
  
 

デザイナーさんとロイヤリティ 50%で契約したのですが

（購入者は約 50 人）1,000 円しか払えていません。 

かわいそうだと思った皆さん・・・ご購入ください！？ 

気になる！？ 

荒クリ公式萌えキャラ作ってます☆彡 

次は「萌えキャラだ！」 

荒クリはどこへ向かおうとしているのか・・・ 

ご心配の皆さん・・・安心してください！（古い） 

もうすぐ萌えキャラができますよ！！ 

↑ニヤつきながら 

萌えキャラを描くふじも 

クリックだけで 
無料！簡単！支援♪ 

※募金は荒川の環境保全に活用します。 

応援する！ 
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●ボランティアスタッフ、インターン生随時募集！ 
事務局業務をお手伝いいただける方募集中！データ入力、 
発送作業など、荒川での清掃活動サポートなど。 
お気軽にお問合せください。 

●活動を応援ください 

●会員募集中 
活動の主旨にご賛同いただける個人・団体の皆さまを募集中 
  
年会費  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 

いまむ 

ふじも

はるみん 

 トビハゼの写真を撮りに干潟に意気揚々と

網を持ちつつ、自転車を漕いでいく彼は、ふ

と 30 代も半ばを過ぎていることに気が付い

た…らしい 

 荒クリ３年目。大学生の時は「どうしたら

楽に生きられるかばかりを考えていまし

た。」という彼にとってあらくりの活動は正

反対…らしい 

 ACF 事務局歴〇十年、ベテラン事務局員

がいなくなった現在、生き字引的な存在の彼

女。最近面白かった漫画は「聖☆おにいさ

ん」。ありえない設定に感動♪…らしい  

長年ファッション業界に身を置いて来た彼だ

が、今はそんな世界とはほど遠い、青いツナギ

に身を包みクリーンエイドにいそしむ。「ツナ

ギ姿の自分、嫌いじゃないですョ♪」…らしい 

いがらん 

クリック募金

【編集後記！】今回のニュースレターは如何でしたでしょうか？？

4月から事務局長が交代して局内の雰囲気も変わりました。どんな

風に変わったか？？…この季刊誌から雰囲気が伝わっていましたら

嬉しいです。 （いがらん） 
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荒川で ちょっといいこと ごみ拾い
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鉄人の異名を持つ御年 74 歳の代表理事。

メールの文字変換が少し苦手なお茶目な文書

家でもある。指導的立場の人はそれぐらいの

欠点があった方が良い…らしい 
しょっぺいさん 

あらくりスタッフ紹介 

ラフ 

LINE スタンプの売上！？ 
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★鴻巣市   鴻巣の環境を考える会         大芦橋～御成橋          11/23(木) 

★東久留米市 黒目川クリーンエイド実行委員会 新小金井街道周辺        10/22(日) 

★川口市      川口市役所建設部建設管理課   荒川運動公園       11/12(土) 

★板橋区  ふるさと清掃運動会実行委員会        笹目橋下流右岸            10/7(土) 

北区  北区水辺の会                                                 北区子どもの水辺   毎月第三土曜日 

★北区     ボーイスカウト東京連盟    岩淵水門周辺右岸            9/24(日) 

          城北地区北第 11 団 

★北区    北区土木部道路公園課       新荒川大橋下流右岸      10/29(日) 

北区  都立桐ヶ丘高校              新荒川大橋上流右岸         11/7(火) 

足立区  足立成和信用金庫   千住新橋下流左岸          9/2(土) 

★足立区   荒川クリーンエイド・フォーラム  千住新橋周辺右岸          9/3(日) 

足立区  (株)セブン銀行   堀切橋上流右岸        9/30(土) 

足立区   (NPO)ハンズオン東京                                   千住新橋周辺左岸       10/6(金) 

足立区      ジブラルタ生命保険(株)       東武伊勢﨑線下流右岸     10/7(土) 

★足立区  足立区本木・水辺の会   扇大橋下流左岸         10/14(土) 

★足立区   日本 KFC ホールディングス(株)   扇大橋下流右岸            10/18(水) 

★足立区   (株)セイコーファシリティズ         扇大橋下流右岸            10/21(土) 

足立区  エヌ･ティ･ティ･ビジネスアソシエ(株)伊勢崎線周辺右岸      10/21(土) 

足立区   尾久の原愛好会               扇大橋下流右岸      10/22(日) 

★足立区  台東区教育委員会スポーツ振興課    千住新橋上流右岸          11/5(日) 

       葛飾区     (NPO)ハンズオン東京                        四ツ木橋周辺左岸        9/29(金) 

★葛飾区   (一社)東京損害保険代理業協会           平井大橋上流右岸         10/7(土) 

★葛飾区   葛飾区都市整備部調整課                新四ツ木橋周辺左岸      10/21(土) 

 

 

 

 

参加者 
1 万人以上 

市民・企業 

学校・行政 

協働 

上流 

中流 

下流 
参加団体募集中！ 
荒川を綺麗にするには沢山の

人の力を合わせる必要があり

ます！今年も皆さまのご参加

をお待ちしています！！ 

クリーンエイドは Clean＋Aid の造

語。ごみを拾って綺麗にして、自然

や生き物を助ける活動です！！ 

 

