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「ふるさと清掃運動会」実行委員会事務局

王貞治さんからのメッセージ
第 11 回「ふるさと清掃運動会」〜環境アクション 2017 〜

荒川でちょっといいことゴミ拾いに
参加された皆さんへ

参加の呼びかけ

環境 心
は

ふるさとの山や川、海、町の環 境を守り、
子どもたちに美しい日本を残していこうと「ふ
るさと清掃運動会」への参加を呼びかけて今
年で 11年目になります。これまで呼びかけに
賛同し、行動を起こした全国の市民、学生、
企業の方々は 24 万人を超えました。1 人ひとりができることは
小さくても、たくさんの人が参加すれば大きな力になります。
埼玉・東京を流れて東京湾に注ぐ荒川をもっと美しくきれい
な川にしようと今年もたくさんの人が参加してくれました。環境

方々は24 万人を超えました。
私たちのふるさとの山や川、海、町の環境を守り、子どもたちに美しい日本を残していくため、環境ア
クションをおこしましょう。
活動の輪をひろげ、絆を深め、よりいっそう大きな運動会にしましょう。
山や川で活動している人たちがそれぞれの分野で幅広いネットワークを作りましょう！ そうして大勢
の仲間がいることに自信を持ちましょう。

だ

は心です。身近なところからきれいにしょうとすれば、それが

ふるさと清掃運動会は今年11回目となります。これまでに賛同し、行動した全国の市民、学生、企業の

大きく広がり、美しい東京そして日本へと繋がっていきます。
ふるさと清掃運動会のオリジナル手拭いを荒川でちょっとい

一人ひとりができることは小さくても、たくさんの人が参加すれば大きな力となります。

いことゴミ拾いに参加された皆さんへ感謝の気持ちを込めて

みんなが企画、行動した内容は実行委員会事務局にお知らせください。

準備しましたので、お受取りください。

ウェブや報告集を通じて参加チームの活動を全国に知らせ、行動する仲間の輪をもっともっと広げます。

今年は、スケジュールの都合上、皆さんと一緒に清掃活動
することができなくて残念です。この活動が大きく広まるよう、
皆さんのご協力をよろしくお願い致します。
2017年 10月7日

ふるさと清掃運動会実行委員長

呼びかけ人代表

王貞治

東京都知事小池百合子さんからのメッセージ
第 11回清掃運動会「荒川でちょっといいことゴミ拾い」のご開
催を、心よりお慶び申し上げます。

福岡ソフトバンクホークス会長

王 貞治

本年も多くの方々がご参加されていることと存じます。日頃より
地域の清掃運動会にご尽力されている皆様に、改めて誠意を

富士山クラブ理事長、高野連前会長

奥島 孝康

アルピニスト

野口 健

表します。ご参集の皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り
いたします。
東京都知事

小池百合子

ふるさと清掃運動会とは
著名人からなる「富士山大好き！ 百人の会」が
から日本を変える

「富士山大好き！ 百人の会」会員名簿
富士山

参加方法は簡単で、身近な所で清

を合言葉に、ふるさとの山、川、海、湖

掃活動や植林、森づくりなど環境ア

沼、街など身近なところから環境アクションを起こそう！ と

クションを計画して事務局にエント

2007 年、全国の市民、学生、企業で働く人たちに呼びかけま

リー。計画内容はホームページを通

した。毎年 10 月を集中月間に、もうひとつの運動会を行おう

じて全国に知らせます。活動後は活

というもの。

動内容と写真を事務局に送っていた

実行委員長は王貞治さん。実行委員会は市民団体、企業、学
生ボランティアなどで構成しています。「ふるさとん」は当運
動会のキャラクターです。
これからのエコ運動の在り方はネットワーク型の運動形態が

2007 年の第 1 回から第 10 回の昨年までにのべ 24 万人
以上が 47 都道府県で環境アクションを起こしました。今年で
25 万人を超える運動を展開しました。

求められます。中央集権型の運動は根付きにくく、運動のエネ

実行委員会はこれまで東京湾岸大清掃作戦や富士山麓での清

ルギーも湧いてきません。それぞれの地域で、市民やサークル、

掃活動、また長崎県対馬で「日韓海岸清掃フェスタ」を実施。

学校、スポーツ団体、企業などさまざまな団体が自主性、自発

人為的境界線を越えた環境活動をも展開してきました。東日本

性を基本とするボランティア活動でネットワーク型ないしスク

大震災に対する復興支援活動では福島県いわき市で展開してい

ラム型の運動を構築していこう、との思いで運動を提起しま

るオーガニックコットンプロジェクトを支援しています。

した。
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だき、それらを報告集にまとめて参加団体にお送りします。

浅野 秀則（フォーシーズ社長）
朝比奈 豊（毎日新聞社グループホールディングス会長）
阿知波 悟美（俳優）
雨谷 麻世（ソプラノ歌手）
天野 紀子（ヴァイオリニスト）
飯塚 十朗（全日本アーチェリー連盟顧問）
石田 純一（俳優）
江頭 啓輔（三菱ふそうトラック・バス特別顧問）
王 貞治（福岡ソフトバンクホークス会長）
奥島 孝康（白鴎大学学長・ボーイスカウト日本連盟理事長）
岡 佐和香（舞踏家）
岡崎 朋美（元スピードスケート選手・五輪メダリスト）
岡田 武史（日本サッカー協会副会長）
小椋 ケンイチ（タレント）
小田 晋吾（インターネットイニシアティブ社外取締役）
風間 深志（冒険家）
加藤 登紀子（歌手）
金丸 康信（テレビ山梨社長）

神田 紫（講談師）
岸井 成格（ジャーナリスト）
清宮 克幸（ラグビー・ヤマハ発動機ジュビロ監督）
小池 百合子（東京都知事）
後藤 高志（西武ホールディングス社長）
五味 康昌（三菱 UFJ 証券ホールディングス特別顧問）
西郷 輝彦（俳優）
嶌 信彦（ジャーナリスト）
関口 太郎（世界グランプリライダー）
平良 朝敬（かりゆしグループオーナー）
辰野 勇（モンベル社長）
谷 公夫（ドコモ・システムズシニアアドバイサー）
田原 総一朗（ジャーナリスト）
中津川 丹（元ドコモ・システムズ社長）
中畑 清（プロ野球解説者）
仁坂 吉伸（和歌山県知事）
西川 治（富士学会名誉会長）
野口 健（アルピニスト）

野末 陳平（元参議院議員）
日枝 久（フジテレビ相談役）
日高 良実（イタリアンシェフ）
雛形 あきこ（俳優）
降矢 組人（画家）
堀内 光一郎（富士急行社長）
舞の海 秀平（スポーツキャスター）
増永 広春（書家）
丸一 仙三（太神楽師）
三浦 雄一郎（冒険家・プロスキーヤー）
水野 隆徳（奈良学園元理事）
宮内 義彦（オリックスシニアチェアマン）
石山 五郎（相撲博物館館長）
MEGUMI（タレント）
山田 まりや（タレント）
吉村 作治（エジプト考古学者）
リピート 山中（シンガーソングライター）
若村 麻由美（俳優）

ふるさと清掃運動会実行委員会
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ふるさと清掃運動会実行委員会企画

荒川

でちょっといいこと

10 月 7 日（土）東京都板橋区戸田橋緑地

１日

閉会式

ゴミ拾いの

15:30 ～
荒川クリーンエイド代表理事
佐藤正兵さんからゴミ集計の
報告がありました。

開会式

13:00 ～
ふるさと清掃運動会実行委員
長代行奥島孝康さんが開会
の挨拶を行い、続いて東芝ソ
リューションの錦織社長、板
橋区副区長の橋本正彦さんが
挨拶。荒川クリーンエイドの
五十嵐さんより清掃運動会の
意義と作業の注意事項などを
述べました。

荒川クリーンエイド代表理事の
佐藤正兵さん

ふるさと清掃運動会実 行委員長
代行 奥島孝康さん

東芝ソリューション社長の
錦織弘信さん

「ふるさと清掃運動会」実行委員
会事務局長の三上秀幸さん

板橋区副区長の橋本正彦さん

学生ボランティア企画集団NUTS
の酒井将志さんと佐藤和佳奈さん

早稲田大学ボランティアセンター
所長 村上公一さん

荒川クリーンエンド事務局の
五十嵐実さん

ラジオ体操
13:20 ～

清掃作業開始前に、身体をほぐ
すためにラジオ体操をしまし
た。ケガのないようにしっかり
とストレッチすることが大切
です。

結果発表

ふるさと清掃運動会 (2017.10.7 実施） ゴミ回収結果
ブロック

清掃スタート
13:30 ～

回収したゴミ

赤

青

黄

東芝ソリューションA 東芝ソリューション B 東芝ソリューション C

白

緑 黒

企業・市民団体・
少年野球連盟など

IT スポーツ連盟
企業・市民団体など

合計

燃やす

78

91

96

39

37

341

燃やさない

11

4

5

3

3

26

ペットボトル

32

33

70

19

31

185

缶

22

42

70

12

16

162

5

9

31

11

9

65

37

26

23

17

21

124

参 加 者700人 が6ブ ロ ッ ク に
分かれて活動開始。

ビン
粗大ごみ

552 大袋計

227 小袋計

粗大ごみ

少年野球教室・釣り教室
今年はあいにくの天候の
ため、
少年野球教室は中止
となり、釣り教室も小規模
な開催となりましたが、参
加してくれた各チームの
選手達は清掃活動で多い
に活躍してくれました。
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自転車と部品

