
●お問い合わせ先●  〒601-8411 
 京都市南区西九条北ノ内町 11 全国ＰＨＰ友の会    
TEL 075-681-4519 (平日 9：00～17：30)  
FAX 075-672-9134  ﾒｰﾙ syakai@php.co.jp   

※各活動は、諸事情により予定変更となる場合があります。  

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

● 身 近 な と こ ろ か ら キ レ イ を 始 め よ う ●  

ＰＨＰ友の会 
クリーン活動 

●秋 田 10/16（日）13：00 ～ 17：00 
「秋田ＰＨＰ友の会」  小雨決行 
秋田市雄物川水辺の広場の清掃と懇話会をします。 

【お問合せ先】 〒010-1606 秋田県秋田市新屋寿町 9-38 
児玉 和彦  TEL 080-3148-0976 

  

●名古屋 11/13（日）10：00 ～ 12：00 

「全国ＰＨＰ友の会 東海エリア本部」雨天中止 
名古屋市鶴舞公園の清掃を行ないます。 

【お問合せ先】 〒466-0021 愛知県名古屋市昭和区小坂町 2- 
13-2 近藤 邦彦 TEL 090-4407-7229  FAX 052-741-2489 
ﾒｰﾙ konsaku117117@pure.ocn.ne.jp  

 

●北 海 道 10/15（土）10：３0 ～ 13：３0 
「当別ＰＨＰ友の会“すまいる”」 小雨決行 
石狩郡当別町の田ノ沢・水田発祥地公園でクリーン活動を
行ないます。 

【お問合せ先】 〒061-0232 北海道石狩郡当別町春日町 93 
髙橋千枝子 TEL＆FAX 0133-23-3412 または 0133-23-3417 

●千 葉 11/20（日）10：30 ～ 13：00 

「ＰＨＰ友の会千葉県地区」 雨天中止 
千葉市・稲毛海浜公園のクリーン活動を行ないます。 

【お問合せ先】 〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
1752-57 勝亦 毅 TEL 080-3538-9666 FAX 043-250-8802 
ﾒｰﾙ  takeshikatsumata@jcom.zaq.ne.jp 

 

●奈 良  11/19（土）9：３0 ～ 12：00 

「奈良ＰＨＰ友の会」「古都ＰＨＰすなお女子
会」合同開催 秋の観光クリーン行 小雨決行 

橿原市の江戸時代の姿を残す町並み観光しながらクリ
ーン活動を行ない、おふさ観音の参拝をします。 

【お問合せ先】 〒639-1054 奈良県大和郡山市新町 1023-13 
檜垣 淑 TEL 0743-54-5339・090-5150-9093 
ﾒｰﾙ  kktnarwn_higa@yahoo.co.jp 

●大 阪 10/23（日）9：30 ～ 12：00 
「ＰＨＰ友の会 チャレンジ」 雨天決行 
参加者約 50名が２班に分かれて大阪城公園のゴミを拾
うことで“自分の心みがき”に励みます。 

【お問合せ先】 〒534-0027 大阪市都島区中野町 3-3-5-201   
服部 正男 TEL 070-6546-6367 FAX 06-6353-6367  

●小 松 10/14（金）17：00 ～ 18：00 
「小松ＰＨＰ友の会」 小雨決行 
小松市芦城公園のクリーン活動を行ないます。 
【お問合せ先】 〒923-0854 石川県小松市大領町ハ-21 
村田博信 TEL 090-3888-9738 ﾒｰﾙ  hiro1836@gmail.com 

 

参加者募集中 

●大 分 11/12（土）13：30 ～ 14：30 
「中津ＰＨＰ友の会」 雨天中止 
大分県中津市のＪＲ中津駅前ロータリー周辺の落葉＆
ゴミ拾いをします。 
【お問合せ先】 〒828-0066 福岡県豊前市大村 1839-2 
織部 茂幸  TEL 0979-82-1023  FAX 0979-82-1440  

●佐世保  12/11（日）13：00 ～ 14：00 

「佐世保ＰＨＰ友の会」 雨天中止 
佐世保市戸尾町の京町公園の清掃活動を行ないます。 
【お問合せ先】 〒857-0033 長崎県佐世保市城山町 1-21-903 
長谷川 憲治 TEL 080-5276-2139 ﾒｰﾙ tokiwa812@gmail.com 

