
 

活動日 令和元年 11月 17日（日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 15名（うち子ども１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 10袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・安倍川流木クリーンまつりに参加しました。 

・天気が非常に良く、風もなく、気持ちよく作業でき

ました。先日の台風の影響か、流木が多く感じら

れました。 

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 令和元年５月 26日（日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 17名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・天気が良く、少し汗ばむほどでしたが、気持ちよく

作業ができました。 

・ごみの量は想像していたより少なく、きれいな印象

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 31年３月 23日（土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 10名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 
・今回の作業では、空き缶やペットボトル、たばこの 

吸い殻が多かったです。 

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 31年２月 23日（土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 11名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・天気予報によると、少し心配な天候でしたが、作

業後半には、陽が当たり、風もあまりなく、心地よ

く作業ができました。 

・今回の作業では、空き缶、ペットボトル、たばこの

吸い殻が非常に多かったように感じました。 

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 30年 11月 18日（日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 11名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・安倍川流木クリーンまつりに参加しました。 

・若干風があり、少し肌寒かったですが、天気が非常

に良く、富士山がとてもきれいに見え、気持ちよく

作業ができました。 

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 30年５月 27日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 17名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） ２袋 

環境情報 

・天気が非常に良く、少し汗ばむほどでしたが、気

持ちよく作業ができました。 

・ゴミの量は想像していたより少なく、きれいに保た

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 30年３月 24日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・春の陽気を感じる晴天の中、気持ちよく作業がで

きました。 

・今回の清掃はいつもよりもペットボトル類のゴミが

多いように感じました。 

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 30年１月 27日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・気温が低く寒い中での清掃でしたが、快晴で気持 

ちよく作業ができました。 

・大型のゴミ等は特になく、綺麗に保たれているよう 

に感じました。 

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 29年 11月 19日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） ２袋 

環境情報 
・11 月の気温も低い中でしたが、当日の天気は快晴

で、気持ちよく作業ができました。 

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２９年５月 28日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 11名（うち子ども１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） ２袋 

環境情報 

・暑い中での作業となりましたが、天気も良く気持ちよく 

作業ができました。 

・ゴミの量はさほど多くなく、綺麗に保たれているように感 

じました。 

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２９年３月１１日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・曇り空で肌寒かったですが、風はなくすがすがしく活動が

できました。 

・今回の作業では、たばこの吸い殻、食べ物や飲み物のご

みが多かったです。 

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２９年１月２８日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・多少風があり肌寒かったですが、天気は非常によく、気持

ちよく活動ができました。今回の作業では、食べ物や飲み

物のごみが多かったです。 

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１１月２０日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・安倍川流木クリーン祭りに参加。 

・前日の雨で多少、川の水量が多かったですが、天気が非

常によく、富士山がとてもきれいにみる事ができ、非常に

気持ちがよかったです。 

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） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・河川・海岸美化運動に参加。 

・天気が非常によく、河川敷や周りの山の緑が映え非常に

気持ちよかったです。 

・安倍川河川のごみの量は想像していたより少なく、きれ

いに保たれていました。 

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２８年３月１３日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 燃えるごみ ７袋 

環境情報 

・空き缶や空き瓶が所々で放置されていました。 

・雨が少ないせいか、安倍川の水が少なく、残った流木 

が目立ちました。 

活動写真 

 
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２８年１月１７日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １１名 

ごみ回収量 燃えるごみ ８袋 

環境情報 
・比較的ゴミが少なく、きれいでした。 

・若干流木が残っていました。 

活動写真 

 

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２７年１１月１５日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １２名 

ごみ回収量 燃えるごみ １２袋（流木） 

環境情報 
・安倍川流木祭りに参加、安倍川内に大小さまざまな流 

 木が流れ着いていました。 

活動写真 

 

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２７年５月３１日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 15名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ２袋（小） 

ビン・缶 １袋（小） 

環境情報 ・河川海岸美化運動に参加 

活動写真 

 

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２７年３月１４日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ 

ごみ袋（大） ７袋 
ビン・缶 

環境情報 ・ユキヤナギ満開でした。 

活動写真 

 

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２７年１月１７日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ 

ごみ袋（大） ６袋 
ビン・缶 

環境情報 ・ユキヤナギの芽がふくらんできました。 

活動写真 

 

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１１月１６日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １１名 

ごみ回収量 
燃えるごみ 

ごみ袋（大） ２袋 
ビン・缶 

環境情報 
・台風 18 号の影響で多量の流木がスポーツ広場の植え

込みまで流れ着いていた。 

活動写真 

 

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） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ 

ごみ袋（小） ７袋 
ビン・缶 

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加 

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３月２９日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ 

ごみ袋（大） ７袋 
ビン・缶 

環境情報 桜が３分咲き程度。 

活動写真 

 

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１月１１日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 センダンの実がなっていた。 

活動写真 

 

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２５年１１月１７日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １１名（うち、子どもの参加者数１名） 

ごみ回収量 流 木 ごみ袋（大） ２０袋 

環境情報 
・安倍川流木クリーンまつりに参加 

・「渡り」と思われる鴨の群が西岸上空に見られた。 

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２５年５月２６日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 13名（うち、子どもの参加者数１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  袋 

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加 

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３月１６日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ９名（うち、子どもの参加者数１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 冬型タンポポ（地面スレスレに低く咲く）がみられた。 

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２５年１月１９日 （土） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 ・ドウダンツツジの紅葉がみられた。 

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２４年１１月１８日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 １１名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １０袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  袋 

環境情報 ・河原の土手で百舌を見つけた。 

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２４年５月２７日 （日） 

団体名（区間） TOKAI ボランティアの会 （4） 

参加人数 6名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 4袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  袋 

環境情報 
・ヒバリのさえずりが聞こえた。 

・クサフジが群生していた。 

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２４年３月２４日 （土） 

団体名（区

間） 
ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報  ユキヤナギが群生していた。小さい白い花が満開だった。 

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２４年１月１４日 （土） 

団体名（区

間） 
ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ７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 

大型ごみ 

危険物 

木製のパネル 

一升瓶のケース 

環境情報  センダン（？）の実がたくさん生っていた。 

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２３年１１月２６日 （土） 

団体名（区

間） 
ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 発泡スチロールのゴミが多数あった。 

 土手の落葉樹が少し紅葉していた。 

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２３年９月１０日 （土） 

団体名（区

間） 
ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

 台風１２号の影響による流木等が目立った。 

 雑草が繁りベンチが隠れるくらいまで伸びていた。 

 殿様バッタが多数見られた。 

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２３年３月１２日 （土） 

団体名（区

間） 
ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 前回に比べ、ごみが多かった。 

 河原にツグミ多数飛来していた。 

 

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２２年１２月１１日 （土） 

団体名（区間） ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 水が澄んでいて非常にきれいだった。 

 河川沿いに「ヌスビトハギ」などが繁茂していた。 

 

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２２年１１月６日 （土） 

団体名（区間） ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 たばこの吸い殻が目立った。 

 

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２２年５月３０日 （日） 

団体名（区間） ＴＯＫＡＩ ボランティアの会 （４） 

参加人数 １０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 静岡市清流の都・静岡創造推進協議会共催の一斉清
掃に参加しました。 

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！！ 


