
平成 25年度 アレマカレンダー（どなたでも参加できるボランティア清掃情報） 

 

名称 内容 主催・問い合わせ先 

広瀬川 1万人プロジェ

クト 

-第 15回 広瀬川流

域一斉清掃- 

 

 日時 平成 25年 4月 20日(土曜日) 午前 10か

ら 12時 

 場所 4会場 (1.作並会場、2.澱橋会場、3.宮沢

橋会場、4.閖上会場）   

 持ち物 軍手、飲み物、雨具、タオル等  

 その他 小雨決行、荒天時は 5月 11日に延期。

延期の場合は、実施当日に webにてお知らせし

ます。  

主催：広瀬川 1万人プロジェクト実行委員会 

http://10000p.blog76.fc2.com/ 

申込： 広瀬川 1万人プロジェクト実行委員会事

務局（広瀬川市民会議） 

TEL: 080-7004-4932 

FAX: 022-739-8814  

e-mail:hirosegawa_shiminkaigi@yahoo.co.jp 

 問い合わせ先：仙台市河川課      

TEL: 022-214-8327 FAX: 022-268-4312 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 4月 28日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 5月 19日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

仙台中央地区春の

｢ポイ捨て｣防止キャン

ペーン  

 

 日時 平成 25年 5月 30日（木曜日） 午後 2時

から 3時  

 集合場所 A コース  JR仙台駅ペデストリアン

デッキ仙台駅交番前 B コース  定禅寺通緑地

（中央分離帯 彫刻｢夏の思い出｣前）  

 集合時間 午後 1時 45分（A、B コース共通）  

 申込  団体（10人以上）の場合のみ前日までに

電話で下記へお申込ください。その他の方は直

接会場へお越しください。 

主催：仙台中央地区環境美化推進実行委員会 

共催：仙台まち美化ネットワーク/仙台市 

問い合わせ先：事務局（仙台市環境局廃棄物管

理課）TEL:022-214-8250 

 

宮城野通り一斉清掃  

 日時 平成 25年 5月 30日（木曜日）午前 7時 30

分から 8時  

 清掃場所   宮城野通り周辺  

 集合  A．（株）ユアテック本社前 B．七十七銀

行榴岡支店前 C．松栄宮城野ビル前  

 参加方法 申込不要、直接集合場所へ。（概ね

20名を超える場合のみ前日までに事務局にご連

絡ください。）※なお，午前7時15分より仙台サン

プラザホテル前広場にて開会セレモニーを行い

ます。  

主催：宮城野通り愛護協力会 

問い合わせ先：事務局（宮城野区まちづくり推進

課）TEL:022-291-2111 内線 6137 

 

http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
tel:
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名称 内容 主催・問い合わせ先 

七北田川クリーン運

動＆アユ放流会 

 日時 平成 25年 6月 2日（日曜日） 

七北田川クリーン運動（一斉清掃）午前 8時から 

アユ放流会午前 8時 40分頃から（※ 一斉清掃

終了後に実施）  

 集合場所 七北田川流域の 4会場 

第 1会場 根白石馬橋河川敷 

第 2会場 実沢広瀬橋河川敷 

第 3会場 七北田公園南側河川敷 

第 4会場 筏公園河川敷（運転免許センター南

側）※ なお、アユ放流会については、第 2会場・

第 3会場にて実施。  

 集合時間 午前 8時（午前 7時 30分から受付開

始）  

 持ち物 軍手、タオルをお持ちください。  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ。  

 その他 小雨決行。ただし、「アユ放流会」につい

ては、川が増水していれば中止。 中止・決行に

ついては、当日午前 6時 50分以降に事務局へ。  

主催：泉区まちづくり推進協議会（七北田

川クリーン運動実行委員会） 

申込・問い合わせ先：事務局（泉区まちづく

り推進課）TEL022-372-3111 内線 6138 

 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 6月 23日（日曜日）午前 10時

30から集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

仙台七夕まつり清掃 

 

 日時 平成 25年 7月 6日（土曜日）、7日（日曜

日）、13日（土曜日）、14（日曜日）、20日（土曜

日）、21日（日曜日） 

午前 10時から  

 集合 午前 9時 30分 名掛丁商店街内 docomo

ショップ前  

 持ち物 軍手、タオル、飲み物  

 定員 あり（定員になり次第、締め切。）  

 参加方法 参加希望日をご記入の上、各実施日

の 3日前までに主催団体メにメールでお申込くだ

さい。  

 その他 雨天時は中止する場合があります。当

日の飛び入り参加はお断りさせていただきます。  

主催：東北学院大学公認団体 4-LEAVES 

mail:leaves203@gmail.com 

 

http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
https://www.facebook.com/#!/4leavesendai
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名称 内容 主催・問い合わせ 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 7月 21日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