8

敷物

1

大型シート

0

バイク

2

プラケース・カゴ

2

ビールケース

1

潤滑油缶・ボトル

11

カゴ（プラ以外）

3

物流用パレット

2

タイヤ

10

ポリタンク

13

ガスボンベ

2

テレビ

1

ガスコンロ

2

一斗缶・ペール缶

2

音響機器・ラジカセ

1

ゴルフバック・用品

3

ドラム缶

2

調理家電（電子レンジなど）

9

園芸用品

1

消火器

1

ポット

2

建築・工事用資材

ヘルメット

1

家具

4

コーン（工事用標識）

2

ホース

1

ロッカー

1

看板

1

サッカーボール

1

座椅子

2

材木・角材

8

その他

チャイルドシート

0

コード・ケーブル類

1

計

12

11
124
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ふるさと清掃運動会実行委員会企画

第5回
日韓海岸清掃フェスタ
in 対馬

夕方CAPPAのスタッフが開催してくれたウェルカムパーティ
（残念パーティ）は韓国のアーチスト、CAPPAの面々、東京から
の社会人、音楽好きの面々がギターを弾き語りながら交流を深
めた嵐の夜でした。

9月17日
（日） 長崎県対馬
やはり今年も天候には恵まれませんでした。嵐を呼ぶメンツ

2017日韓海岸清掃前夜

cappa代表上野さん引き語り

が確実にいるようです。嵐を呼び寄せるパワーが働き、９月１7

翌日は韓国のアーチストが漂着ゴミで製作したモンスター

日のフェスタを「台風直撃の可能性が高い」ということでフェス

「MONO」の動画撮影を見学、翌々日は西海岸の田ノ浦の民宿

タ開催日２日前に中止の連絡が入りました。休暇申請をしてい

で宿主や漁師とお酒を酌み交わし、漁業の現状を聴くことがで

た社会人からは、「台風でも対馬に渡るぞ！」という強い意志が

きました。

感じられ、９月１6日未明フェリーも無事出港。残念ながら都内
の大学に通う学生ボランティアメンバーの参加は叶いませんで
した。
早朝下船すると、ターミナルには新しい組織となった一般社
団法人CAPPAのメンバーが出迎えてくれました。
「おかえりな
さい！」1 年ぶりの再開、懐かしい面々の温かい出迎え。嬉し
い！ 台風を恨めしく思ったことも、船の揺れでいつもに増して
の疲れもふっとびました。
レンタカーを借りて「いたい家」という民宿へ。波が高く、雨
も強くなる中。翌日は昨年今年と清掃予定だった赤島に渡り、
一般の漂着ゴミに加えTV、冷蔵庫、漁網などの不法廃棄物を目
の当たりにして、この現状の根本的解決法が見つかるのだろう

2017韓国アーチスト制作「MONO」

かと不安と怒りがこみ上げました。
田の浜に漂着しているゴミ

翌朝の散歩の途中、大量のゴミが海岸に漂着しているのを見
つけ、
「次はここだな……」ポロリと呟いた参加者には、確実に
漂着ゴミについての問題意識が芽生えていました。
（東京対馬会

前回ゴミ拾いした場所が１年でこんなに！
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白石テル）

企業からの報告

東芝デジタルソリューションズ
活動
グループの活動
in 荒川

ふるさと清掃運動会実行委員会
2017年10月7日
（土）／ 342人
東京都板橋区新河岸の荒川河川敷
東芝デジタルソリューションズグループから
は9社の社員・家族が参加し、荒川河川敷の
清掃活動を実施しました。当日は、燃やすごみ
265袋、燃やさないごみ20袋、ペットボトル
135袋、缶134袋、ビン45袋、粗大ごみ86点
を回収しました。

in 石狩

東芝デジタルソリューションズ株式会社 北
海道支社
2017年9月3日
（日）／ 19人
北海道石狩市 石狩新港浜
石 狩 新 港 浜の清掃活動を行いました。空き
缶・プラスチックなどのゴミを回収しました。

in 札幌

東芝情報システム株式会社 北海道支店
2017年10月24日
（火）／ 3人
北海道石狩市 北海道支店周辺
支店近郊の歩道の清掃をしました。ビニール、
落ち葉、タバコの吸殻等のゴミ約0.2kgを回
収しました。

in 仙台

東芝デジタルソリューションズ株式会社 東
北支社
2017年12月6日
（水）／ 31人
仙台市青葉区 東北支社周辺
事業所周辺の清掃活動を同じビル入 居の東
芝情報システム㈱、東芝ソリューション販売
㈱各社と共同で行いました。清掃エリアは、主
に広瀬通りと国分町通りに面した歩道・植込
み、隣接ビルの歩道までを清掃しました。タ
バコの吸殻、空缶等のゴミ約5kgを回収しま
した。

in 仙台

東芝情報システム株式会社 東北支店
2017年5月24日
（水）／ 2人
仙台市青葉区 東北支店周辺
支店周辺の路面や植込みのごみ拾いを行いました。たばこの吸い殻、空き缶、紙
屑等のごみ約0.5kgを回収しました。

in 府中

東芝デジタルソリューションズ株式会社 ソ
リューションセンター
2017年11月20日
（月）／ 70人
東京都府中市片町 ソリューションセンター
周辺
昼休みの時間を利用し社員のボランティアを
募り、東芝情報システム㈱、日本システム㈱と
共同で行いました。、ソリューションセンター
周辺の清掃をしました。公共の場所である駅
前ロータリー周辺がきれいになりました。
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in 府中

東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICT
インフラサービスセンター
2017年10月11日
（水）／ 8人
東京都府中市武蔵台 ICTインフラサービス
センター周辺
ふるさと清掃運動会 in ICTインフラサービス
センターと題し、事業所周辺の清掃を実施し
ました。回収したごみは4kgでした。

in 横浜

東芝ピーエム株式会社
2017年11月15日
（水）／ 37人
神奈川県横浜市 新横浜駅前公園
新横浜駅前公園の清掃活動を実施しました。
燃えるゴミ
（紙、ビニール袋等）2袋、燃えな
いゴミ
（缶、ビン、ペットボトル等）1袋、その他
（金属、陶器他）を回収し、横浜市資源環境局
に回収していただきました。10月に予定して
いましたが、予定していた日が2日とも雨で延
期、11月実施となりました。

in 名古屋

東芝デジタルソリューションズ株式会社 中部支社
2017年8月24日
（木）／ 4人
名古屋市西区 東芝名古屋ビル周辺
東芝グループ各社一体となって事業所周辺の道路、公園等の空缶、吸い殻他のゴ
ミ拾い活動を実施しています。

in 大阪

東芝デジタルソリューションズ株式会社 関
西支社
2017年11月21日
（火）／ 23人
大阪市北区 関西支社周辺
関西東芝グループは例年、秋と春に清掃活動
をしています。10月は、梅田スカイビル入居
会社中心に通勤者の邪魔にならないように
清掃を実施しました。

in 広島

東芝デジタルソリューションズ株式会社 中
国支社
2017年11月30日
（木）／ 19人
広島県広島市 中国支社周辺
中国支社周辺の清掃を実施しました。アリス
ガーデンから4ルートに分かれ、支社までの
歩道で、タバコの吸殻、落ち葉、紙、空缶などの
ごみ約5kgを回収しました。

in 大分

九州東芝エンジニアリング株式会社
2017年11月11日
（土）／ 37人
大分市 田ノ浦ビーチ
毎年、田ノ浦ビーチで清掃をしています。今年
は10月下旬に長雨が続いた影響により漂着
ゴミは非常に多く、45ℓのゴミ袋で70個と過
去一番多い回収量でした。

企業からの報告
支店周囲公共施設の清掃

ふるさと清掃運動会2017

DS社 地域清掃活動

2017年度「ごみゼロ・クリーンウォーク」

クリーン楽々ボランティア

井ノ口川河川敷清掃

DS社 地域清掃活動

ふるさと清掃運動2017

芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼロのまち！～

櫛川地区溝掃除

清掃活動

第28回クリーン楽々ボランティア

工場周辺清掃活動

駅周辺において喫煙マナーの啓発・清掃
等を実施

平成29年 ふるさと清掃活動

三菱重工グループの活動

MHIソリューションテクノロジーズ㈱ 内部統制室
6月4日／ 30人
平和祈念公園～旧広島市民球場跡地

ＭＨＩソリューションテクノロジーズ㈱ 内部統制室
10月26日／ 14人
長崎市深堀町～香焼町に至る海岸通り

MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニ
アリング㈱ 神戸・総務部総務グループ
6月20日／ 5人
神戸造船所周辺地域