9/10（日）「ペットボトルの大捜査線」 

 

9/9（土）「バッタとなかよし」参加者募集中！ 

 

トビハゼプロジェクトへのご協力ありがとうございました。頂戴しまし

た資金をもとに、泥干潟保全大作戦は 11 月 3 日（祝）に実施予定です。

「現場」にぜひ足をお運びください(＾◇＾) 

トビハゼ救援活動 

 

9/27（水）「兼廣先生の第 3 回プラスチック学習会」

※各イベントの詳細・申込み情報はホームページをご確認ください！！ 

★印は一般参加可能な会場です♪ 

 

10/9（祝）「クリーンエイド体験会＠下平井水辺の楽校」

Arakawa Clean-aid Forum News 3Arakawa Clean-aid Forum News 2

荒川クリーンエイド主催イベント 検 索

■時間：10：00～12：00（小雨決行・雨天中止） 

■持ち物：汚れてもよい動きやすい服、運動靴や長靴、帽子、 

軍手、水筒、捕虫網、虫かご など 

■参加費：大人 300 円、子ども 100 円（4 歳未満は無料） 

■要予約先着 40 名 

◎詳しい情報は 

自然観察の達人と一緒に秋の虫た

ちをたくさん探してみませんか？ 

もしかすると珍しい虫にばった
．．．

り 

会えるかもしれませんよ？ 

・・・(笑) 

■時間：10：00～12：00 

（小雨決行・雨天中止） 

■場所：木下川橋周辺右岸 

（京成押上線八広駅徒歩 10 分） 

■詳細・申込情報は： 

只今、「荒川あちこちクリーンエイド」で

は通常の調査カードを使った調べるごみ拾い

に加え、ペットボトルごみの「中味の調査」

を実施しています。社会とごみの関わりを調

べる調査活動を一緒にしてみませんか！！ 

荒川クリーンエイドは 1994 年に始まり今年で 24 年目！ 
毎回参加者の皆さんから大変な好評を博して

いる兼廣先生の学習会ですが、次回は「プラス

チックに使われる添加剤」についてお話し頂く

予定です。少人数制で定員 25 名となっていま 

すのでお申込みはお早めに！！ 

■時間：18：00～20：00 

    （受付 17：45～） 

■場所：タワーホール船堀 

（都営新宿線船堀駅北口目の前） 

■詳細・申込情報は： 

  

このイベントは本来、荒川クリーンエイドに

まだ参加したことのない人にお試し経験しても

らうことが主旨ですが、実はリピーターが断然

多い人気イベントです。今年も沢山の方のご参

加をお待ちしています！ 

■時間：10：00～12：00 (受付 9:45～) 

※午後は下平井水辺の楽校スタッフによる 

自然環境教室が行われます 

■場所：下平井水辺の楽校（JR 平井駅徒歩 15 分）

■詳細・申込情報は： 

   

第 19 回荒川あちこち 検索

バッタとなかよし 2017 検索

第 3 回兼廣先生学習会 検索

下平井水辺の楽校体験会 検索

★墨田区     荒川クリーンエイド・フォーラム     木根川橋周辺右岸      9/10(日) 

墨田区    グローリー(株)                                                        新四ツ木橋下流右岸        10/14(土) 

墨田区     松山油脂(株)          木根川橋周辺右岸      10/21(土) 

★墨田区      墨田区スポーツ学習課          四ツ木橋周辺右岸     10/28(土) 

★墨田区   (株)エックスワン      四ツ木橋周辺右岸         11/12(日) 

江戸川区  (一社)東京都トラック協会     船堀橋上流右岸             9/3(日) 

★江戸川区   DEXTE-K          葛西海浜公園西なぎさ             9/9(土)他 

江戸川区  下平井水辺の楽校     総武線下流右岸           9/10(日)他 

江戸川区  江東区立第五大島小学校                   都営新宿線下流右岸      9/15(金) 

江戸川区  日本水産(株)       都営新宿線下流左岸        9/24(日) 

★江戸川区  東京ローターアクトクラブ       葛西橋上流左岸                    10/7(土) 

★江戸川区  下平井水辺の楽校   総武線下流右岸      10/9(祝) 

江戸川区  SMBC 日興証券(株)      都営新宿線周辺右岸   10/15(日) 

★江戸川区     損保ジャパン日本興亜(株)    都営新宿線下流左岸      11/3(祝) 

江戸川区  住友生命保険(相)      都営新宿線周辺右岸       11/11(土) 

★江戸川区     江戸川･生活者ネットワーク               船堀橋上流右岸                      11/12(日) 

★江戸川区  江戸川区土木部   葛西橋上流左岸     11/16(木) 

★江戸川区  鴻池運輸(株)           平井大橋周辺右岸    11/18(土) 

★江戸川区          中土手に自然を戻す市民の会                  総武線下流左岸                       11/19(日) 

★江東区   江東区土木部施設保全課      葛西橋下流左岸         10/21(土) 

実施予定会場 
8/17 時点、申込団体

荒川クリーンエイド 2017 検索

参加団体随時募集中！（実施日の 3 週間前までにお申し込みください！） 