宮城野通り一斉清掃  

 日時 平成 25年 7月 26日（金曜日）午前 7時 30

分から 8時  

 清掃場所   宮城野通り周辺  

 集合  A．（株）ユアテック本社前 B．七十七銀

行榴岡支店前 C．松栄宮城野ビル前  

 参加方法 申込不要、直接集合場所へ。（概ね

20名を超える場合のみ前日までに事務局にご連

絡ください。）  

主催：宮城野通り愛護協力会 

問い合わせ先：事務局（宮城野区まちづく

り推進課）TEL:022-291-2111 内線 6137 

 

 

第44回仙台七夕花火

祭早朝クリーン作戦 

 

 日時 平成 25年 8月 6日（火曜日）午前 6時か

ら 9時  

 集合 午前 5時 45分 西公園お祭り広場（旧市

民図書館前）  

 持ち物 軍手、飲み物、タオル  

 参加方法 電話及びメールで申込（締切：8月 2

日）  

 その他 小雨決行。途中抜けていただいても結

構です。終了時に軽食が出ます。 

主催/問い合わせ先：公益社団法人 仙台

青年会議所 

Mail：office@sendai-jc.or.jp 

ＴＥＬ：090-1379-6472 クリーン部会・吉田 

 

 

ひろえば街が好きに

なる運動 【仙台七夕

まつり】 

 

 日時 平成 25年 8月 6日（火曜日）から 8日（木

曜日）午前 10時から午後 5時（午後 4時 30分受

付終了）  

 集合 ＪＲ仙台駅西口ペデストリアンデッキ（北側

部分）  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

共催：仙台たばこ販売協同組合・ＪＴ仙台

支店 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
tel:
http://www.sendai-jc.or.jp/
http://www.sendai-jc.or.jp/
tel:
http://www.jti.co.jp/tobacco-world/torikumi/hiromachi/index.html
http://www.jti.co.jp/tobacco-world/torikumi/hiromachi/index.html
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名称 内容 主催・問い合わせ先 

仙台七夕まつり清掃 

 

 日時 平成 25年 8月 10日（土曜日） 

午前 10時から  

 集合 午前 9時 30分 名掛丁商店街内 docomo

ショップ前  

 持ち物 軍手、タオル、飲み物  

 定員 あり（定員になり次第、締め切。）  

 参加方法 参加希望日をご記入の上、各実施日

の 3日前までに主催団体メにメールでお申込くだ

さい。  

 その他 雨天時は中止する場合があります。当

日の飛び入り参加はお断りさせていただきます。  

主催：東北学院大学公認団体 4-LEAVES 

mail:leaves203@gmail.com 

 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 8月 18日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

仙台市シニア活動支

援センター ＮＰＯ活

動お試し体験企画-み

んなで、まち美化活動

にでかけてみません

か。- 

 

 日時 平成 25年 8月 31日(土曜日) 午前 10時

から 12時  

 集合場所 仙台市市民活動サポートセンター 1

階  

 持ち物 帽子・タオル・飲み物（ごみ拾いの道具

は準備しています。）  

 定員 10名（先着順）  

主催・申込 仙台市シニア活動支援センタ

ー 

TEL:022-217-3983 FAX:022-217-3984 

 

 

 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 

 日時 平成 25年 9月 22日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ 

主催：green bird 仙台チーム 

 申込・問い合わせ：

http://www.greenbird.jp/team/sendai/ 

e-mail:sendai@greenbird.jp 

仙台中央地区秋の

｢ポイ捨て｣防止キャン

ペーン 

 

 日時 平成 25年 9月 24日（火曜日）午後 2時か

ら  

 集合 A コース JR仙台駅ペデストリアンデッキ

仙台駅交番前 Bコース グリーンハウス勾当台

前（いずれも午後 1時 45分まで集合）  

 持ち物 軍手  

 参加方法 団体の場合のみ9月20日までに電話

で右記へお申込ください。その他の方は直接会

場へお越しください。  

主催：仙台中央地区環境美化推進実行委

員会 

共催：仙台まち美化ネットワーク/仙台市 

問い合わせ先 事務局（仙台市環境局廃

棄物管理課）TEL022-214-8250 

https://www.facebook.com/#!/4leavesendai
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://blog.canpan.info/sendai-senior/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
mailto:sendai@greenbird.jp
http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/kankyo/machibika/1194931_1573.html
http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/kankyo/machibika/1194931_1573.html
http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/kankyo/machibika/1194931_1573.html
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名称 内容 主催・問い合わせ先 

