーンエイド2011協賛 
 
 一般協賛 足立成和信用金庫、小松川信用金庫、  

 株式会社サウザンドウェイヴス、佐川急便株式会社、

 東京白鴎・城北・西新井・足立 中央 ライオンズクラブ、

 株式会社トンボ鉛筆、株式会社日立ビルシステム 
   
 物品協賛 公益社団法人食品容器環境美化協会、 

 株式会社スター商事、日本たばこ産業株式会社   

 東京支店、株式会社ローソン 

寄付  

   北千住マルイ、グリーン家電エコポイント、全労済、 

 ジョンソンコントロールズ株式会社 

 
 会員となって活動にご参加・ご支援ください！ 

荒川内外を問わず、また活動規模の大小に関わりなく、     

当フォーラムの趣旨等に賛同いただける個人・団体の皆様の

ご入会をお待ちしています。 
 

会員になると ～特 典～ 

 １ 「実施団体」として荒川クリーンエイドを実施いただけます。 

 ２ ニュースレターをお届けします。 

 ３ 年次報告集（アニュアル・レポート）をお届けします。 

 ４ ｴｺﾂｱｰ等ｲﾍﾞﾝﾄ参加費、ｸﾞｯｽﾞ販売等が割引になります。 

 ５ 正会員は、総会において議決権があります。 
 
会費 

 正会員  荒川クリーンエイド主催団体・個人 

 （個人）  3,000円以上 （１口1,000円）  

 （団体） 10,000円以上 （１口1,000円）  

 賛助会員 当フォーラムの趣旨に賛同する個人・団体 

   （個人）   2,000円以上 （１口1,000円）  

 （団体）   8,000円以上 （１口1,000円）  

 特別賛助会員   関係自治体（担当部署）  
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荒川クリーンエイド ニュース vol.66  2011秋号 
 2011年8月8日発行 

 
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  

  http://www.cleanaid.jp/     E-mail  renraku@cleanaid.jp  

お知らせ 

★オリジナル Ｔシャツ＆ 

バンダナが出来ました！  

この度、当フォーラムのオリジナル

Ｔシャツ、バンダナを制作いたしま

した。荒川で見られる生き物たち

がいくつも描かれています。お揃

いのＴシャツを着て活動に参加し

ませんか？ご希望の方には実費頒布を

いたします。ふるってお申込みください！ 

 

 

 
 
★「荒川クリーンエイド2011」ポスター＆リーフレット 

2011ﾎﾟｽﾀｰ&ﾘｰﾌﾚｯﾄを制作しています。実施団体の皆さまには  

9月中旬頃お届けの予定です。参加者募集にお役立てください！ 
 
★エコプロダクツ2011に出展します！ 12/15（木）・  

16（金）・17（土）に開催される当イベントのNGO・NPO出展ゾーンに

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラムが出展予定です。 
 
★東日本大震災被災者支援に募金しました！ 

一般協賛金の20%、及び4～6月当フォーラム主催イベント、その

他クリーンエイド会場でお預かりした募金合計82,000円を活動支

援金として以下の団体に送ります。ご支援ありがとうございました！ 

 

◇Tシャツ 2,800円 (正・賛助会員 2,500円) 

◇バンダナ 600円 (正・賛助会員 500円） 

※詳細は、ホームページをご参照ください。 

 （トップページのバナーより） 

●RQ市民災害救援センター 
 
●災害福祉広域支援ネット 

 ワーク サンダーバード 

●三人委員会哲学塾ネットワーク 

 （片品村での原発避難者受入支援） 
 
●公益社団法人  

 日本フィランソロピー協会 

●会員募集中 ～会員割引の特典を設けました！ 

●ご寄付・ご協賛 （2011年4～8月8日まで決定分） 

 