MHI保険サービス㈱ 関西支店
10月24日／ 3人
神戸造船所周辺

MHI保険サービス㈱ 本社・東京支店
10月12日／ 6人
港区芝

MHPSエンジニアリング㈱ 経営統括部 CSR内部監査室
6月7日／ 15人
MHPS本牧工場周辺

原子力サービスエンジニアリング㈱ 総務部 総務課
10月24日／ 58人
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町周辺

㈱原子力発電訓練センター 総務部／総務グループ
6月4日／ 9人
井ノ口川河川敷清掃

㈱原子力発電訓練センター 総務部／総務グループ
6月6日／ 16人
櫛川地区溝

㈱ダイヤビルサービス 総務部
10月12日／ 24人
田町地区周辺

長崎ダイヤモンドスタッフ㈱ 総務部
4月5日／ 20人
長崎市／バス停周辺の歩道

長崎ダイヤモンドスタッフ㈱ 総務部
10月4日／ 5人・10月11日／ 5人・10月18日／ 5人・
10月25日／ 5人
長崎市淵町
（当社本社前のバス停周辺）

三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 経営管理部
4月5日／ 15人
橋本駅南口商店街

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
10月25日／ 19人
重工福岡ビル付近

クリーンボランティア活動

工場周辺清掃活動

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動（地域ボランティアとして）

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

工場周辺清掃活動

道路沿いの草刈、ごみひろい等の清掃活動（地域ボランティアとして）

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

荒井駅周辺清掃活動

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動（地域ボランティアとして）

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

工場周辺清掃活動

芝地区クリーンキャンペーン

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

通勤バス停付近清掃活動
MHPSエンジニアリング㈱
経営統括部 CSR内部監査室
10月30日／ 15人
旭町バス停、立神バス停、岩瀬道バス停

ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 長崎ビジネスセンター
10月25日／ 25人
長崎県長崎市岩瀬道町5-10 ／岩瀬道バス停
（地下道）
付近

ふるさと清掃運動会2017

ふるさと清掃運動会

港南地区クリーンアップ・みなとタバコキャンペーン

ふるさと清掃運動会2017

工場周辺美化清掃

ふるさと清掃運動会

みなとタバコルール一斉キャンペーン

ふるさと清掃活動

芝地区クリーンキャンペーン

九州支社 天草営業所

MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニ
アリング㈱ 横浜・総務部総務グループ
8月20日／ 26人
三菱重工横浜ビル周辺道路

MHI下関エンジニアリング㈱ 業務
6月3日／ 100人
福浦グラウンド周辺

MHI下関エンジニアリング㈱ 業務部業務グループ
5月31日／ 35人
江の浦町6丁目・7丁目

MHI下関エンジニアリング㈱ 業務部業務グループ
6月23日／ 30人
下関造船所 工場周辺

MHI下関エンジニアリング㈱ 業務部業務グループ
10月23日／ 20人
下関造船所 工場周辺

㈱NTTデータMHIシステムズ 本社及び関東支社
5月25日／ 7人
品川駅周辺

㈱NTTデータMHIシステムズ 本社及び関東支社
6月1日／ 4人
品川駅港南口港南ふれあい広場
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MHI保険サービス㈱ 下関支店
4月4日／ 5人
下関市彦島江の浦町8丁目MIS支店事務所周囲の一般公道及び町内ごみステー
ション

MHPSエンジニアリング㈱ 経営統括部 CSR内部監査室
5月17日／ 16人
MHPS本牧工場周辺

MHPSエンジニアリング㈱
経営統括部 CSR内部監査室
4月5日／ 44人
MHPS本牧工場周辺

MHPSエンジニアリング㈱ 経営統括部 CSR内部監査室
6月27日／ 19人
高砂／荒井駅周辺

MHPSエンジニアリング㈱
経営統括部 CSR内部監査室
10月4日／ 18人
MHPS本牧工場周辺

エム･エイチ･アイファイナンス㈱ 総務部
10月18日／ 8人
港区港南2-16-5 ／重工品川ビル周辺

エムエイチアイオーシャニクス㈱ 品質保証グループ
10月31日／ 55人
国道206号との交差点
（長崎市宝町）から稲佐橋バス
停付近
（長崎市光町）

ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
5月7日／ 8人
岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺 用水路

ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
7月9日／ 2人
岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
9月10日／ 8人
岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 経営管理部、コンテンツ制作センター
10月12日／ 6人
田町駅・三田駅周辺

ダイヤモンドオフィスサービス㈱
名古屋西ビジネスセンター
6月23日／ 17人
岩塚工場周辺

㈱田町ビル 総務部総務課
10月12日／ 19人
港区芝／田町ビル周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
串木野営業所
10月26日／ 3人
串木野港前道路沿い

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
佐世保営業所
10月31日／ 5人
佐世保営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 鐘崎営業所
10月31日／ 4人
宗像漁協―鐘崎漁港のドック場

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 垂水営業所
10月31日／ 8人
垂水市市木 垂水ドック周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
大分南出張所
10月10日／ 3人
大分南出張所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 長崎営業所
10月31日／ 4人
長崎営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 天草営業所
10月16日／ 4人
天草営業所周辺
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企業からの報告
ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

本牧工場ボランティア清掃

ふるさと清掃運動会2017

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

東日本支社 北東北支店

ふるさと清掃運動会2017

ふるさと清掃運動会

地域美化清掃

ふるさと清掃運動会

小牧山美化活動

グリーンデイ清掃活動

ふるさと清掃運動会

YBAビル周辺地区清掃活動

構外美化活動

ふるさと清掃運動

清掃活動

YBAビル周辺地区清掃活動

清掃活動

ふるさと清掃運動会、
大阪マラソンクリーンアップ作戦

ふるさと清掃運動会

栗東フォレスト倶楽部 めぐみの森保全活動

名冷地区
（枇杷島）辺美化活動
（ボランティ
ア活動）

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 南九州支店
10月16日／ 5人
鹿児島市谷山港 南九州支店周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 日豊営業所
10月23日／ 6人
日豊営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 有明営業所
10月31日／ 4人
有明営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 九州工場
10月27日／ 20人
九州工場周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
山陰営業所
11月6日／ 6人
山陰営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
11月20日／ 5人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-20）周辺道
路、歩道

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 愛知営業所
10月23日／ 7人
愛知営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 七尾営業所
10月16日／ 5人
愛知営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社
部品サービスグループ
10月3日／ 12人
一宮工場周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
茨城出張所
10月26日／ 2人
大洗海岸 平太郎浜駐車場

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
岩手営業所
10月5日／ 4人
岩手営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
部品・サービスグループ 横浜工場
10月31日／ 16人
重工横製本牧工場周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
北東北支店
10月20日／ 10人
青森市けやき周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 本社・東日本支社
10月27日／ 48人
五反田ビル周辺

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
総務・人事部総務グループ
6月8日／ 80人
MHIEC本社
（横浜市西区みなとみらい横浜ブルーアベ
ニュービル）周辺

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
総務・人事部総務グループ
11月7日／ 82人
MHIEC本社
（横浜市西区みなとみらい横浜ブルーアベ
ニュービル）周辺

三菱重工工作機械㈱ 企画管理室
総務人事グループ
4月24日／ 19人
めぐみの森
（栗東市荒張）

三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室
支社支援グループ 四国業務チーム
10月11日／ 15人
高松市中央公園

三菱重工業㈱ マーケティング＆イノベーション本部
グループマーケティング２部 東北
10月26日／ 2人
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目周辺

三菱重工業㈱ 安全課
（名航）
4月15日／ 26人
小牧山

三菱重工業㈱ 安全課
（名誘）
5月19日／ 580人
名誘周辺道路・歩道

三菱重工業㈱ 下関総務グループ
5月31日／ 380人
下関市彦島江の浦町6丁目周辺道路、公園

三菱重工サーマルシステムズ㈱ 総務部総務グループ
4月19日／ 80人
愛知県清須市西枇杷島町
（名冷地区周辺・新川河川敷
及び名鉄二ツ杁駅周辺、JR枇杷島駅周辺）

西日本支社 広島営業所

清掃活動

工場周辺美化清掃

第29回クリーン楽々ボランティア

ふるさと清掃運動

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会2017

第28回クリーン楽々ボランティア

ふるさと清掃運動

ビーチクリーン

ふるさと清掃運動会2017

H29年度リフレッシュ瀬戸内

ふるさと清掃運動

ふるさと清掃運動会

中島公園花壇の植栽活動

工場周辺美化活動

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会2017

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
広島営業所
10月11日／ 9人
広島営業所の周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
阪和営業所
10月10日／ 5人
阪和営業所の周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 中国支店
10月26日／ 9人
中国支店の周辺道路

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
長門出張所
10月25日／ 3人
長門出張所の周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社
二見工場／明石営業所
10月10日／ 13人
二見工場の周辺道路
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三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社
10月26日／ 15人
中部支社近辺の歩道上

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
石巻営業所
10月24日／ 8人
営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
大間営業所
10月13日／ 4人
大間営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 銚子営業所
10月24日／ 2人
犬吠埼灯台周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 東北支店
10月27日／ 3人
北勾当台公園

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
備品・サービスグループ 部品チーム
10月24日／ 6人
部品センター周辺