広瀬川１万人プロジェ

クト-第 16回広瀬川流

域一斉清掃- 

 

 日時 平成 25年 9月 28日（土曜日） 午前 10

時から 12時まで  

 集合 14会場 （1.作並会場, 2.野川橋会場,3..折

立会場, 4.牛越橋会場,5.澱橋会場, 6.大橋会場

（左岸）, 7.大橋会場（右岸）,8.米ヶ袋会場, 9.宮沢

橋会場, 10.八本松会場, 11.富田会場, 12.太白大

橋会場, 13.名取川鉄道橋会場, 14.閖上大橋会

場） 午前 10時（午前 9時半より受付開始）  

 持ち物 軍手、飲み物（ごみ袋、火ばさみは用意

してあります。）  

 参加方法  当日参加も可能ですが、準備のため

事前にお申込みください。  

 その他 長袖・長ズボンでお越しください。  

主催：広瀬川 1万人プロジェクト実行委員

会  

問い合わせ：仙台市河川課  

TEL: 022-214-8327 

FAX: 022-268-4312 

仙台 89ＥＲＳチームキ

ャラクター｢ティナ｣の

クリーンアップ大作戦 

 日時 平成 25年 10月 6日（日曜日） 午前 8時

15 分から 9時 15分  

 集合 長町駅前プラザ前（JR長町駅西口） 午前

8時 15分  

 持ち物 軍手  

 参加方法 直接集合場所へ。団体の場合のみ事

前に電話で下記にお申込ください。  

主催：仙台 89ERS とともにまちづくりをすす

める会｢イエローブースターズ｣、仙台

89ERS 

申込・問い合わせ先：事務局（仙台市市民

局スポーツ振興課） 

ＴＥＬ022-214-8800 

CLEAN ＵＰ ＯＵＲ 

ＴＯＷＮ 2013 

 日時 平成 25年 10月 20日（日曜日） 

午前 10時から 11時  

 集合 ｊ：ＣＯＭ仙台キャベツ局（仙台市泉区八乙

女中央 2-3-20） 午前 9時 30分  

 持ち物 特になし  

 参加方法 直接集合場所へ。団体での参加は事

前連絡要。   

主催：ｊ:ＣＯＭ仙台キャベツ 

申込・問い合わせ：0120-999-000（フリーコ

ール） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 25年 10月 27日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

http://10000p.blog76.fc2.com/
http://10000p.blog76.fc2.com/
http://10000p.blog76.fc2.com/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
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泉中央地区の秋の一

斉清掃 

 日時 平成 25年 11月 9日（土曜日） 午前 8時

から午前 9時（小雨決行） 

集合 セルバ南側ペデストリアンデッキ下  

 持ち物 軍手、タオル  

 参加方法 直接集合場所へ   

主催：泉区まちづくり推進協議会 

問い合わせ先：泉区まちづくり推進協議会

事務局（泉区役所まちづくり推進課）

TEL022-372-3111（内線 6139） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 25年 11月 24日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 25年 12月 15日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 26年 1月 19日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 26年 2月 23日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

泉中央地区の春の一

斉清掃 

 日時 平成 26年 3月 8日（土曜日）午前 8時か

ら午前 9時（小雨決行）  

 集合 セルバ南側ペデストリアンデッキ下  

 持ち物 軍手、タオル  

 参加方法 直接集合場所へ  

主催：泉区まちづくり推進協議会 

問い合わせ先：泉区まちづくり推進協議会

事務局（泉区役所まちづくり推進課）

TEL022-372-3111（内線 6139） 

green bird 仙台おそ

うじ（毎月 1回実施。

不定期） 

 日時 平成 26年 3月 23日（日曜日）午前 10時

30から  

 集合 仙台市市民活動サポートセンター  

 持ち物 なし  

 参加方法 申込不要。直接集合場所へ  

主催：green bird 仙台チーム（別ウインドウ

で開く） 

 

http://www.greenbird.jp/team/sendai/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/
http://www.greenbird.jp/team/sendai/

