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大谷川（鶴ヶ島市）／鈴木勝行

NPO 法人秩父の環境を考える会

ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会

NPO 法人荒川の自然を守る会

市野川水系の会イン滑川町

NPO 法人荒川流域ネットワーク

鴻巣の環境を考える会

NTT 東日本埼玉グループ

大谷川クリーン大作戦実行委員会

秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）

NPO 法人熊谷の環境を考える連絡協議会 ダイエーグループ
荒川夢クラブ
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　鴻巣市では、コウノトリが棲む自然環境を目指しておりま
す。今年は、荒川御成橋の下流に、コウノトリを育むビオトー
プを試作しました。お立ち寄りください。川島秀男

〈 5 〉大芦橋下流（鴻巣市）
今年初めて参加してくれた仲間
もいて嬉しい。

〈 12 〉五味ヶ谷地区
 ①10/16 ②40（2）人 
 ③13（10/2/1）袋 
 ⑤五味ヶ谷めだか学舎

〈 13 〉太田ヶ谷地区
 ①10/16 ②6人 
 ③19（15/3/1）袋 ④2個
 ⑤大谷川源流の会、鶴ヶ島の自然  
 を守る会

〈 14 〉藤金地区
 ①10/16 ②２１人
 ③39（33/5/1）袋 ④20個
 ⑤NPO法人つるがしま里山サポー 
 トクラブ、大谷川藤金地区里親の会、 
 鶴ヶ島ロータリークラブ、鶴ヶ島の自 
 然を守る会

〈 6 〉糠田橋下流（鴻巣市）
インターネットを見て遠方より学
生が参加してくれて感動した。

〈 7 〉御成橋下流（鴻巣市）
毎年参加してくれているメンバー
が今年も早朝より参加してくれた
ので嬉しい。精鋭揃いでした。

　さいたま会場(秋ヶ瀬公園)、熊谷会場(荒川大橋南河川敷村岡
運動公園周辺)、川越会場(入間川上戸運動公園周辺)のクリー
ンエイドに参加しました。各会場とも一見きれいに感じました
が、いざゴミ拾いを始めると、空き缶やペットボトル、紙くず
など細かいゴミが散見されました。また茂みの中に粗大ゴミも
あり、不法投棄が止まない現状を目の当たりにしました。NTT

荒川クリーンエイド２０１１は、市民団体、企業、自治体、学校など様々な団体のみなさんによって実施されました。
各団体の概要や感想などを紹介します。

黒目川（東久留米市）／菅谷輝美　
今年のクリーンエイドは少年野球連
盟との共催で「黒目川クリーンエイ
ドは河童のクゥのクリーン作戦」と
一気に広がりました。昨年６月に東

久留米市は全国で初めてになる「湧水・清流保全都市」として都市
宣言を発表し、ゴミが無い綺麗な川がある街にしたいと思う市民が
増えつつあるときに、多くの小学生は普段フェンスに囲まれた川に
降り立ち、黒目川全域に展開したことは、川沿いにいられた方にも
良い効果を上げられました。黒目川・荒川・東京湾を繋ぐアユが都
市河川に何時までも生育できる活動にしていきます。

荒川運動公園（川口市）／逸見裕子
　天候の悪い中、多くの方々に参
加して頂き、感謝しております。
参加された皆さんが一生懸命ゴミ
を拾われており、荒川がこの活動

によってますますキレイになっていくだろうと感じました。

戸田橋周辺（戸田市）／石本誠
　昨年から法政大学のボート部、今
年は喜沢中学校の生徒たちが参加し
ていただき若い世代の参加が多いの
が喜ばしいことです。今後も継続し

て参加されることを期待しております。今年は台風15号直後の
ため漂着ゴミ特にペットボトルが多いのには驚かされましたの
で「マイボトル de ゴミ拾い。」マイボトル持参を呼びかける良
い機会になりました。

滝沢ダム下河原（秩父市）／高野豊子
　荒川の源流にある大滝小学校
は、全校児童12名の小さな学校
です。毎年、秩父漁業協同組合の
方の協力で「秩父ヤマメ」の放流
を行っています。「きれいな川で

きれいな水で大きく育ってほしい。」という願いもあり、荒川
清掃に取り組みました。学校下の河原には、石の間に挟まって
いるゴミや空き缶があり「こんなにたくさんあると思わなかっ
た。」と驚きました。「絶対ゴミは捨てない。源流から美し
く！」と誓いました。

熊谷市内河川敷6会場（熊谷市）／
栗原堯
　11月13日恒例となった荒川河
川敷ゴミ拾いが本流河川敷、約８
kmに亘り実施されました。この

事業の周知についてはチラシの配布、ホームページ及び市報な
どを活用し、本年も約1800名（うち子ども200名)の参加者が
ありました。エリア６ヶ所に受付を設け、可燃・不燃・粗大ゴ
ミの３分別としました。本年度もイベントが重なるも新規企業
グループ等も加わり多くの参加者に恵まれました。また地デジ
への移行年の影響か、家電等の粗大ゴミが目につきました。

秋ヶ瀬公園（さいたま市）／
田中宏樹
　3社グループは05年より
一緒に活動しています。当
日は晴天に恵まれ、大人90
名、子ども11名の合計101

名が参加しました。秋ヶ瀬公園内の歩道周辺は一見ゴミがない
ように見えますが、草むらの中には多くのゴミが散乱していま
した。１時間程度の清掃活動でしたが軽トラック１台分のゴミ
を回収でき、終了後は清々しい気持ちでお弁当を食べることが
できました。また、子ども達の笑顔も印象的でした。

荒川運動公園釣堀池（川口市）／
林美恵子
　夢を持ち、楽しみながら自然や環境
分野で社会貢献していこうという「荒
川夢クラブ」。今回の東日本大震災そ

の後の余震などで行事・イベントやとりくみを自粛中止していま
した。しかし、4月24日の春の荒川クリーンエイドに参加したい
と、ガールスカウトの申し出がありました。それに勇気づけられて
実施しました。一般市民、インターネットで検索した大学生も参加
してくれ、アットホームな雰囲気で進行し、嬉しかったです。