MHIパーソネル㈱ 労政業務統括部 名古屋業務グループ
6月23日／ 8人
岩塚工場周辺地域

三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室
支社支援グループ 九州業務チーム
10月26日／ 32人
入居ビル近辺及び博多駅周辺

三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室
支社支援グループ 中部業務チーム
10月25日／ 11人
名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビル
ヂング20階

三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室 支社支援グループ 北海道業務チーム
6月25日／ 4人
中島公園
（札幌市）

三菱重工業㈱ 広報部CSRグループ
10月24日／ 762人
神船近隣の道路、JR和田岬駅ホーム、バス停留所、商
店街

三菱重工業㈱ 広報部CSRグループ
6月20日／ 721人
神船近隣の道路、JR和田岬駅ホーム、バス停留所、商
店街

三菱重工業㈱ 三原
7月2日／ 30人
三原市鷺浦町 向田海水浴場

三菱重工業㈱ 人事労政部 岩塚人事総務グループ
6月23日／ 100人
岩塚工場周辺

三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室
支社支援グループ 北海道業務チーム
10月11日／ 13人
入居ビル（札幌市中央区北2条西4丁目）周辺の道路・
歩道
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企業からの報告
広島市主催の「ごみ・ゼロクリーンウォーク」

三菱重工業㈱、三菱重工コンプレッサ㈱、Primetals
Technologies Japan㈱、三菱重工マシナリーテクノ
ロジー㈱、㈱NTTデータMHIシステムズ、MHIソリュー
ションテクノロジーズ㈱、菱重ファシリティー＆プロパ
ティーズ㈱、MHIプラント㈱、三菱重工機械システム㈱、
三菱日立パワーシステムズ㈱中国支社、ダイヤモンドオフィスサービス㈱、ダイヤ
エコテック広島㈱、富士ゼロックスサービスリンク㈱、MHIアカウティングサービ
ス㈱）製造・調達総括部
6月4日／ 190人
広島平和記念公園付近

ふるさと清掃活動

三菱重工業㈱、三菱重工コンプレッサ㈱、Primetals
Technologies Japan㈱、三菱重工マシナリーテクノ
ロジー㈱、㈱NTTデータMHIシステムズ、MHIソリュー
ションテクノロジーズ㈱、菱重ファシリティー＆プロパ
ティーズ㈱、MHIプラント㈱、三菱重工機械システム㈱、
三菱日立パワーシステムズ㈱中国支社、ダイヤモンドオフィスサービス㈱、ダイヤ
エコテック広島㈱、富士ゼロックスサービスリンク㈱、MHIアカウティングサービ
ス㈱）製造・調達総括部
10月26日／ 210人
広島 観音工場

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
4月6日／ 6人
エスカルロード
（日立駅周辺）

全国植樹祭歓迎
「富山経済同友会」クリー
ン作戦
三菱日立パワーシステムズ㈱ 北陸支社
5月25日／ 8人
富山県富山市牛島町 富山駅北口周辺

ふるさと清掃運動会 地域清掃活動
菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 相模原地区
10月30日／ 17人
上大島キャンプ場

日立駅クリーンアップ作戦運動

環境美化清掃活動

芝地区クリーンキャンペーン

日立駅クリーンアップ作戦運動

バス停清掃

ひろしま
「山の日」県民の集い

通勤道路清掃

地域清掃活動

広島市主催
「ごみゼロ・クリーンウォーク」
への参加

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
4月20日／ 9人
エスカルロード
（日立駅周辺）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
5月18日／ 6人
エスカルロード
（日立駅周辺）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
6月15日／ 15人
日立工場周辺通勤道路

三菱日立パワーシステムズ㈱ 北陸支社
6月9日／ 8人
富山県富山市牛島町 富山駅北地区

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 長崎事業部
10月5日／ 10人
長崎市鍛治町バス停周辺

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 本社
10月20日／ 3人
高砂市荒井町新浜2-8-25周辺

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱
総務部 総務グループ
10月13日／ 6人
田町駅周辺

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 広島支社 総務部 総務グループ
6月4日／ 2人
県立中央森林公園

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 広島支社
総務部 総務グループ
6月4日／ 7人
広島市平和記念公園

ふるさと清掃運動会2017

通勤道路清掃（ふるさと清掃運動会活動）

工場のボランティア清掃

リフレッシュ瀬戸内 清掃活動

堂崎の環境を守る会定例清掃

技能訓練生地域清掃奉仕活動

自主清掃活動

ふるさと清掃活動

ふるさと清掃活動

日立駅クリーンアップ作戦運動

自主清掃活動

工業団地内美化作業

ひろしま山の日県民の集い

日立駅クリーンアップ作戦運動

名鉄東名古屋港駅周辺歩道ボランティア清掃

ふるさと清掃運動会2017

呉市街クリーンウォーク

日立駅クリーンアップ作戦運動

「クリーン楽々ボランティア」活動

当社周辺地域の通勤路清掃活動

地域清掃活動

アダプト事業 道路清掃活動

ふるさと清掃運動会

当社周辺地域の通勤路清掃活動

ふるさと清掃運動会2017

地域清掃活動

第29回クリーン楽々ボランティア

三菱重工業㈱ 総合研究所 長崎サポートグループ
10月25日／ 27人
総研長崎外周

三菱重工業㈱ 総務法務部長崎総務グループ
9月9日／ 11人
当社堂崎工場周辺道路及び花壇

三菱重工業㈱ 民間機事業部 組立工作部
10月26日／ 90人
広島江波工場

三菱重工交通機器 エンジニアリング㈱
総務部総務勤労課
6月4日／ 2人
広島県立中央森林公園

三菱日立パワーシステムズ㈱
経営総括部 人事総務部 呉総務グループ
7月1日／ 39人
呉市中央公園から第1工場間の市街地

三菱日立パワーシステムズ㈱ 高砂工場 安全環境課
4月10日／ 20人
当社周辺
（正門～荒井駅の間及び高砂駅の間の通勤路及び社員クラブ周辺、正
門前東西道路）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 高砂工場 安全環境課
6月12日／ 26人
当社周辺
（正門～荒井駅の間及び高砂駅の間の通勤路及び社員クラブ周辺、正
門前東西道路）
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日立駅クリーンアップ作戦運動

三菱日立パワーシステムズ㈱
人事総務部 日立総務グループ
9月15日／ 13人
日立工場周辺通勤道路

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部ものづくり 教育センター
5月29日／ 21人
三菱日立パワーシステムズ㈱高砂工場周辺通勤路等

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
9月21日／ 7人
エスカルロード
（日立駅周辺）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
10月5日／ 7人
エスカルロード
（日立駅周辺）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立総務グループ
10月19日／ 7人
エスカルロード
（日立駅周辺）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 中国支社
6月4日／ 2人
広島平和公園前～旧広島市民球場跡地

三菱日立パワーシステムズ㈱ 東北支社
10月26日／ 8人
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目周辺

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 本社
11月1日／ 5人
本牧工場

菱重特殊車両サービス㈱ 管理部 総務課
6月15日／ 24人
千歳工場

菱重特殊車両サービス㈱ 管理部 総務課
10月13日／ 20人
千歳工場

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 中部支社
総務部 CSR・安全統括グループ
10月27日／ 40人
会社周辺・大江町

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 近畿支社
総務部 総務グループ
10月24日／ 77人
兵庫県神戸市兵庫区和田岬、上庄通1丁目、上庄通2丁
目

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 西日本支社
10月5日／ 16人
西日本支社菱興ビル周辺

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 西日本支社
総務部総務グループ
5月31日／ 16人
下関事務所周辺

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 広島支社 総務部 総務グループ
7月2日／ 5人
長浜海岸

菱重ファシリティー＆プロパティーズ㈱ 広島支社
総務部 総務グループ
10月26日／ 30人
広島支社ビル周辺

Lumiotec㈱ 業務部
10月25日／ 15人
米沢八幡原中核工業団地

三菱重工交通機器エンジニアリング㈱
千葉サービスセンター
10月4日／ 6人
千葉市稲毛区萩台町199-1（千葉モノレール車両基地
内）

第28回クリーン楽々ボランティア

MHIアカウンティングサービス㈱ 経営サポート部 神戸経理サービスグループ
6月20日／ 3人
神船近隣の清掃

MHIアカウンティングサービス㈱
業務部 企画・業務グループ
10月18日／ 13人
三菱重工品川ビル周辺

MHIアカウンティングサービス㈱ 経営サポート部 神戸経理サービスグループ
10月24日／ 1人
神船近隣の清掃
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企業からの報告
工場周辺清掃

