
   

活動日 平成 30年７月 30日（月） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 22名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

活動写真 

 

 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２８年７月１５日（金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ２４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成２８年５月２９日（日） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 １４名 

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２７年７月２９日（水） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ３０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ４袋 

環境情報 
・こども用の自転車や燃料携行缶（鉄製）が投棄され 

ていました。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２６年７月２６日（金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ２７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 ・単三の乾電池が 30個近く投棄されていました。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



  

活動日 平成２６年７月２２日（火） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ３１名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 ・ゴルフバッグが投棄されていました。 

ご報告ありがとうございました！！ 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 



   

活動日 平成２６年５月２５日（日） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 １５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ  

ビン・缶  

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２５年９月１０日（火） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ２９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １０袋 

環境情報 
・バネ、クギ付の木片、トタン等危険物が草むらに不法

投棄されていました。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２５年５月２６日（日） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 １５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ  

ビン・缶  

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２４年１０月２６日（金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 ２３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １０袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報  

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２４年７月２５日（水） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （5） 

参加人数 36名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 5袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 1袋 

環境情報  

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   
活動日 平成２３年９月１５日（木） 

団体名 

（区間） 
クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ３５名 

ごみ回収量 

燃えるごみ １．５袋 

ビン・缶 １袋 

ペットボトル １袋 

大型ごみ 
加湿器・物入用ワゴン 

アルミホイル・鉄パイプ等 

環境情報 

 グランド等、人がよく利用する所はゴミ等がほとんどなく綺麗でし
たが、草木がある箇所はポイ捨て・不法投棄が多く見られました。 

 公園内、グランドは煙草の吸い殻は数多く見られましたが、それ
以外は比較的綺麗でした。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１９年９月１１日（火） 

団体名 

（区間） 
クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 １９名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ ４袋 

ビン・缶 １袋 

環境情報  缶・ペットボトルが多かった。 

活動写真 

    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１９年７月２７日（金） 

団体名

（区間） 
クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ２０名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ ４袋 

ビン・缶 ２袋 

環境情報  缶、ペットボトルが多かった。 

活動写真 

    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１８年９月１１日 （月） 

団体名

（区間） 
クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ２９名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報  空き缶、ビン類が多かった。 

活動写真 

        

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１８年７月１４日 （金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ３０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １０袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 比較的きれい。 

 タバコの吸い殻が多い。 

活動写真 

        

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１７年１０月２１日 （金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ２１名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ほとんどない 

環境情報  前回の時よりも少なかった。 

活動写真 

       

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１７年７月８日 （金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ２５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ９袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 公園内のゴミは昨年より少ない。 

 比較的きれいでした。 

活動写真 

        

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年１０月１８日 （月） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 １０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 比較的きれいでした。 

 野球の試合が行われていて、「ごくろうさん」の声がか
けられた。 

活動写真 

      

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年７月１６日 （金） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 １１名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報  公園内は比較的きれいでした。 

活動写真 

           

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年２月１６日 （月） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 １２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

 風もなく汗ばむ陽気の中、今年度最後の活動日でし
た。春がすぐそこまでやってきたことを実感しなが

ら、公園の中やグランドの周辺、川べりのゴミ拾いを

しました。相変わらずコンビニの袋に入ったペットボト

ル、空き缶、弁当のから、タバコの吸い殻等も多いの

ですが、焼酎「いいちこ」の空きビンが１８本も回収さ

れ、心無い人たちの存在を残念に思いました。             

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１５年９月８日 （月） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ９袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 いつもは河川敷の公園を中心に活動していたが、今
回は「流木を拾おう」というテーマでごみ収集をした。

９月の活動日であったため、会員の夏期休暇、行事等

で参加人員が少なかったのは残念であったが、また、

次回も河川の中の清掃に力を入れたいと思った。 

活動写真 

  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１５年６月９日 （月） 

団体名（区間） クラブ・かわせみ （５） 

参加人数 １９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 

 区間５は見た目はごみも少ないようだが、堤防の植
え込みの中に、バッテリーとか不要になった台所用

品、束ねた雑誌、ペットボトル等が放り込まれた状態

で捨ててある。今回気づいたことだが、前回はグラン

ド周辺にタバコの吸い殻が多く目立っていたが、喫煙

者が減ったのか、マナーが良くなったのか、吸い殻は

少なかった。    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 