 

●東 京 11/5（土）10：00 ～ 13：00 
「東京所在ＰＨＰ友の会共催」 雨天中止 
代々木公園内のゴミ掃除とウォーキングを行ないます。 
【お問合せ先】 〒136-0072 東京都江東区大島八丁目 28-24- 

1215 山下 照雄 TEL＆FAX 03-5609-4515 
ＴＥＬ 080-6750-4315  ﾒｰﾙ yum-gon@m2.pbc.ne.jp 

●横 浜 11/20（日） ：10:00 ～ 12：00 

「横浜ルネッサンスＰＨＰ友の会」 小雨決行 
日本大通り付近を清掃。活動終了後に希望者で楽しい昼
食会を開催予定です。 

【お問合せ先】 〒241-0014  横浜市旭区市沢町 93-52 
山本 順 TEL＆FAX 045-371-2108 

 
●三 重 11/13（日）10：00 ～ 12：00 

「三重ＰＨＰ友の会」小雨決行 
津市錫杖湖・湖水荘周辺のゴミを拾います。 
昼食代 1000 円。 

【お問合せ先】 〒514-2202 三重県津市芸濃町林 482 
前川 誠興 TEL 090-7855-0355  FAX 059-265-3083  

●高岡･富山 11/12（土）16：10 ～ 16：50 
「ＰＨＰ友の会高岡」「ＰＨＰ友の会富山」 
合同クリーン活動  雨天中止 

高岡市の高峰公園内の草むしりと清掃を行ないます。 
【お問合せ先】 〒933-0856 富山県高岡市鐘紡町 3-38 
髙木 敏夫  TEL 0766-21-8038 FAX 0766-21-8170 
ﾒｰﾙ  tosio3@mountain.ocn.ne.jp 

 
 

●福 岡 11/26（土）11：00 ～ 1４：00 
「博多ＰＨＰ友の会」  小雨決行  10 時集合 
福岡市の油山～もーもーらんどで、ハイキングクリーン
活動を行ないます。 
【お問合せ先】 〒819-0373 福岡県福岡市西区周船寺 264-1 
江口 安久 TEL 090-8665-2566  FAX 092-807-4370 

  ﾒｰﾙ  running-yassy-821@softbank.ne.jp 

●金 沢 10/16（日）9：00 ～ 11：30 
「金沢地区ＰＨＰ友の会合同」 小雨決行 
金沢市しいのき迎賓館で、数班に分かれてのクリーン
活動の後、兼六園を散策します。 

【お問合せ先】 〒921-8172 金沢市伏見新町 287-408 
植茶 泰男  TEL 090-8840-6232 ﾒｰﾙ  yuecha@384.jp 

 

●茨 城 11/13（日）10：30 ～ 14：30 

「茨城ＰＨＰ友の会」 小雨決行 
水戸市の千波湖周辺（約４ｋｍ）の遊歩道を散策しな
がらクリーン活動を行ないます。 

【お問合せ先】 〒310-0851 茨城県水戸市千波町 2057-44 
大里 公雄 TEL＆FAX 029-241-3088 

 

●神戸･明石 10/23（日）9：45 ～ 12：00 

「ＰＨＰ大阪研究会」「兵庫ＰＨＰ研究会」合同 
 神戸観光クリーン行・さくらんぼ 雨天中止 
神戸市垂水～海神社～五色塚～舞子公園を散策しながら
のゴミ拾い活動を行ないます。 
【お問合せ先】 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台 2-1- 

15-507 藤澤 英明 TEL 080-5290-1496  
ﾒｰﾙ  hay88210@moon.odn.ne.jp 

【お問合せ先】 〒673-0857 兵庫県明石市北朝霧丘 2-11-20 
 牧野 満徳 TEL＆FAX 078-914-9071 
  ﾒｰﾙ  mamiy@zeus.eonet.ne.jp 

全国ＰＨＰ友の会では、毎年１１月を中心に各地で地域の清掃“秋のクリーン活動”を実施しています。 
下記の「クリーン活動」に参加ご希望の方は、お問い合わせ先まで直接お申し込みください。 