大江西工場ボランティア清掃

小牧南工場ボランティア清掃

ふるさと清掃運動会IN大江事業部

平成29年度「東海村秋のクリーン作戦」参加

構外美化活動
（2017 第2回）

名誘地区構外美化活動

事業所周辺美化清掃活動

名誘地区構外美化活動

ふるさと清掃運運動会 in 岩塚周辺美化清掃

三菱日立パワーシステムズ精密鋳造㈱
安全環境グループ
10月27日／ 26人
栃木県宇都宮市平出工業団地1-17

ダイヤモンドエアサービス㈱ 小牧南工場
10月26日／ 350人
西春日井郡豊山町豊場
小牧南工場周辺

ニュークリア・デベロップメント㈱ 本社
10月18日／ 7人
那珂郡東海村舟石川 当社周辺

㈱エムエイチアイロジテック 総務部
5月19日／ 18人
小牧市大字東田中1200番地 名誘工場周辺

㈱エムエイチアイロジテック 総務部
10月20日／ 23人
小牧市大字東田中1200番地 名誘工場周辺

㈱MHIエアロスペースプロダクション
総務部 総務グループ
10月31日／ 45人
名古屋市港区大江町2番地15 大江西工場周辺

中菱エンジニアリング㈱ 大江事業部
10月26日／ 191人
名古屋市港区大江町10番地

中菱エンジニアリング㈱ 小牧事業部
10月20日／ 19人
愛知県小牧市東田中1200

その他企業の活動
エム・エム ブリッジ株式会社

ふるさと清掃運動 広島
11月16日
（木）／ 13人
広島県広島市西区観音新町 リョーコーセンタービル周辺
ビル敷地内及び周辺行動のゴミ拾いを実施。タバコの吸殻、菓子、ペットボトル
等。

株式会社井出組

2017年地域清掃大行動
11月4日
（土）／ 114人
静岡県富士市島田町付近、井出組本社周辺の道路
社員と協力会
（取引業者）との共同の取り組み「地域清掃大行動」の「ふるさと清
掃運動会」への参加は今年で8回目になります。台風の影響で10/21から11/4に
延期しましたが、
今年も100人を超える規模で実施することができました。3コー
スに分かれ、会社周辺の幹線道路の歩道や植え込みの清掃・草取りをしながら
元気よく清掃行進を行いました。ゴミ袋110袋
（紙ごみ・かん・ペットボトル・雑
草など）。

中菱エンジニアリング㈱ 枇杷島事業部
10月18日／ 35人
清須市西枇杷島町旭3-1周辺

中菱エンジニアリング㈱ 本社総務部／岩塚事業部
10月30日／ 150人
名古屋市中村区岩塚町周辺

小牧山清掃

㈱エムエイチアイロジテック 総務部
4月15日／ 4人
小牧山城周辺

小牧市 ごみ散乱防止市民行動の日
㈱エムエイチアイロジテック 総務部
10月7日／ 3人
小牧市民会館

大江工場ボランティア清掃
㈱MHIエアロスペースプロダクション
総務部 総務グループ
10月31日／ 33人
名古屋市港区大江町10番地 大江工場周辺

荒川クリーンエイド・フォーラム2017ー2018報告・連絡会
2月9日に特定非営利活動法人の荒川クリーンエイド・フォーラム2017ー2018報告・連絡会が開催されました。
ふるさと清掃運動会実行委員会は、2017年の粗大ごみ回収数が２位となり、功労者として表彰されました。

道徳工場ボランティア清掃
㈱MHIエアロスペースプロダクション
総務部 総務グループ
10月31日／ 33人
名古屋市南区戸部下二丁目3番41号 道徳工場周辺

飛島工場ボランティア清掃
㈱MHIエアロスペースプロダクション
総務部 総務グループ
10月31日／ 15人
海部郡飛島村金岡5番地 飛島工場周辺

名古屋港物流センター

㈱MHIエアロスペースプロダクション
総務部 総務グループ
10月31日／ 50人
海部郡飛島村 飛島工場周辺東浜一丁目5番地11号
物流センター周辺
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企業からの報告
毎日新聞グループの活動
北海道

五稜郭公園、各販売店周辺、札幌駅前〜大通公園
（札幌駅前通り）、JR千歳駅西口、美唄12号線沿い

東北

福島県
（郡山駅西口広場）、秋田県
（各販売店周辺）、宮城県
（販売店周辺）、岩手県
（各販売店周辺）、青森県
（販売店周辺）

47人

関東
信越
中部
近畿

75人

786人

新潟県
（関屋浜海水浴場）、
長野県
（諏訪湖釜口水門）

28人

愛知県
（ミッドランドビル周辺、JR尾張一宮駅、JR刈谷駅周辺）、岐阜県
（手力雄神社）

82人

196人

北陸中四国

146人

九州

栃木県
（りんどう湖レイクビュー）、茨城県
（さくらの森パーク、土浦市川口運動公園、千波湖）、千葉県
（各販売店周辺、東葛飾地区
中学校駅伝大会コース沿道）、埼玉県
（各販売店周辺）、東京都
（各販売店周辺、王子駅周辺、府中市御魂国神社前参道）、神奈川県
（各販売店周辺）、静岡県
（各販売店周辺）、山梨県
（山梨英和中学･高校〜駅周辺）

264人

大阪府
（中央区心斎橋周辺、戎橋周辺、百舌鳥八幡宮、JR下松駅周辺、藤井寺インターチェンジ周辺、府立寝屋川公園、阪急高槻
市駅周辺、阪急箕面駅周辺）、京都府
（平等院、天橋立)、兵庫県
（大蔵海岸、武庫川河川敷、武庫川周辺、姫路城、川代公園、神鍋高
原）、滋賀県
（彦根球場周辺、水口神社周辺、琵琶湖ホール周辺)、奈良・三重県
（近鉄新大宮駅周辺、近鉄西大寺駅周辺、近鉄生駒
駅周辺、法隆寺周辺、山の辺の道、吉野川河川敷、名張駅前周辺）、和歌山県
（和歌山城公園、
扇ヶ浜）
広島県
（福山城）、鳥取県
（皆生海岸）、島根県
（販売店周辺）、山口県
（JR徳山駅
（周南市）、松江八幡宮、黒石公園
（宇部市）、唐戸市
場
（下関市））、徳島県
（両国橋西公園）、香川県
（丸亀城）、愛媛県
（道後公園）、石川県
（弥生さくら公園）、富山県
（富山城址公園）

福岡県
（勝山公園
（北九州市小倉北区）、JR黒崎駅
（北九州市八幡西区）、筑豊販売店周辺、三柱神社
（柳川市））、福岡都市圏・佐賀
県
（宗像ユリックス
（宗像市：総合複合施設））、長崎県
（中島川河川敷
（長崎市））、熊本県
（花岡山公園
（熊本市））、大分県
（販売店
周辺
（自店区域内））、宮崎県
（都城市
（早鈴町）、都城島津邸周辺）
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市民団体からの報告
学生ボランティア企画集団
NUTS活動紹介

１．学生530キャンペーン＠首都圏
毎年5月に行うNUTS一大イベントの一つ「530(ゴミゼロ)企画」。2010年から
昨年までは東京23区を巡る
「学生23区清掃」を行っていましたが、今年は東京・
埼玉・千葉・神奈川の1都3県計10カ所を巡る
「学生530キャンペーン＠首都圏」
を開催しました。狙いとしては、東京だけでなく、首都圏からボランティア活動を
広く発信していくことでした。5月のゴールデンウィーク明けに横浜からスタート
し、最終日の新宿まで約3週間にわたり清掃活動を行いました。残念ながら池袋、
大宮の活動は雨天のため中止となってしまいましたが、開催8カ所で計140名の
方にご参加いただきました。
（酒井 将志）

学生ボランティア企画集団NUTSは早稲田大学公認のボラン
ティアサークルです。都内でのゴミ拾いを中心にボランティア活
動の企画・ 運営、ふるさと清掃運動会の実行委員・学生スタッ
フ、富士山麓での清掃活動や、その他ボランティア活動への参加
などを積極的に行っています。NUTS主催の高田馬場清掃、ゴミ
ゼロ企画はもちろん、ふるさと清掃運動会の荒川での清掃活動
を通じて、学生から広くボランティア活動を発信しています。

（14期代表 酒井 将志）

２．高田馬場清掃
「高田馬場清掃」とは、毎月一回、高田馬場駅周辺で行っている、一般の参加者を
集めてのゴミ拾いイベントです。この清掃は、NUTS8期のときに始動しました。
「ＮＵＴＳが起こす！ ゴミ０意識改革！！」というＮＵＴＳ全体の活動理念、そして
当時８期のテーマとしていた「伝える」、を実際に実行するために、ＮＵＴＳのホー
ムグラウンドである高田馬場を中心に参加者を募って、月１回のペースで清掃活
動を始めました。今でも毎月定期的に活動しています。
高田馬場清掃は、
「楽しいごみ拾い」をモットーに、普通のゴミ拾いだけでは終わ
らせない工夫が、毎回施されています。例えば、公園でゲームをしてからの清掃、清
掃しながらゲーム、商店街とコラボ清掃、アフターで新大久保の韓国料理、などな
ど…。
『ゴミ拾いって、楽しいんだ！』というのを、参加者の皆さんに実感してもら
い、次のアクションにつなげてもらいたいという思いがあります。よく参加してく
ださるリピーターの方も多くいらっしゃいます。
気軽に高田馬場清掃に参加しても
らい、身の回りの環境について少しでも考えるきっかけにしてもらいたいと思って
います。
ゴミ問題は、一人一人の意識が変われば、改善の道に少しずつ光が差し込んでく
ると思います。いつか高田馬場清掃をやらなくても済むようになればいいなと
NUTSメンバーは考えています。
（佐藤 和佳奈）