影森グランド（秩父市）／岩田泰典
　身近なエコ活動にゴミのリサ
イクルと分別があります。捨て
ることは簡単です。しかし、
もったいないと思えば再資源化

になります。気づくことが、地球を救うことではありません
か？先ずは自分から、更に周りの人と連帯し、行動することで
す。10月16日４０人の影森・久那の地域住民の方々とゴミ調
査を実施しました。地域の絆と協力のスクラムによるゴミ調査
こそが、明日の子供たちと地球への思いやりです。参加された
皆様、誠に有難うございました。

市野川両家橋周辺（滑川町）／
伊藤恭史
　“みんなで市野川をきれいにし
よう”という標語で活動している
約20名（主に60歳代）の仲間で

す。滑川町羽尾地区を昔から手つかずで流れる川ですが、治水
工事の折り、蛇行部の自然が専門家の目に留まったのをきっか
けに、美しい町づくりの一環と考え、河畔林の保護活動を地道
にやっている会です。海の日の川遊びには子ども達約30名が参
加しますが、その2週間後にキツネノカミソリが群生することは
知られていません。そんな自然を大切にする会です。

高砂橋上流（長瀞町）／新井秀直
　今年は、突如、川原に入ることを拒まれ、周辺は崖状で水流
が迫っているため安全な場所がなくて、清掃場所探しに難儀し
た。少し遠くなるが、また狭いが教えていただき、そこで実施
しました。

①10/23 ②552（234）人 ③79袋 ④7個 
⑤久留米総合高校、東久留米少年野球連盟、
公益社団法人東久留米市シルバー人材センター

①11/6 ②162（110）人③40（15/14/11）袋 ④1個 
⑤ボーイスカウト川口地区協議会（1団、19団）、青空会、荒川夢クラブ、
川口市立西中学校、元郷中学校、原町小学校

①9/24 ②60（21）人 ③52（27/11/14）袋 ④15個 
⑤旭ヶ丘町会、法政大学ボード部、戸田市立喜沢中学校、戸田東シニア、
戸田市立南小学校

①11/7 ②21（12）人 ③9（5/3/1）袋 ④2個 

①11/23  ②3人
③10（3/4/3）

①11/23  ②10人
③40（10/20/10） ④1個

①11/23  ②3人

〈 15 〉入間川上戸運動公園(入間市)
 ①11/13  ②59（6）人 ③50袋 ④5個
〈 16 〉秋ヶ瀬公園（さいたま市）
 ①11/13  ②90（6）人 ③35袋 ④6個

①11/13 ②1799（200）人 ③可燃890kg、不燃420kg
④600kg ⑤荒川の恵みと熊谷を考える集い実行委員会（42団体）

①11/12 ②101（90）人 ③24（10/10/4）袋 ④36個 
⑤（株）ダイエー、（株）セディナ、丸紅（株）

〈 22 〉①4/24 ②11(4)人 ③2（1/1/0）袋 ⑤ガールスカウト埼玉59団
〈 23 〉①8/21 ②23(15)人 ③4（2/1/1）袋

①10/16 ②39（2）人 ③24（18/3/3）袋 ④4個 

①11/26 ②15人 ③6（2/2/2）袋 ④4個

市野川吉見百穴前（東松山市）／
野口健吉
①11/12
②770（270）人
③4000kg（粗大含む）

三ツ又沼ビオトープ（上尾市）／
木ノ内勝平
①10/2 ②23（1）人
③18（5/10/3）袋 ④29個
⑤ (株)マルデン

荒川太郎右衛門自然再生事業地
（川島町）／鈴木勝行
①11/5  ②14人 
③23（13/7/3）袋 ④40個 
⑤彩の国いきがい大学伊奈学園第
17期校友会有志

①9/11 ②19（13）人 ③2（1/1）袋

荒川クリーンエイドの仲間たち

黒目川クリーンエイド実行委員会

川口市建設部建設管理課

（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

秩父市立大滝小学校
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会場No.  実施団体名 市民団体 企　業 学　校自治体・行政 （①実施日 ②参加人数(子ども人数) ③ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル） ④粗大ゴミ数 ⑤参加団体） 

東日本埼玉グループ
は今後も環境保護活
動に積極的に取り組
んで参ります。

荒川クリーンエイドの運営

荒川クリーンエイドの仲間たち
荒川クリーンエイドの運営

荒川クリーンエイドの仲間たち
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戸田橋緑地（板橋区）／青木映子
　板橋グローブクラブは、板
橋区内の小中学生が集まって
環境に関する活動をしている
クラブです。自然観察や環境
実験、リサイクル工作、エコ

クッキング等を通して環境について学んでいます。クリーンエ
イドではみんな熱心にゴミ拾いをしました。特にベンチや石段
の周りにはタバコのすいがらが多く、マナーの悪さが目立って
いました。クリーンエイドでは荒川の環境を考えるよいきっか
けになりました。

北区・子どもの水辺（北区）／太田桐正吾
　東京都北区に在る、北区・子ど
もの水辺「水辺の楽校」で毎月第
３土曜日に定期活動を実施してい
ます。活動内容として、水辺清掃
をはじめ、除草、杭打ち、自然観

察調査、ワンドのヘドロ除去等多岐に渡っております。他にも
不定期活動として、教育団体等へのサポートをしております。
発足して満10年が経過しましたが身近な自然を大切に想う人
が増加する事を願っております。

板橋生物生態園（板橋区） ／栗林菊夫
　今回は、センスオブアースや板橋
水辺を楽しむ会の参加がありまし
た。昨年は中国留学生の参加があり
ましたが、震災の影響で無く、その
分参加者数が少なかったです。た

だ、天気も良く楽しく行う事が出来ましたし、クリーンエイドの
ホームページを見て大学生の参加があり、嬉しかったです。

板橋生物生態園(板橋区）／梅村松秀
　ゴー！ゴー！ボランティア
2011の協賛行事として、8月6
日～7日、生物生態園と中規模自
然地を対象としたひこばえ切りと
草刈、周辺の生き物観察活動、そ
の準備としてゴミ拾いをしまし

た。参加者は、成人、小学生とその保護者、さらに国書日本語
学校に在籍の中国からの看護留学生の皆さん、あわせて40人
余りの参加を得ることができました。きびしい日照りと湿気の
なかでしたが、充実した2日間との評価を得ました。

新荒川大橋上流（北区）／小嶋広行
　チャレンジスクールである本校
では、毎年１１月に地域交流の日
として、３・４年次生が北区水辺
の会ほかの指導のもと、実施して
います。生徒たちは集めたゴミ袋
の多さを目にして驚きと達成感を

