みんなの参加できれいな伊豆沼・内沼へ！

第 58 回 伊豆沼・内沼

クリーンキャンペーン
趣

旨

と き

伊豆沼・内沼はラムサール条約指定登録湿
地として国際的に重要な湖沼となっています。
貴重な湖 沼環境を保 全 するためクリーン作
戦を展開します。
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伊豆沼・内沼クリーンキャンペーン実行委員会
栗原市若柳自然保護協会,伊豆沼漁業協同組合
内沼観光物産協議会, 迫川上流土地改良区
伊豆沼土地改良区, 穴山土地改良区,
新田北部土地改良区
宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリ友の会
宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団
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終了後センター見学

《雨天中止の場合は》

３月 26 日（日）に行います
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・若清テクノ株式会社
・有限会社 高橋清掃
・イオンスーパーセンター株式会社
イオンスーパーセンター栗原志波姫店

伊豆沼・内沼

クリーンキャンペーン集合場所

★広く一般の方々の参加を
お待ちしております。
参加される皆様 へ
 服 装 は 長 袖 の 作 業 衣 で 動 きや
すい身軽なもの，軍手・長靴・火
ばさみなどをご持参下さい。
 受付は各集合場所において行い
ます。
 小雨の場合は決行いたします。
 当 日 の活 動 につきましては，参
加者全員が保険の適用になりま
す。
 駐 車 場 には限 りがございます。
できるだけ乗合でお越し下さい。

●

クリーンキャンペーン問い合わせ先

実行委員会事務局
宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター (0228)33-2216
登米市伊豆沼･内沼サンクチュアリセンター
栗原市サンクチュアリセンターつきだて館
栗原市市民生活部環境課
登米市市民生活部環境課
●

(0220)28-3111
(0228)22-7151
(0228)22-3350
(0220)58-5553

実施当日の本部（午前 7 時～12 時）
宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター (0228)33-2216

お知らせ

第５７回クリーンキャンペーンの結果報告

いました。今後も皆さまのご協力お願いいたします。
30
25

1,500

参加人数

1,000

15
10

参加人数

ゴミ

20

ゴミ量（トン）

今冬も 10 万羽を越す多くの
渡り鳥で賑わった伊豆沼・内
沼。特にオオハクチョウが
6000 羽以上といつもの年より
多 かったこと が特 徴 で、沼 で
レンコンを盛 んに食 べていま
した。またミコアイサも 100 羽
以上の群れがみられました。
小魚やエビを食べるこのカモ
の増加は沼の生態系が回復
しつつあることの証拠です。こ
れから春から夏へと水生生物
が賑やかになる季節を迎えま
す。きれいな沼で彼らを見守
りましょう。

第５７回は平成２８年３月２０日に実施し，914 名の
方の参加がありました。回収したゴミは 2.4 トンで，ゴ
ミの種類は，ビン・カン・ペットボトル・テレビ・スキー
板・古タイヤ等でした。
当日は皆さまに多大なご協力を頂きありがとうござ
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クリーンキャンペーンの参加人数とゴミ量の変化

第５７回クリーンキャンペーン参加団体
若柳地区 ○
A

迫地区 ○
B

栗原市立若柳中学校
伊藤ハムデイリー（株）
仙北信用組合
（株）ウィル
（株）若柳タムラ製作所
栗駒山麓ジオパーク推進協議会
（協組）アクアテック栗原
若柳ロータリークラブ
いきいき １２期会
栗原若柳ライオンズクラブ
若柳小学校
栗原市役所 畑岡会
（株）大林土建
若柳よさこい桜
（株）太田組栗原営業所
志波姫ライオンズクラブ
伊豆沼クラブ
萱場工業（株）
七十七銀行 若柳支店
くりはらツーリズムネットワーク
（一社）栗原市観光物産協会
グランド警備保障（有）
栗駒の自然を守る会
いきいき九期会
石越ライオンズクラブ
（株）倉元製作所

（株）登米精巧
迫リコー（株）
新田剣友会
坂戸行政区
ＪＡみやぎ登米
新田ＶＢＣ&新田中バレー部
ボーイスカウト迫
新田フットサルクラブ ＬＥＧＥＮＤＳ
（株）北光 南方工場
新田小 ツインズ
佐沼ライオンズクラブ
イオンスーパーセンター（株） 佐沼店
宮城県退職公務員連盟 登米市支部
宮城いきいき学園 登米栗原校１２元気１２期会
仙北信用組合
いきいき学園 １１期生
新田中野球部
（株）北辰技研
（株）七十七銀行 佐沼支店
宮城いきいき学園 さわやか九期生
（有）伊豆沼農産
劇団ドリームキッズ
新田商店会
村上電業（株）
新田婦人会
萱場工業（株）
新田中陸上部
島津組

（株）北宮城自動車学校
イオンタウン（株）
東北労働金庫 迫支店

築館地区 ○
C
東北電力（株）栗原登米営業所
仙台銀行新労働組合
仙北信用組合
東北部品（株）
（株）ユアテック 栗原営業所
（株）ネクスト
築館ロータリークラブ
横須賀区会
東北電気保安協会
築館ライオンズクラブ
（株）勝野製菓宮城
ＳＰＣ JAPAN 宮城本部
イオンスーパーセンター栗原志波姫店
ＨＯＹＡ（株） 宮城事業所
（株）北光 築館工場
ＪＡ栗っこ
栗原電気工事組合
ジオパーク推進協議会
くりはら花の会
（株）カネチュー電設
（株）北光 高清水工場
（有）一迫電業社