くりくり少年軟式野球連合会
加盟連盟からの報告

第12回クリーン活動
主催：JCOM土浦
後援：土浦市教育委員会
5月7日
（日）／ 451人
土浦市新治運動公園野球場周辺の清掃
くりくり野球選手権大会予選会開会式前に実施

狛江市美化運動推進実行委員会
多摩川統一清掃
【後援・協賛】国土交通省・狛江市建設環境部清掃課
4月15日
（土）／ 90人
元和泉２丁目38～駒井町3丁目25 多摩川の堤防付近
狛江市役所の呼びかけで，例年，市民が参加して多摩川清掃活動に取り組みます。
狛江市少年野球連盟では，青少年の健全育成に寄与する活動と位置付けて，体育
協会参加の一団体として，毎年参加しています。
参加対象は，連盟に属する全チー
ムの６年・５年の選手のほか，役員・監督・コーチ・父兄です。狛江市が接する多
摩川の上流・下流のそれぞれの集合場所から堤防付近に散乱しているごみなど
を収集し，最終集合場所
（多摩川自由ひろば）に向かいます。選手たちは，この活
動を通じて，ふるさと清掃活動の重要性と，環境保全の大切さを身をもって体験
しています。可燃、不燃、粗大ゴミ、缶、ペットボトル等。今年もゴミが少なかった。
年々ゴミが減っているようです。

３．春企画
「観光地清掃」
～観光地で、ちょっといいこと～
（2017年 3/15・3/19実施）
両日ともに天候に恵まれ、多くの参加者の方と一緒に清掃活動をすることができ
ました。
今回の清掃の目的としては、学生と社会人の交流の機会を設けることや清掃を通
じて地域の方々との交流を深めることです。特に「観光地の環境美化活動を通し
て環境問題解決の推進及び啓発ならびに各所・地域の良いところを発見するこ
と、してもらうこと」でした。
両日とも、ごみの量はそれほど多くはなかったのですが、ごみがあるという現実と
どのようなごみが多いのかを感じていただけたかと思います。
（神近 悠馬）

土浦少年野球連盟

土浦少年野球連盟
第86回土浦全国花火競技大会翌日の清掃活動
主催：JCOM土浦
後援：土浦市教育委員会
参加団体：土浦ロータリークラブ、
土浦市少年野球連盟、
土浦市サッカー連盟 他
10月8日
（日）／ 125人
花火打ち上げ場所の桜川土手周辺
（イオン土浦側）

４．その他の活動
14期ではNUTS主催の清掃活動以外にも様々な活動を行いました。その中で、
今年5月と9月の2度にわたって音楽フェスティバルの「クリーンスタッフボラン
ティア」での活動を取り上げます。会場は東京・江東区新木場にある若洲公園。
1日におよそ1万人が来場する大規模な音楽イベントで私たちが任された主な仕
事は、①会場内に設置されたゴミステーションでゴミの分別を行うこと、②ゴミ
ステーションで集められたゴミを運搬すること、③終演後に会場周辺でポイ捨て
ゴミを拾うこと、でした。
今回の活動を通じ、約1万人の参加者が訪れる大規模なイベントを裏から支える
経験ができたこと、このような大きなイベントが参加者だけではなく様々な関
係者の尽力によって成り立っているということが分かり、非常に充実した活動で
した。また、NUTSとして活動の視野を広げるべくこのクリーンスタッフのボラン
ティアに参加しましたが、やること全てが新鮮で、ボランティアに対し新たな視
点・側面を見出すことができ、今後の活動の幅を広げる良いキッカケになったと
思います。
（酒井 将志）

京葉少年野球連盟
いなげの浜清掃活動
2月11日
（土・祝）／ 186人
千葉市美浜区 いなげの浜
第35回京葉少年野球卒部記念大会の開会式終了後試合の予定のないチームが
参加して清掃活動を行った。
当日は風も無く温かい天気で絶好の清掃日和といえる日に恵まれ、予想を超える
子供たちの参加を得て、スポーツを楽しむグループで込み合ういなげの浜で清掃
活動を楽しみました。ゴミはペットボトルと缶類が少々と漂着の可燃ごみが少々
と喜ばしい少なさでした。

活動情報やイベント告知はホームページ等に随時更新しています。

ホームページ
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市民団体からの報告
札幌はまなす少年軟式野球協会・札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ
豊平川河川敷の清掃活動
【後援・協賛】毎日販売促進宣伝部
10月9日
（月・祝）／ 350人
北海道札幌市豊平川河川敷
（札幌市中央区南25条西７丁目付近）
札幌はまなす少年軟式野球協会の選手・父兄・関係者およびライオンズクラブ
会員が豊平川河川敷の清掃活動を行いました。段ボール・プラ容器・ペットボト
ル・缶・小枝など。

富士山クラブの
活動
ぐるり富士山風景街道一周清掃

ぐるり富士山風景街道一周清掃実行委員会 事務局富士山クラブ
【後援・協賛】富士急行株式会社
9月30日
（土）～ 11月30日
（木）／ 210名
（11月11日 両県合同清掃）他でキャン
ペーン全体1,000人
山梨県南都留郡忍野村、鳴沢村、静岡県富士市他 国道138号線、国道139号線、
国道469号線の沿線
富士山クラブが呼びかけ、国、山梨県、静岡県、関係11市町村、企業、民間団体が
「ぐるり富士山風景街道一周清掃」実行委員会
（総括事務局：富士山クラブ）を結
成、3年目の今年度は、各市町村、機関、団体が10月、11月の2 ヵ月間、富士山を囲
む国道沿いで、清掃活動や景観保全活動を実施。11月11日には国交省、環境省
をはじめ、行政、市民、地域団体、学生らが参加し、両県で活動した。今回の清掃活
動では、3か所でごみを種類ごとにカウントし、ごみ不法投棄の背景調査も併せ
て行った。145 kg
（静岡50 kg：山梨95 kg）※11月11日両県合同清掃成果。ご
み内容：ペットボトル、空き缶、ビニール袋、弁当ガラ、タイヤ等。

ベネッセスタイルケアの
活動
グランダ大船東弐番館
神奈川県横浜市 田立自治区内
9月12日
（火）／ 4人
地 域 のゴミ拾 い。タバコの 吸 い 殻 は一 番 多
かった。

グランダ大船東

※台風21号の影響により中止
第９回黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦
【後援・協賛】東久留米市、毎日新聞社
10月22日
（日）／ 800人
（予定）
黒目川上流域
（東京都都東久留米市）
東久留米市には、当市を源流とする清流「落合川」と
「黒目川」があります。参加者
全員で黒目川の上流域4.5Km全域の遊歩道と河川敷のゴミ拾いを行い、クリー
ンエイドの「ゴミ調査カード」に記録します。清掃活動の後では、クリーンエイドの
皆さんによるトン汁を賞味する予定でした。

ふるさと清掃
神奈川県鎌倉市 グランダ深沢・鎌倉周辺の
清掃
10月26日
（木）／ 7人
グランダ深沢・鎌倉周辺の清掃。45ℓのゴミ
袋4つ
（葉、枝、ペットボトル、メジャー、衣類、粗
大ごみ）。

グラニー栄 横浜
6人

鎌倉山荘
ふるさと清掃運動会 in 鎌倉扇ガ谷
10月20日
（金）／ 7人
神奈川県鎌倉市 鎌倉山荘周辺
ガードレール付近に生えている雑草を抜きと
り、そこに吹き溜まっていた落ち葉などを掃
く。また、鎌倉山荘の前庭に植わっている木を
剪定し、景観を改善した。ベンチ周辺もきれい
にし、地域の方に使って頂きやすくなった。主
に落ち葉や枯葉、落ちた枝などの植物。30ℓ
のゴミ袋5つ分。

東久留米市少年野球連盟、黒目川クリーンエイド実行委員会
東京湧水ライオンズクラブ、警視庁田無警察署

グランダ深沢・鎌倉

ふるさと清掃
神奈川県横浜市 ホーム近く道路
10月30日
（月）／ 6人
落ち葉清掃
（グランダ大船東周辺）。

各市民団体の
活動
梓会

第11回「ふるさと清掃運動会」
10月28日
（土）38人
高知県宿毛市 地域の偉人の墓地・公園
宿毛は偉人の里とも呼ばれ、宿毛21傑といわれる数々の偉人を輩出した土地で
す。その偉人の墓地やゆかりある公園などを、地域の子供達と清掃することで、故
人の功績などを子供達に伝えながら環境アクションにつなげ郷土愛を育むきっ
かけとしました。
市指定のゴミ袋12袋。

グランダ鎌倉山
ふるさと清掃運動会 in 鎌倉山
神奈川県鎌倉市 鎌倉山バスロータリー
10月20日
（金）／ 4人
ご来訪者、スタッフの通勤で利用しているバス
停周辺の落ち葉やゴミ拾いを行いました。
ゴミ
袋45ℓ×2。