持ちます。広い荒川の風景の気持ちよさを感じ、自然を大切に
する心が育ってくれることを学校として期待しています。

新荒川大橋（北区）／塩見真矢
　5月14日（土）、東京都北区
の荒川河川敷において、今回初め
て荒川クリーンエイドを実施しま
した。当日は、社員とその家族が
参加しました。清掃の後は、近

くのバーベキュー場でバーベキューを行い、福島県産の食材を
食べ、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、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
度は、自然観察会等の環境学習も併せて実施したいです。

北区・子どもの水辺（北区）／江崎淳一
　子どもたちの輝く目。荒川の惠み
を受けている植物、虫などの生き物
を感じ、南池小の４年生は喜んでい
ました。「水とのかかわり」の学習
では、学校の蛇口調べから浄水場見

学をしての今回の学習。ゴミ拾い、自然観察、魚とりをしまし
た。体験を通して、全身で荒川を感じ取ることができました。
学習が深まったように思います。また、身近な自然「荒川」を
守っているスタッフの方と出会えたことも大きな学習でした。

岩淵関緑地（北区）／中根正一
　今年度初めて担当させてい
ただきました。当日は朝まで
雨が降っていたため、参加
者は昨年より減ってしまい
ましたが、25℃を超す暑さ
の中、皆さん汗を拭いながら

懸命に清掃活動に取り組んでおられました。北区には町会・自
治体・企業とも荒川の保全活動に熱心な団体が多く、ゴミの量
も減ってきています。今後とも荒川の水辺環境保全に向け、ク
リーンエイド活動を継続的に行って参りたいと思っています。

西新井橋上流(足立区）／三浦哲
　日本ケンタッキー・フライド・
チキンです。外食産業の会社とし
て、日々業務で当社で排出するゴ
ミに関しては社会の中でどのよう
に処理されていくか、ということ

は会社で働く全員が認識すべきと判断しています。今後ともこの
ようなクリーンエイドの機会を通じて、環境保全について取り組
み姿勢を高めたいと希望します。

西新井橋上流（足立区）／堀口綾
　晴天で少々汗ばむような陽気の
中、活動をスタートした。初めて参
加した活動とあって、実施エリアの
特定や、いざ開始となった時の段取
りに少々手間取ったが、参加人数が

少なかったにもかかわらず、たくさんのゴミを回収でき、有意義な
活動になったことを実感した。普段の生活からは思いもよらぬゴミ
の種類の豊富さに圧倒される反面、河川敷付近で暮らす住民の方々
や自然の生き物に対する配慮に関して考えさせられる一日だった。

西新井橋上流（足立区）／初村清一
　私達は土木工事その他橋梁工
事などを生業にしている会社で
す。少人数ではありますが企業
ボランティアをして荒川クリー
ンエイドに昨年加入させていた

だきました。これまでは地元団体が行う地区一斉清掃を中心に
切手収集活動などを通じ社員有志の社会貢献への意識高揚を目
的に活動して参りました。この度はじめて企業単独での清掃活
動を行ったことで参加者全員が自ら行動する活動の重要性をさ
らに深めることができました。

西新井橋上流（足立区）／荒木博邦
　今回は2011年度の新卒新入
社員研修の一環で実施。弊社企業
理念「Growing　Together」の
体現を目的とし参加させて頂きま
した。事前打ち合わせの段階から

弊社の無理難題に柔軟に対応していただき大変感謝しておりま
す。我々も甘く見ておりましたが、当日は想像を絶するゴミの
量に絶句しながらも単純にゴミを拾うだけでなく、調査・なら
びにワークショップを行うことで環境問題と本プログラムの目
的を十分に熟考することができました。大変素晴らしい活動に
参加させていただき、誠にありがとうございました。

西新井橋上流（足立区） ／
市原しのぶ
　今回、荒川クリーンエ
イドの活動に初めての参
加です。生活に密着して
いる荒川の清掃活動を通
じて、環境問題をより身

近に感じることができました。また、参加した社員にとって、
改めて環境保全活動を考えるよい機会でした。今後ともこの活
動を継続的に行っていきたいと思います。

岩淵水門広場（北区）／渡辺英敏
　地区内のボーイスカウト北
１１団、北1団とガールスカ
ウト東京124団合同での地
域への奉仕活動を行ったこと
に非常に有意義でありまし
た。今後も、この輪を広げ

ていきたいと思っております。また、当日駆けつけてくれまし
た、川口の方、本当にありがとうございました。来年も会場で
お待ちしております。

扇大橋下流(足立区）／金沢寛
　荒川区にある工場跡か
ら出てきた原っぱのよう
な都立公園で植物の観察
や保護活動をやっていま
す。毎月１度の定例観察会

を活動の中心としながら小学校への出張講義や遠出の観察会を
やっています。尾久の原公園の将来はどうあるべきかをみんな
で考えていきます。

北区・子どもの水辺（北区） ／松下正義
　ご報告をいくつか。○通称「小池」脇の台地上の大柳（所謂
シダレヤナギ）の天辺にモズ１羽(雌雄は不明）がいろいろ声
色を使い分けて囀っていた。○冬鳥の飛来は皆無。○草っぱ
らバッタとすだく虫の季節である。○ショウリョウ、トノサマ
バッタが渇生。立ち枯れ始めたヨシの間から草ヒバリやコオロ
ギの鳴き声。○トンボは週初に比べて激減、正午に近くポカポ
カ陽気のためか、キチョウが数多く湧いた。

①11/12 ②15（9）人 ③3（1/1/1）袋 
  ⑤東京家政大学、(株)エクシング、北区水辺クラブ
〈 33 〉①5/22 ②190（４）人 ③45（6/31/8）袋 ④3個
〈 34 〉①10/15 ②44（39）人 ③7袋
〈 35 〉①11/19 雨天中止
〈 36 〉①12/17 ②16人 ③37袋

〈 28 〉①4/17 ②32（1）人 ③16（10/4/2）袋 ④8個
            ⑤板橋水辺を楽しむ会、センスオブアース
〈 29 〉①10/30 ②57（9）人 ③39（14/15/10）袋 ④17個

