ふるさと清掃運動会とは

第 9 回「ふるさと清掃運動会」～環境アクション 2015 ～

参加の呼びかけ

著名人からなる「富士山大好き！百人の会」が “富士山から

参加方法は簡単で、身近な所で清掃活動や植林、森づくりな

日本を変える” を合言葉に、ふるさとの山、川、海、湖沼、街

ど環境アクションを計画して事務局にエントリー。計画内容は

など身近なところから環境アクションを起こそう！と 2007
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業の方々は 20 万人を超えました。

もの。
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実行委員長は王貞治さん。実行委員会は市民団体、企業、学
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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。
復興の槌音を高らかに響かせ、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！

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
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支援活動に取り組んできましたが、今年も福島県いわき市で展
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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した。

ふるさと清掃運動会実行委員会

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。
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