全日本釣り団体協議会JOFI東京
11月26日
（日）／ 7人
江東区の若洲海浜公園で清掃活動を行いまし
た。

グランダ葉山
ふるさと清掃運動 in 堀内公園
神奈川県三浦郡葉山町 堀内公園
10月11日
（水）／ 8人
公園内の枯れ葉回収。45ℓゴミ袋2.5袋分。
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東京ツインパークス管理組合
11月25日
（土）／ 7人
東京ツインパーク住民による清掃活動を汐留
近辺で実施しました。
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市民団体からの報告
小山市

ふるさと清掃運動会 in 思川
【後援・協賛】小山市廃棄物減量推進協議会
10/15
（日）／ 383人
栃木県小山市 思川河川敷の清掃活動
可燃系ごみ 200kg
不燃系ごみ 180kg

環境ボランティアサークル亀の子隊

西の浜はゴミ箱じゃない！ 西の浜クリーンアップ活動
【後援・協賛】国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所
11月19日
（日）／ 34人
愛知県田原市 渥美半島西の浜海岸
冷蔵庫の箱の部分、道路工事看板、多くは発泡スチロールやビニルの破片、ペット
ボトル。ゴミの総重量130kg。

明治大学体育会ローバースカウト部

徳之島を世界自然遺産へ ボランティア清掃大作戦！
【共催】NPO法人徳之島虹の会
【協力】環境省徳之島自然保護官事務所、徳之島高校3年生
2月19日
（日）／ 350人
（約
鹿児 島県 大島 郡 徳 之 島3町を結ぶ世界自然 遺 産候 補の森に近い町道 沿い
30km）
春季合宿として徳之島入りする明治大学体育会ローバースカウト部から、世界自然
遺産候補地の徳之島で地域貢献と地域交流を兼ねたイベントは出来ないかという
提案があり、今春島を巣立った徳之島高校3年生(当時)と徳之島虹の会が賛同して
行いました。高校生は、チラシを作り、各種申請や借用のお願い、清掃箇所の下見や
看板立て、清掃班分け、係の役割分担など約1 ヶ月かけて準備を整えました。当日は、
全島から総勢350人が参加協力する大清掃会となり、あまりにゴミが多いために終
了地点まで到達しなかった班もあって、
改めて島のゴミ問題に向き合う機会になりま
した。空き缶・空きビン・ペットボトル・弁当箱・靴・タイヤ・廃材等軽トラック30
台分。

ふるさと清掃運動会を支える団体・人びと
主催・・・・・・・・・ふるさと清掃運動会実行委員会
後援・・・・・・・・・国土交通省

環境省
農林水産省
特別協賛・・・・・・東芝デジタルソリューションズ株式会社

神明子ども中高生プラザ

ハロウィン行進隊
10月30日
（月）／ 20人
東京都港区浜松町プラザ神明周辺
ハロウィンの仮装をして、プラザ神明周辺の清掃活動を行う。
台風の影響で落ち葉や、木の枝やビニール袋が多くみられた。

狛江市／狛江水辺の楽校運営協議会
「多摩川を元のようにキレイにし隊」結成式及び清掃活動
2月10日
（日）／ 120人超
【協力】京浜河川事務所多摩出張所
【協賛】大塚製薬株式会社
先の台風21号の影響で、狛江水辺の楽校がゴミの山になってしまいました。
狛江水辺の楽校のボランティアを中心に清掃活動を行っていますが、まだまだ人
手が足りていない状況のため、市民の皆さんに清掃ボランティアの協力、参加を
呼びかけ、12月10日
（日）に「多摩川を元のようにキレイにし隊」結成式及び清掃
活動を実施しました。
当日は天候にも恵まれ、狛江市内外から120名を超える参加者と一緒に水辺の
楽校内のわらくずなどを取り除く作業を行いました。

協賛・・・・・・・・・三菱重工業株式会社

孝康（富士山クラブ理事長、高野連前会長、
ボーイスカウト連盟長）

〃

野口

顧問・・・・・・・・・・・亀山
顧問・・・・・・・・・・・野口

健（アルピニスト、富士山クラブ理事）
久雄（前事務局長、全国川ごみネットワーク座長）
和（富士急トラベル首都圏エリアマネージャー）

実行委員・・・・・・・二上

知生（東芝デジタルソリューションズ人事部総務担当）

藤森

真信（東芝デジタルソリューションズ人事部総務担当）

飯塚

洋（三菱重工業広報部CSRグループ長）

古殿

知子（三菱重工業広報部CSRグループ）

IT SPORTS 連盟

土屋

文乃（NPO法人自然体験活動推進協議会事務局長）

真田

和義（毎日新聞執行役員）

吉沢

裕之（毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局長代理）

川﨑

正則（くりくり少年軟式野球連合会事務局長）

安部

智子（IT

株式会社ガイア
特別協力・・・・・・早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
協力・・・・・・・・・NPO

法人富士山クラブ

辻

富士急行株式会社
社団法人全国工業高等学校長協会

NPO 法人自然体験活動推進協議会
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

由紀乃（IT

SPORTS連盟事務局長）
SPORTS連盟事務局）

青木

直子（NPO法人富士山クラブ事務局長）

太田

成俊（富士急トラベル）

学生ボランティア企画集団NUTS14期
事務局
事務局長・・・・・・・・三上

秀幸（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

事務局次長・・・・・・酒井

将志（学生ボランティア企画集団NUTS 14期代表･早大）

佐藤和佳奈（学生ボランティア企画集団NUTS 14期副代表･大妻大）
吉澤

裕之（毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局長代理）

東京都釣りインストラクター連絡機構

川﨑

正則（くりくり少年軟式野球連合会事務局長）

学生ボランティア企画集団 NUTS

鈴木

東京対馬会
寄付・・・・・・・・・いなば食品株式会社

東京対馬会（歌野宏）
柚原治美
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貞治（福岡ソフトバンクホークス会長）

実行委員長代行・・・奥島

ドコモ・システムズ株式会社

くりくり少年軟式野球連合会

平倉の森へOB集合！
【後援・協賛】三重大学附属平倉演習林
11月18日
（土）／ 30人
三重県津市 三重大学附属平倉演習林
あいにく半日雨が残りましたが、風倒木処理、製材やまな板造りを楽しみました。

実行委員長・・・・・・ 王

毎日新聞社

毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局

三重大学生物資源学部緑環境計画学研究室

ふるさと清掃運動会実行委員会

内田

護（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター事務長）
昭子（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

メンバー・・・・・・・学生ボランティア企画集団NUTS14期
サポーター・・・・・・阿部

敏明（日本釣インストラクター機構東京支部副会長）

白石

テル（ティーアンドエックス代表）

山本

浩也（JR西日本、NUTS OB）

長島

美紀（合同会社ながしま笑会、
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

野口

邦彦（学生ボランティア企画集団NUTS OB/OG会長）
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そこで
力強く生きる人々に
魅力を感じた
プロジェクト
学生部公認サークル(ボランティア)
WAVOCは一歩踏み出し、社会につながり、
活動することを応援します。
学生や現地のカウンターパート、
教職員、卒業生らが協働して
国内外で活動しています。

ア
カタ
ラマ
ダで
で汗
考を
えか
よき
う、

なぜか
また行きたくなる
イベント・スタディツアー
WAVOCは社会と大学をつなぎます。
社会的課題への意識を高めるために、
様々なイベントや
スタディツアーを実施し、
幅広く発信しています。

早稲田
ボランティアプロジェクト
(通称：ワボプロ)

“早稲田ボランティアプロジェクト一覧”

2017年4月より新しく始まった
早稲田ボランティアプロジェクトは、
WAVOCの教員それぞれの専門性を活かし、
活動地への貢献にとどまらず、
学生自身が主体性をもって取り組み、
成長していくことをサポートします。

『狩り部』
（担当教員：岩井雪乃 准教授）
『パラリンピック・リーダープロジェクト』
（担当教員：兵頭智佳 准教授）
『actあくと-他者の支えになる演劇プロジェクト』
（担当教員：石野由香里 助教）
『Bridge-Rights of the Child』
（担当教員：島﨑裕子 助教）
『海士ブータンプロジェクト』
（担当教員：平山雄大 助教）

WAVOC
公認プロジェクト

“公認プロジェクト一覧”

WAVOCは
学生たちによる活動をサポートしていきます。
2002年の設立以来、ボランティア関連科目履修者とプロジェクト参加者を合わせて
WAVOCに関わってきた人数は15万人以上。
参加した一人ひとりが「社会に対して何ができたのか」「何を学んだのか」「どんな答えがあったのか」
それぞれが貴重な体験や、想いを胸に抱き社会で活躍しています。

『思惟の森の会』
『学生NPO農学塾』
『学生起業団体STUDY FOR TWO 早稲田支部』
『Saopopo』
『ボルネオプロジェクト』
『無国籍ネットワーク(すてねとユース)』
『DOORS-日越交流プロジェクト』
『難民交流プロジェクト』

WAVOCでは公認プロジェクトの
活動の支援を行っています。
学生と現地のカウンターパート、
『日本コリア未来プロジェクト』
教職員、卒業生が協働し、
『日本ルワンダ学生会議』
現在、16のプロジェクトが
『まつだい早稲田じょんのびクラブ』
国内外で活動しています。
『早稲田大学離島交流プロジェクト』
『いぐべおぐに』
『Cafaire(カフェアー)』
『RINC(リンク)』
『アトム通貨実行委員会早稲田
・高田馬場支部事務局』