④5（2/2/1）袋〈 30 〉①8/6 ②29（10）人
　　　　　　　　〈 31 〉①8/7 ②29（10）人

①11/1 ②73人 ③21（5/9/7）袋 ⑤北区水辺の会、北区ボランティア ①5/14 ②41(12)人 ③5（2/2/1）袋 ④6個

①6/22 ②103(83)人 ③15（4/6/5）袋

①10/16 ②319(21)人 ③125（57/47/21）袋 

①11/4 ②16人 ③7（3/3/1）袋 ④3個

①10/8 ②7人 ③12（5/4/3）袋 

①10/29 ②12人 ③28（10/9/9）袋 ④4個

①4/24 ②99人 ③238（126/43/69）袋 ④68個①12/4 ②32(5)人 ③40（26/7/7）袋 ④9個 

  ⑦ボーイスカウト北１団、ガールスカウト東京124団
〈 42 〉①6/26 ②47（27）人 ③3袋
〈 43 〉①9/18 ②54（30）人 ③3（1/1/1）袋

〈 44 〉①6/5 ②7人 ③6（3/2/1）袋 〈 45 〉①10/23  雨天中止
①10/8 ②3人 ③3（1/1/1）袋 ④2個

板橋グローブクラブ 北区水辺の会

いたばし野鳥クラブ

板橋水辺を楽しむ会

都立桐ヶ丘高等学校

日本工営（株）

豊島区立南池袋小学校

北 区 日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）

日本サムスン（株） デザインチーム

SMCシビルテクノス（株）

（株）ガリバーインターナショナル

みずほ証券（株）

尾久の原愛好会

ボーイスカウト東京連盟
城北地区 北第 11団

北区水辺クラブ

27 33～36

28,29

30,31

32

39

37

40 48

49

50

51

47

42 ,43

44 ,4538
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千住新橋上流（足立区）／
奥山良樹
　毎年、荒川のグラウ
ンドを利用している台
東区軟式野球連盟と台
東区サッカー連盟の選
手と指導者の皆様に参
加していただき、グラ

ウンドを中心にゴミ拾いを実施しました。グラウンド内にはゴ
ミが少なかったため、グラウンド外の草むらや堤防まで積極的
にゴミを拾いに行く子供たちを頼もしく思いました。この気持
ちを忘れず、自然環境を大切にする大人になるよう、子ども達
に期待しています。

千住新橋下流（足立区） ／朝倉まどか
　ゴミ拾いの中で参加者が協力して行う行為に一体感と達成感
があり、とても充実した時間を送ることができました。ゴミ拾
いを行っている間、河川敷でスポーツを楽しまれている方々が
多数いらっしゃいましたが、「お疲れ様です」と何度となく声
をかけられたことが、大変励みになりました。

千住新橋緑地(足立区）／
足立区公園整備課
　前日からの雨の影響
により、区のイベン
トとしては残念なが
ら中止とさせていただ
きましたが、知らずに
いらっしゃった区民の

方、雨でも実施したいという方、区職員の計１２名の小規模で
実施しました。参加希望を頂いていた300名を超える皆さんに
は、「荒川をきれいにしたい」という思いを大切にし、今後と
も荒川を見守り、ご協力いただきたいと思います。

隅田川吾妻橋～桜橋（台東区）／
糸井守
　開催３回目にして知名度も広
がり、企業組織の参加者も増え
大人数になりました。当日は
はっきりしない天気で、午前中

は曇りとの予報の基に実施したが受付が終了するころから雨が
降り出し、作業を始めたが雨と風がひどくなり、中途で切り上
げました。終了の挨拶も早々に切り上げて散会となりました。

堀切水辺公園（葛飾区）／柴田光
　葛飾区堀切水辺公園をメイ
ン会場に開催された「荒川
30K 秋大会」において、大
会の応援者、サブイベントの
「キッズラン」に参加した子

ども達やその家族、ボランティアの方々が参加してゴミ拾いを
行いました。マラソン大会と同時に開催することで、ランナー
の方々に清掃活動について考えていただくきっかけにもなりま
す。弊財団は「市民スポーツイベントにおける環境保護活動及
び支援」を事業内容の一つに掲げ、今後も清掃活動をしていき
たいと考えています。

千住新橋緑地（足立区）／
齋藤貴子
　足立成和信用金庫で
は、社会貢献活動の一つ
として１０月１日（土）
参加者208名で荒川土手
清掃を行いました。毎年

活動を行っていて嬉しいことは、年々ゴミの量が減ってきてい
ることです。当金庫職員の方々にも土手清掃を通して自然環境
に関心を持ち、何かを感じて頂ければと思います。

隅田川白鬚橋（荒川区）／
押川賢次郎
　秋のクリーンエイド
は、水質とゴミ拾いを実
施していますが、毎回ゴ
ミ拾い後の調査カード記
入に理解を得られず苦労
しています。

八広運動場～緑地競技場
（墨田区）／南部友孝
　子どもから大人まで、
多くの人が集まってくれ
てよかったです。普段使

用している荒川がきれいになることによって、もっと使いやす
くなると思います。このような活動を続けることにより、ゴミ
を捨てにくいきれいな荒川になればと思いました。

京成押上線鉄橋周辺（墨田区）／
石田和則
　東海東京アカデミーでは、グ
ループ会社の新入社員研修の一
環として、昨年に引き続き荒川
クリーンエイドに参加しまし

た。新入社員研修は「学習と貢献」をメインテーマにして実施
しておりますが、この活動に参加したことにより、肌で感じる
ことができたのではないかと思います。

京成押上線鉄橋上流（墨田区）／
野口有紀
　ブルームバーグの社会貢献プロ
グラムは、当社の企業文化の中核
となっており、世界202ヶ所で慈
善事業や非営利団体の支援をして

います。日本では多岐にわたる社会貢献プログラムの一環とし
て、2008年より荒川クリーンエイド・フォーラムとともに、
荒川清掃を年4回行っています。今後もこの活動を通じて、荒
川に生息する生物にとっても棲みやすい環境を整え、更に個々
人の環境に対する意識向上に努めていきたいと考えています。

堀切橋～千住
新橋(足立区）
／高橋弘和
　私たちの中
学校では、荒
川河川敷を授
業で使ってい

ます。商店街の真ん中に位置する私たちの学校は校庭がとても
狭いため、荒川河川敷はなくてはならない存在です。そんな荒
川河川敷の清掃活動は毎年恒例の行事です。生徒たちは汗だく
になりながらも、たくさんゴミを集めてきます。いつもお世話
になっている荒川河川敷に恩返しできたでしょうか。

