ＰＨＰ友の会 「秋のクリーン活動 2017」 のご案内
ＰＨＰ友の会の社会貢献活動として、地域の清掃“秋のクリーン活動”を実施します。
参加ご希望の方は、それぞれの連絡先に直接お申し込みください。
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１０月２２日（日） 10：00～11：45
小雨決行
秋田市 雄物川水辺の広場通り周辺
＜集合＞ 9:45 水辺の広場通り、信号付近
【連絡先】〒010-1606 秋田市新屋寿町9-38
児玉 和彦 ＴＥＬ 080-3148-0976 ＦＡＸ 018-823-0380
メール apigeon1305@softbank.ne.jp
１１月１２日（日） 10：30～14：30
小雨決行
水戸市 千波湖公園周辺
＜集合＞ 10：30 ＪＲ水戸駅南口
【連絡先】〒311-3501 行方市芹沢1591-119
緑川 正実 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0299-55-1892
１１月１２日（日） 10:00～12：00
小雨決行
横浜市 馬車道・日本大通り付近
＜集合＞ 9：50 ＪＲ関内駅南口前の広場
【連絡先】〒241-0014 横浜市旭区市沢町93-52
山本 順 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 045-371-2108
１１月２５日（土） 10：00～12：00
雨天中止
渋谷区 都立代々木公園
＜集合＞ 9：45 代々木公園サービスセンター前
【連絡先】〒136-0072 江東区大島8丁目28-24-1215
山下 照雄 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 03-5609-4515
メール yum-gon@m2.pbc.ne.jp
１１月１２日（日） 10：00～12：00
小雨決行
津市 津城跡（お城公園）
＜集合＞ 9：30 津城跡（お城公園）現地、池のほとり
【連絡先】〒514-2202 津市芸濃町林482
前川 いつ子 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 059-265-3083
メール Ituko2525.FUKUNOKAMI@docomo.ne.jp
１０月１５日（日） 9：00～11：30
小雨決行
金沢市 浅野川河畔緑地
＜集合＞ ＊申込者に連絡します
【連絡先】〒921-8172 金沢市伏見新町287-408
植茶 泰男 ＴＥＬ 090-8840-6232
ＦＡＸ 076-241-5019 メール yuecha@384.jp
１１月 ５日（日） 13：30～15：30
小雨決行
京都市 梅小路公園周辺
＜集合＞ 13：15 梅小路公園
【連絡先】〒601-1337 京都市伏見区醍醐槇ノ内町21-12
片岡 明夫 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 075-572-8566
メール rtxsd649@yahoo.co.jp
１１月 ３日（祝・金） 9:45～12：00
雨天中止
明石市内の史跡
＜集合＞ 9：30 ＪＲ明石駅 （変更の場合、申込者に連絡）
【連絡先】〒673-0857 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
【連絡先】〒654-0143 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
１１月１１日（土） 13：30～15：30 雨天中止
中津市 ＪＲ中津駅南口周辺
＜集合＞ 13：20 ＪＲ中津駅南口付近
【連絡先】〒871-0092 中津市南新地262-1
古江聰忠 ＴＥＬ 090-8403-1247
メール furue95@gmail.com
※各活動は、諸事情により予定変更となる場合があります。
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１１月 ５日（日） 13：30～14：00
小雨決行
郡山市 男女共同参画センター周辺
＜集合＞ 13：30 男女共同参画センター前
【連絡先】〒963-0111 郡山市安積町荒井水神前18-29
相馬 武 ＴＥＬ 080-1805-0876
メール ga32332@fb4.so-net.ne.jp
１０月１５日（日）
10：30～13：30 雨天中止
千葉市 稲毛海浜公園
＜集合＞ 10：30 「花の美術館」バス停
【連絡先】 〒272-0835 千葉県市川市中国分1-21-7
西川 廣 ＦＡＸ 047-372-2139
メール gonotora@jcom.zaq.ne.jp
１１月１８日（土） 10：30～12：30
雨天中止
横浜市 鶴見川流域（綱島～新横浜）
＜集合＞ 10：00 東急東横線綱島駅改札出口
【お問合せ先】〒223-0061 横浜市港北区日吉7-12-28
青木 薫 ＴＥＬ 045-563-1856
メール k-aoki@ae.catv.ne.jp 希望者にて昼食会（実費）
１１月１２日（日） 10：00～12：00
雨天中止
名古屋市 鶴舞公園
＜集合＞ 9：45 鶴舞公正面入り口
【連絡先】〒466-0021 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
１１月１１日（土）
10：30～11：30
小雨決行
富山市 県庁前公園周辺
＜集合＞ 10：20 富山県民会館玄関前
【連絡先】〒931-8328 富山市犬島新町2丁目10-9
道嶋 一男 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 076-438-2595
メール doujima@gray.plala.or.jp
１０月２０日（金） 17：00～18：00
小雨決行
小松市 芦城公園
＜集合＞ 17:00 小松市小馬出町地内
【連絡先】〒923-0812 小松市漆町イ72番地 山崎建設㈱内
小松ＰＨＰ友の会事務局 TEL 090-3156-9373
FAX 0761-47-8182 メール yamazaki@yamazaki-c.co.jp
１１月１９日（日）
9：30～11：40 雨天決行
大阪市 大阪城公園
＜集合＞ 9：30 大阪城公園 森ノ宮入口
【連絡先】〒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
１１月１０日（金） 10：30～12：00
雨天中止
高松市 崇徳上皇祠周辺
＜集合＞10：30 五色台 へんろ小屋近辺
【連絡先】〒761-8075 高松市多肥下町1591-1
田中 勉 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 087-887-6443
１１月２５日（土）
10：00～11：00
雨天中止
福岡市 ＪＲ博多駅周辺
＜集合＞ 10：00 ＪＲ博多駅筑紫口、スターバックス前
【連絡先】〒819-0373 福岡市西区周船寺264-1
江口安久 ＴＥＬ 090-8665-2566 ＦＡＸ 092-806-4584
メール info@aobazouendoboku.co.jp

●お問い合わせ先●
全国ＰＨＰ友の会
TEL 075-681-4519
FAX 075-672-9134
ﾒｰﾙ syakai@php.co.jp