WAVOCでは、より多くの学生が国内外の社会貢献活動において
貢献できる人材となるよう支援していきます。

ボランティア活動を
通して見えてきた
社会の課題を考える
全学オープン科目
WAVOCは体験的に学ぶ機会を提供します。
講義形式の科目に加えて、
講義で得た知識を実社会での体験を通して
深める体験的学習科目も展開。
少人数制の参加型科目「体験の言語化」では
さらに活動から考えたことを言葉にし、
自分なりの課題を発見する授業も
展開しています。

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)
https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

開室時間：平日10:00~18:00／夏季・冬季・春季休業期間9:00~17:00(土日祝日及び大学一斉休業日は閉室します)
〒169-0071東京都新宿区戸塚町1-103早稲田キャンパス99号館STEP21
TEL：03-3203-4192 FAX：03-3203-6306 E-MAIL：wavoc@list.waseda.jp

公認サークル
(ボランティア)
WAVOCは、2017年4月から
学生部公認サークルの中で主に
「ボランティア」の分野で活動する
サークルを支援します。
環境、教育など様々な分野で、
国内外22のサークルが
活動しています。

“公認サークル一覧”
『児童文化研究会』
『学生ボランティア企画集団NUTS』
『似島ワークキャンプ』
『ひまわり子ども会』
『環境ロドリゲス』
『池袋子ども会』
『地域猫の会(わせねこ)』
『早稲田大学離島交流プロジェクト』
『早稲田大学POST』
『WHABITAT』
『早稲田こども日本語クラブ
(わにっ子クラブ)』

『ボランティアサークルman-vo.』
『早稲田大学学生環境NPO
環境ロドリゲス所沢支部』
『T-WAVE』
『思惟の森の会』
『ボランティアサークル積み木の会』
『新宿子ども会KIDS』
『手話さあくる』
『早稲田大学広域BBS会
(Big Brothers and Sisters)』
『青空子ども会Ⅱ』
『チャータースクールへの教育支援
～ハワイ編～』
『ラオス学校建設プロジェクト
～スーン～』

報告･懇親パーティ

第11回「ふるさと清掃運動会」まとめ

12月4日
（月）、東京都新宿区の早稲田大学大隈会館１階
「楠亭」
で第11回ふるさと清掃運動会
「報告・懇親パーティ」が多くの

ふるさとの山や川、海、町で環境アクションを起こそう！ と全

出席者を迎えて行われました。王貞治会長は残念ながら欠席と

国に呼びかけたふるさと清掃運動会は11回を数えました。今回

なりましたが
「出席者の皆さんによろしくお伝えください」との

の参加者はのべ12,653人、283 ヵ所でした。

連絡をいただき、呼びかけ人代表の奥島孝康さんの挨拶、富士

10月を集中月間としたふるさと清掃運動会は、台風 21,22 号

急トラベルの野口和さんの乾杯で運動の継続が誓われました。

による日本列島への影響や雨模様の天候が続いたことにより、清

今年のin荒川・in対馬について、三上秀幸事務局長、東京対馬

掃活動を中止せざるをえない企業・団体が多数あり、参加者数、

会白井テルさんから活動報告。また狛江市環境政策課の木下元

活動箇所数とも減少しました。これにより第1回目からの参加者

貴さんから、第9回ふるさと清掃運動会in多摩川が開催された

数は 254,815人、活動箇所は 3,323カ所となりました。

水辺の楽校が10月の台風でゴミの山に、
「多摩川を元のように
キレイにし隊」結成式の案内。続いて協賛各社、協力団体の報告

実行委員会主催イベント

と決意表明が行われ、協賛各社から提供頂いた賞品の大抽選
会、女性講談師で富士山クラブの副理事長神田紫さんの抽選

5月、学生ボランティア企画集団 NUTS は東京・埼玉・千葉・

で会場が大いに盛り上がりました。ジャズシンガーの奥土居美

神奈川の1都 3 県にまたがる「学生 530（ゴミゼロ）キャンペー

可さんが賞品の大根片手に歌い、前事務局長の亀山久雄さん

ン＠首都圏」を展開しました。東京だけでなく、首都圏からボ

は自身で作詞・作曲した
「ふるさと清掃運動会の歌」をギター

ランティア活動を広く発信しようとの第1回目の試みです。開催

片手に熱唱してくれました。最後に早稲田大学平山郁夫記念ボ

8 ヵ所で140人の参加者がありました。若者が主体的に取り組

ランティアセンター所長、
村上公一さんの三本締めでパーティを

む意義は大きいと思います。
9月、長崎県対馬市で 5 回目となる「日韓海岸清掃フェスタin

閉め、出席者全員で写真に収まり散会となりました。

対馬」は台風18 号の影響を受けて残念ながら急遽中止となりま
した。国の隔たりを超え、両国の若者と地元市民が漂着ゴミ拾
いで同じ汗を流す若者同士の交流は有意義です。
10月、今年は昨年に引き続き、荒川で「ちょっといいことゴ
ミ拾い」を開催しました。前日から朝方まで降り続いた雨により
午前中予定していた少年野球教室は中止し、釣り教室のみ行い
ました。午後の清掃開始時には雨も上がり日も差す中、板橋区
の笹目橋から戸田橋までの右岸約 900メートルを700人でのゴ
ミ拾いとなりました。残念ながら、排水路に架かっている橋が
増水によって渡れず、下流 200m ほどのゴミ拾いが出来ず無念。
河川岸に漂着したゴミが綺麗に清掃されて見違えるまでに綺麗
になり、参加者全員で拾ったゴミの山を前に記念写真撮影とな
りました。

第1回からの活動カ所数＆参加者数
第 1回

2007年

53 カ所

1万 6000人

第 2回

2008 年

110 カ所

3 万 3000人

第 3回

2009 年

283 カ所

2 万 8000人

第 4回

2010 年

360 カ所

4万 22 人

第 5回

2011年

272 カ所

3 万 66人

第 6回

2012 年

280 カ所

2 万 3074人

第 7回

2013 年

313 カ所

1万 9207人

第 8回

2014 年

531カ所

1万 7677人

第 9回

2015 年

427カ所

1万 6170人

第 10 回

2016 年

411カ所

1万 8946人

第 11 回

2017年

283 カ所

1万 2653人

3323 カ所

25 万4815人

合計

継続した活動と運営
ふるさと清掃運動会の活動によって、街から流れ出て大きな
川の河岸に蓄積したゴミを海に流れ出る前に未然に防ぐことが
できました。川はそれぞれの顔・姿を持ち、多くの人たちが親し
みを持って接している憩の場です。川にはまだ沢山のゴミが蓄積
しています。未来の子供たちのためにも川の環境を綺麗にしな
ければなりません。
2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるこ
とが決まり、美しい日本を世界の人々と共感するための活動を
協賛企業の東芝さん、三菱さん、富士急行さん、ドコモ・シス
テムズさん、IT スポーツ連盟さん、毎日新聞さん、ガイアさん、
企業の枠を超えた運動を展開していきます。ふるさと清掃運動
会での地域の子供たちの参加による少年野球教室、釣り教室の
ゴミ拾いは今回で 6 回目となります。子供たちの参加は未来に
向けての大きな力です。
ネットワークをもっともっと大きく、スクラムの輪を大きく広
げて行きましょう！
継続は力、継続こそ力です。

（事務局長

三上秀幸）

新春パーティー
2 月14日（火）、東京都新宿区の早稲田大学染谷記念国際会館レセプションルームで第11回ふるさと清掃運動会「新春パーティー」を

ふるさと清掃運動会の歌
※子どもたちに手渡す
この素晴らしい星を

美しい地球

中には使えるものもある

大切にしたい

資源を生かそう

私たちが生まれた

ふるさとは地球

汚しちゃ悲しいね

わたしのふるさと

ふるさとの山も川も 海も町も公園も
きょうからみんなで

ゴミ拾い

拾えば心も洗われる
ちょっといいこと

トングを持って出かけよう

ゴミ拾い

※子どもたちに手渡す
生ゴミ空き缶不燃ごみ
一緒に捨てたら

美しい地球

どうして分けて出さないの

困るでしょ

エコライフ

※子どもたちに手渡す
空気も水も土も木も

行いました。最初に新年度に向けた三上秀幸事務局長の挨拶に始まり、協賛社、協力団体、学生の今年の活動への抱負が述べられま
した。第二部は吉澤裕之事務局次長の司会とミスふるさと清掃運動会のサポートで賑やかに始められ、新年にふさわしくおめでたい「二
重丸」による太神楽曲芸の披露。出席者の皆さんの故郷からの心温まる沢山のお土産で地方色豊かなふるさと清掃運動会新春パー

美しい地球

ティーとなりました。

地球の仲間の宝物

人間だけのものじゃない
みんなで守って種まいて
きょうから始める

未来につなぐ命の木

エコライフ

※子どもたちに手渡す
この素晴らしい星を

美しい地球
大切にしたい

私たちが生まれた

ふるさとは地球

汚しちゃ悲しいね

わたしのふるさと

ふるさと
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頭を使ってリサイクル

運動会
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