木根川橋周辺（葛飾区） 
／鳴島里美
　私達リコーテクノシ
ステムズは、全国に拠
点があり各地域で一人
ひとりが、自ら積極的
に環境保全活動に参加
し取り組んでいます。

荒川クリーンエイドに参加して、ゴミの多さに驚きましたが、そ
の環境の中、力強く生息している昆虫を多く見ることができ感動
しました。生物がすみやすい環境になるように今後とも活動を継
続していきたいと思います。

木根川橋周辺(葛飾区）
／臼井裕美子
　新入社員の環境意
識や社会性の向上、
チームワーク力の育
成を目的に、荒川
クリーンエイド・
フォーラムの協力を

得て、体験型環境・ＣＳＲ研修に参加しました。新入社員から
は、「実際に現場を見ないと、どのくらいゴミ問題が深刻か分
からなかったので、体験できて良かった。直接ゴミ拾いをした
ことで、環境に対する意識が深まった。このような活動に今後
も参加したい。」などの感想が寄せられました。

あらかわ水辺公園
（葛飾区）／武舎利幸
　一般社団法人・東
京損害保険代理業協
会と申します。今年
は主催団体として４
回目のクリーンエイ
ドでした。昨年まで

は好天に恵まれていたのですが、今年は雨と強風に悩まされまし
た。開始時刻には雨は小降りになったのですが、強風は止まず、
「カウントしながらのクリーンエイド」ができませんでした。そ
れでも、事故やトラブルもなく、無事にクリーンエイドを終える
ことができて、良かったと思っております。

四ツ木橋上流(墨田区）／松本龍詞
　今回で７回目となります
が、毎回参加の方も多く、熱
意を持って活動しています。
初回から参加のメンバーは、
最初に比べてゴミが減ってい

るという実感があり、自らの行動がささやかでも環境をよくす
ることにつながっているという達成感を感じているので、それ
を周囲の人に話すことで生活する市民の意識を少しずつでも変
えていき、環境を守っていく大きな動きを助けたいと思ってい
ます。継続は力なり、ですね。

①11/26 ②30（25）人 ③12（4/4/4）袋 ④1個 
⑤台東区少年軟式野球連盟、台東区サッカー連盟（台東区スポーツ少年団）

①10/29 ②57(9)人 ③59（42/9/8）袋 ④５個

①10/23 ②12人 ③5（2/1/2）袋 ④6個

①10/15 ②53（2）人 ③12（7/3/2）袋

①10/8 ②19（5）人 ③12（7/3/2）袋 ④3個①10/1 ②208（5）人 ③42（25/7/10）袋 

①10/23 ②13（1）人 ③11（9/1/1） ④4個 
①10/29 ②153（100）人 ③78（40/20/18）袋

①5/21 ②78人 ③67（38/13/16）袋 ④17個 

〈 76 〉①4/21 ②16人 ③44（22/9/13）袋 ④20個
〈 77 〉①8/3 ②21人 ③12（9/2/1）袋 ④3個
〈 78 〉①10/14 ②6人 ③16（10/3/3）袋 ④5個
〈 79 〉①12/21 ②4人 ③7（5/1/1）袋 ④6個

①６/２４ ②４６８（４４４）人 ③61（24/21/16）袋 ④12個 

四ツ木橋周辺（葛飾区）／橋本浩基
①4/16 ②184（159）人 ③72（35/22/15）袋 ④65個
⑤葛飾区立中川中学校、JUNEC

①11/12 ②26（3）人 ③10（5/3/2）袋 ④6個 

①4/20 ②23人 ③53（31/7/15）袋 ④24個 

①②10/15 ②32人 ③35（19/10/6）袋 ④7個

〈 73 〉①5/14 ②68人 ③101（57/21/23）袋 ④24個
〈 74 〉①11/12 ②63（2）人 ③82（50/18/14）袋 ④45個

台東区教育委員会青少年スポーツ課 足立区、足立区荒川ビジターセンター

三井住友海上プライマリー生命保険（株）

一般財団法人 アールビーズスポーツ財団

足立成和信用金庫

あらかわエコフレンド 墨田区

東海東京フィナンシャル・グループ

ブルームバーグＬ．Ｐ．（学）足立学園中学高等学校

あらかわミズガキ隊

リコーテクノシステムズ（株）

（株）新生銀行

一般社団法人 東京損害保険代理業協会

（株）エックスワン

隅田川市民交流実行委員会

54 61

58

66

60

63 75

80
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68

69
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72
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京成押上線周辺
（墨田区）／川嶋輝彦
　2011年は弊社本社
の創立100周年を記
念し、全世界の社員ひ
とりひとりが「企業市
民」として地域への感
謝をボランティア活動

で実践する1年となりました。2008年から毎年恒例となって
いる当活動は、荒川の生態系を守る「荒川ネイチャーエイド」
活動と位置づけ、社員の環境への関心を高めるアイコン的活動
となっています。参加者はマイボトルを持参。ペットボトルゴ
ミへの理解を深めつつ、荒川の豊かな自然を体感しました。

平井大橋周辺
(江戸川区）／
堀越康
　今回は、平井
大橋の上流を清
掃しました。前
回に比べて全体

的にはゴミの量は少なかったと思います。ただ、タバコの吸い
がらが多く、その他にはバイク、自転車、車のタイヤ等があり
一人ひとりのマナーが重要だと思いました。また前回と場所の
違いからかペットボトルの数は減っていましたが、やはり家庭
ゴミの多さには驚きました。

木根川橋周辺（墨田区）
／田村政一
　かんぽ生命では、
１２月４日（日）木根
川橋周辺（墨田区八
広側）で、当社では初
めてとなる荒川クリー
ンエイドを実施しまし

た。参加者はペットボトル、飲料ビン、レジ袋などゴミの多さ
に一様に驚いた様子でしたが、活動した場所が目に見えてきれ
いになり、活動後はすがすがしい気分を味わうことができたよ
うです。きれいになった河川敷で、えさをついばんでいる野鳥
の姿がとても印象的でした。

下平井水辺の楽校（江戸川区）／
中嶋美南子
　台風１５号による上流か
らの大量のゴミ、いつもの
荒川とは違う様子にびっく
りしていた。柳の大木、小
型ボートを大勢で引き上げ
た。力のいるゴミの回収に

汗を流し、満足げであった。また一人では無理な事もみんなと
協力して、知恵を使うことも体験できた。「あら!!! びっくり
池」ではトビハゼの稚魚等をたくさん見つけることができた。
UPS社員のみなさんが昨年に続き参加した。

船堀橋上流（江戸川区）／澤村隆
　5月に引き続き、11/12日に今年度
2回目のクリーンエイドを実施させてい
ただきました。今回の参加者は日ごろお
世話になっている人や、呼びかけに応じ

てくれた中学生、社員を含め、総勢107名になりました。また、午前
中のゴミ拾いに続き、午後より草刈りも行いましたが、ほとんどの方
が、午後の作業も参加してくれました。参加者の感想を聞くと、今年
は台風の影響などで、「大きいゴミが多い」とか「相変らずペットボ
トルが多い」という感想を多く聞きました。今後も豊かな自然を残す
ため、たくさんの方々に参加を呼び掛けていきたいと思います。

船堀橋下流（江戸川区）／高橋国大
　ジョンソンコントロールズでは、Blue 
Sky Involveプログラムとして、環境保
護（資源の効率活用）、従業員のリー
ダー育成を目的に地域社会と環境保護に

フォーカスしたボランティア活動を支援し、各種イベントに参加
しています。社内の有志とその家族が集まり、昨年に続き荒川ク
リーンエイドに参加しました。ゴミの量が多く拾い集めるのに苦
労しましたが、いろいろ学べて、充実した時間を過ごせました。

船堀橋下流（江戸川区）／御園麻耶
　日本クラフトフーズはガムのクロ
レッツなどを製造販売しているアメ
リカの会社です。毎年`Delicious 

Diff erent Week`といって日本を含む全世界のクラフト社がボランティ
ア活動を実施しています。その一つとして、今回は36名で荒川の清掃
活動と外来種であるオオブタクサの除草を行いました。今年は台風の影
響でゴミが多かったためか、約1時間で49袋のゴミと18袋の粗大ゴミ
を集めることができました。一人だと時間がかかることも、みんなで協
力するとあっという間に終わり、協力することの大切さとゴミをできる
だけ出さないようにする必要性を実感することができました。

京成押上線下流
（墨田区）／
山田昌輝
　SMBC日興証
券では「Green 
Week」という環
境保全、社会貢献
活動強化期間を設

け、活動への参加を通じて、CSRへの理解及び地域社会や参加
者同士の交流を図っています。2回目の参加となる今回は155
名が参加しました。想像以上のゴミの多さに驚きの声も多く、
清掃活動の大切さを実感しました。また、一人ひとりが少しで
もゴミを出さない、捨てないようにすることも大事なのだとい
う気付きにもなりました。

平井大橋上流（江戸川区）／
伊藤義人
　今回で１７回目の活動
となりました。当日は、
ローソングループ各社、
お取引先さまの社員や家
族など100人（大人75
人・子ども25人）が活

動に参加しました。開始直前の雨によりプログラムを短縮しま
したが、散乱ゴミ42袋と粗大ゴミ12点を回収することができ
ました。清掃活動後は、環境問題や荒川の自然に関するクイズ
大会を行い、参加者に楽しみながら学んでもらいました。

下平井水辺の楽校（江戸川区）
／山田直人
　本校では8年前より荒川
学習に取り組んでおり、ク
リーンエイドも率先して活
動しております。ただゴミ
拾いするだけでなく、ゴミ

が荒川の自然や生態系にどのような影響を及ぼすのか考えさせる
こともできました。8年間の積み重ねが、子ども達の荒川への意
識を高めています。

下平井水辺の楽校
（江戸川区）／中村眞澄
　平井小学校４年生の
「総合的な学習の時間」
の一環として、クリーン
エイドに参加させていた
だきました。これまでに

も、子ども達は昆虫探しや植物観察などで荒川を学習していま
したが、今回のゴミ拾い・調査をすることで、「荒川を大切に
したい」という気持ちが強まったようです。引率した職員一同
も、参加した子供たちが社会に出るころには、もうゴミを拾う
必要がないクリーンな荒川になっていることを願っています。

小松川橋周辺(江戸川区）／
亀山久雄
　著名人からなる「富士山
大好き！百人の会」が、故
郷の山や川や海、街など身
近なところから環境アク
ションを起こそう！と呼び

かけた「ふるさと清掃運動会」は全国で実施され、今年は約3万
人が参加。何度もの下見の結果、甚大なゴミの量で荒川小松川橋
周辺での実施を決めました。当日は、地元住民、少年野球の子ど
もたち、東芝ソリューション(株)からは従業員や家族らも大勢参
加。実行委員会委員長である王貞治氏ら著名人も参加しました。

船堀橋上流(江戸川区）／原田真佐子
　９月の台風や前日等の雨風の影響
なのでしょうか、かなりのゴミの数
が川原に集まっていました。驚いた
のは粗大ゴミの種類と数量の多さで

す。ブラウン管テレビは6台、冷蔵庫も食洗機もあります。上流か
ら流されてきたのだろうと思わせるものは自転車が骨だけになっ
ている姿や、桟橋の人が乗り降りする部分だけがあることです。
ペットボトルもかなりの量が流れ着いた姿で集まっていました。

〈 81 〉   ①6/18 ②35（6）人 ③55（28/13/14）袋 ④45個
〈 103 〉①12/3 雨天中止 

京成押上線周辺（墨田区）／山田義博
①10/29 ②33（2）人 ③39（22/9/8）袋 ④1個  ⑤渡辺パイプ（株）

①6/4 ②109(2)人 ③50（22/15/13）袋 ④7個

①12/4 ②14（1）人 ③33（15/11/7）袋 ④15個

〈 90 〉①4/9 ②6人 ③8（6/2/0）袋 ④13個
〈 91 〉①6/5 ②41（20）人 ③22（17/2/3）袋 ④18個
〈 92 〉①10/16 ②45（7）人 ③38（19/8/11）袋 ④18個
　　　　⑤ユーピーエス・ジャパン（株）

平井大橋周辺(江戸川区）／村山哲章 
①8/22 ②3人 ③3（1/1/1）袋

  ⑤小岩四中、松江五中、古田土会計事務所、駿河屋、篠崎中学校
〈 100 〉①5/1 ②142（55）人 ③111（77/9/25）袋 ④24個
〈 101 〉①11/12 ②111（15）人 ③138（77/26/35）袋 ④34個

①11/3 ②21（5）人 ③36（20/8/8）袋 ④36個

①②10/4 ③36人 ④50（27/7/16）袋 ⑤18個 

①10/29 ②155(10)人 ③195（97/33/65）袋 ④69個

①11/6 ②100（25）人 ③42（22/14/6）袋 ④12個 
⑤（株）ローソン、ローソンユニオン、（有）KMS,ローソングループ各社

〈 93 〉①2/22 ②45（43）人 ③12（4/4/4）袋 ④13個
〈 94 〉①11/14 ②111(105)人 ③26（13/8/5）袋 ④17個

①10/14 ②54（46）人 ③23（11/5/7）袋 ④2個 

下平井水辺の楽校（江戸川区）
①9/13 ②65（62）人 ③37（12/13/12）袋

木下川排水機場～ロックゲート（江戸川区）／ 谷川貞夫 
①11/13 ②600人

①10/30 ②800人 ③931（544/202/185）袋 ④310個

①10/23 ②30（16）人 ③40（12/12/16）袋 ④28個 

日本アイ・ビー・エム（株） 小松川信用金庫

一般財団法人 建築ビジョン

（株）かんぽ生命保険
下平井水辺の楽校

TM

島村運輸倉庫（株）

江戸川・生活者ネット、
ガールスカウト２１５団

ジョンソンコントロールズ（株）

日本クラフトフーズ（株）

SMBC日興証券（株）
ローソングループ

江戸川区立平井東小学校

江戸川区立平井小学校

江戸川区立小松川小学校

小松川平井連合町会

ふるさと清掃運動会実行委員会、
NPO法人荒川クリーンエイド･フォーラム
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都営新宿線周辺（江戸川区）／
神成尚亮
　５月２９日（日）、「２４
時間テレビ」の地球環境保護
支援の一環として、ＡＣＦと
の共催で「荒川クリーンエイ

ドアクション」を実施しました。４度目の開催となった今年
は、生憎の雨模様の中１２７人の参加者と１０９袋分の散乱ゴ
ミ、テレビやミシンなど３２点の粗大ゴミを回収しました。清
掃活動後には環境教室を実施。荒川河川敷に生息する生き物・
植物と触れ合いながら、人の手によって“守られる環境”と
“壊される環境”について考える時間にもなりました。

葛西橋上流（江戸川区）／
木村実
　ペットボトルや食品のトレ
イなど日常生活で使用してい
るゴミが非常に多いことが分
かった。日頃から使い捨て容
器を使わないように意識改革
が必要だと思います。

中土手五色池(江戸川区）／清水剛太
　江戸川区立大杉小学校です。本
校では３・４年生が、総合的な学
習の時間で、環境教育の一環とし
て、年４回荒川中土手探検を行っ
ています。その中でクリーンエイ
ド活動をしています。身近なゴ

ミ。私たちにとってはささいで、１つのゴミにすぎないかもしれ
ない。だけどそのゴミで生物はけがをし、命の危険にさらされる
こともあります。川や池の水も汚されています。こんなことを一
緒に考えながら、子どもたちの生活に生かす取り組みです。

都営新宿線周辺
（江戸川区）／
柳田将
　住友生命で
は、「CSR経営
方針」の枠組み

の一つである「スミセイ環境方針」を踏まえ、職員による環境
ボランティア活動を実施しております。今回の活動には、地球
環境保護に取り組むとともに、職員のボランティアマインドの
一層の醸成を図るために参加いたしました。河川敷のゴミの多
さに驚くとともに、ゴミの排出について考える好機となりまし
た。この度のクリーンアップ実施にあたり、多大なるご協力を
いただきまして誠にありがとうございました。

中土手五色池（江戸川区）／
佐藤正兵
　今年は台風15号の影響
で荒川本流の護岸にたく
さんのゴミが打ち上げら
れ、それをみんなで拾い
ました。大きな柳の木が
折れたり倒れたりで後片

付けが大変でした。また、3.11地震では液状化で砂が吹き出し
ました。中土手の会は、1996年からここを管理していますが、
こんな事態は初めてです。環境学習で季節ごとに訪れる大杉小学
校３.４年の子どもたちが近くに「ゴミを捨てないで」と看板を
出してくれました。効果のほどは？

清砂大橋下流（江東区）／中町友一
　今回で４回目の参加となり、昨年同
様700人余りのボランティアで、清
掃活動を行いました。秋の晴天にも恵
まれ、清々しい気持ちで実施すること

ができました。全体としては、昨年よりゴミが減ったという意見が多
いものの、川辺にある石の間に、かなりゴミが詰まっているとの感想
も多く寄せられました。一人一人が環境への意識を高めると共に、今
後も地元での社会貢献活動を継続して参りたいと考えております。

荒川砂町水辺公園(江東区）／柴重徳
　佐川急便では、さまざまな環境保全
活動や環境啓発活動を実施していま
す。その中で、地域美化を目的に「ク
リーンアップデー」に取り組んでお
り、その延長として荒川クリーンエイ

ドに参加させていただきました。２回目となる今回は、清砂大橋周
辺の清掃活動を行いました。そこでは、家庭ゴミをはじめ、さまざ
まな種類のゴミが大量に散乱しており、特に川沿いに集中していま
した。今後も周辺地域の環境を守る活動を続けていきたいです。

葛西海浜公園西なぎさ（江戸川区）／
橋爪慶介
　９月に入り関東地方で豪雨が続い
ているため、河川からの大変たくさ
ん多くの漂着ゴミが漂着していまし

た。粗大ゴミも多く、今年最多量のゴミの量でした。２時間半を
超えるクリーンアップで、目につく漂着ゴミはほとんど収集する
ことができました。個人参加で初めて参加された方も多く、ゴミ
の多さにインパクトが強かった様子で、循環型社会を築き上げて
いくことの大切さを身をもって実感していただけた様子でした。

葛西橋下流（江東区）／広川隆司
　集合時の天候が小雨だったため決行としたが、開始と同時に本降りの雨
になってしまった。そのため、参加者が少なかったことが残念な点であ
る。しかしながら、参加者の方々のご協力もあり、ゴミ回収の成果は大い
にあげられた。参加者の方々からは「大小問わず生活ゴミが多くて驚い
た。」「粗大ゴミよりも小さな生活ゴミが気になった。」といった声が寄
せられ、身近な生活ゴミの環境への影響について考える機会となった。

葛西海浜公園東なぎさ
（江戸川区）／中嶋美南子
　葛西海浜公園東なぎさ
は、一般には立ち入りの
出来ない自然保全地で、
2001年から地元の内湾
漁協と東渚・鳥類園友の
会が中心となってゴミ拾

いを始め、2004年からえどがわエコセンター自然委員会が船
をチャーターして年1回クリーン作戦を実施している。今回は
大型冷蔵庫や魚網などの粗大ゴミが多く見られたが、全般的に
はゴミの量は減少しており、絶滅危惧種のカラシラサギの飛来
もみられ、自然の回復が進んでいることが分る。

葛西海浜公園東なぎさ（江戸川区）／飯田陳也
　東京都の内湾にある6つの漁協の青年部が始めた海浜の清掃活動の呼びかけに、臨海公園で
探鳥会を続けていた野鳥の会のメンバーが人集めを担当してスタートした。現在では鳥類園友
の会が人集めの中心となり荒川クリーンエイドの一端を担っている。

①5/29 ②127（14）人 ③109(57/26/26）袋 ④32個

①11/5 ②22人 ③40(24/4/12)袋 ④2個 ⑤松尾建設

〈 108 〉①7/5 ②102（94）人 ③6（3/3/0）袋
〈 109 〉①10/13 ②104（95）人 ③8（5/3/0）袋 ④9個

①都営新宿線下流（江戸川区）／坂本寿男　①11/19 ②40人

〈 65 〉 堀切橋下流（葛飾区）、〈 67 〉 四ツ木橋下流（葛飾区）
①10/15 ②280人

京成押上線周辺（墨田区）／藤谷浩臣　①10/22 ②36人

千住新橋上流（足立区）／高橋円　①10/22 ②120人

笹目橋下流（板橋区）／船山紀幸 ①10/22 ②20人

黒目川・浜崎黒目橋（朝霞市）／藤井由美子　①10/22 ②20人

〈 41 〉岩淵赤水門周辺（北区） ①4/23 ②10人 ③5（3/1/1）袋
〈 55 〉千住新橋周辺（足立区） ①8/9 ②3人 ③12（4/4/4）袋
〈 56 〉千住新橋周辺（足立区） ①9/10 ②21（1）人 
             ③18（12/2/4）袋 ④12個
〈 57 〉千住新橋周辺（足立区） ①11/26 ②11人 
             ③26（15/2/9）袋 ④12個

  新砂干潟（江東区）／本多忠之　
〈 125 〉①5/21 ②22（1）人 ③18（9/6/3）袋
〈 126 〉①7/24 ②42（16）人 ③15(8/7)袋 ④7個
〈 127 〉①11/20 ②15人 ③37（32/5）袋  ④12個

木根川橋周辺（墨田区）／杉崎広信　①10/15 ②50人

千住新橋緑地（足立区）／関谷芳久　①10/23 ②20人

河原町原っぱ（川口市）／西尾三枝子　
〈 24 〉 ①4/23 ②30人　〈25〉 ①10/22 ②25人

木根川橋下流（葛飾区）／山下潤　①11/19 ②60人

〈 46 〉 扇大橋少年運動場、〈 52 〉 西新井橋野球場（足立区）／
白石政昭 ①11/6 ②600人

①11/5 ②435人 ③457（232/94/131）袋 ④113個

①②11/20 ③13（5）人 ④8（4/2/2）袋  ⑤10個 

①11/12 ②740（40）人 ③189（101/55/33）袋 ④43個

①10/1 ②15人 ③30（11/7/12）袋 ④5個

  ⑤日本野鳥の会東京、リコーテクノシステムズ（株）、ＴＯＴＯエンジニアリング（株）、
  ＷＤＡＪ、ハイレル、TOTOメンテナンス（株）
〈 114 〉①4/16 ②9人 ③6袋 ④6個
〈 115 〉①5/21 ②22人 ③14袋 ④6個
〈 116 〉①6/18 ②26（2）人 ③34袋 ④9個 
〈 117 〉①7/16 ②22（3）人 ③26袋 ④2個
〈 118 〉①8/20 ②21（5）人 ③43袋 ④15個
〈 119 〉①9/17 ②77（6）人 ③102袋 ④37個
〈 120 〉①10/15 雨天中止〈 121 〉①11/20 ②19（4）人 ③17袋 ④9個

①11/19 ②18人 ③12（6/4/2）袋 ④6個

①6/25 ②58（2）人 ③26（15/5/6）袋 ④12個

①11/8 ②110人 ③47（29/6/12）袋 ④20個 

江戸川区土木部計画課、NPO法人え
どがわエコセンター、いきごみクラブ

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム

江東エコリーダーの会西なぎさ発：東京里海エイド

NPO法人えどがわエコセンター
自然共生社会づくり委員会

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

「24時間テレビ」チャリティー委員会、
NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム

江戸川区立大杉小学校

（株）キャプティグループ

荒川を考える葛飾区民会議・葛飾区

シティグループ

（株）日立ビルシステム

（株）ファミリーマート

黒目川に親しむ会

松山油脂（株）

東京白鴎・城北・西新井・
足立中央ライオンズクラブ

（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

（株）藤商事

荒川区教育委員会社会体育課

住友生命保険（相）

中土手に自然を戻す市民の会

（株）りそな銀行 首都圏地域

佐川急便（株）

江東区土木部水辺と緑の課

41,55～57

125～127114～121

112

111

113

105

108,109

107

65,67

82

53

26

18

86

62

24,25

71

46,52

106

110

124

123

122

★以下は雨天中止、または2012年1月以降に延期
（①実施予定日 ②参加予定人数）

会場No.  実施団体名 市民団体 企　業 学　校自治体・行政 （①実施日 ②参加人数(子ども人数) ③ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル） ④粗大ゴミ数 ⑤参加団体） 

荒川クリーンエイドの運営

荒川クリーンエイドの仲間たち
荒川クリーンエイドの運営

荒川クリーンエイドの仲間たち


