
 

２ ０ １ ９ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 

 

「環境の日」に合わせ、全国４４カ所で 

イオン チアーズクラブの子どもたちが河川の水質調査を実施 

今年は海洋ごみ削減につながる清掃活動も行います 

 

 ６月２日（日）、全国のイオンの店舗を拠点に環境学習や体験活動を行うイオンチアーズ

クラブ※1 の子どもたちが、複数の市民団体で構成する全国水環境マップ実行委員会が行う

「身近な水環境の全国一斉調査」※2に参加し、河川の水質調査と清掃活動を行います。 

２００４年に始まった同調査には、毎年６月５日の「環境の日」に合わせ、全国の市民  

団体や学校などが参加しています。イオン チアーズクラブは２０１６年から同調査に参加

しており、４回目の参加となる今回は、活動拠点としている店舗周辺に河川がある４４  

クラブの約４８０名のメンバーが参加します。所定の調査キットを使用して水質汚濁の 

度合いなどを計測し、身近な水環境について学び、魚や水生昆虫の生息地である河川への 

理解を深めます。調査結果は、全国水環境マップ実行委員会が作成するマップとして公表 

され、水環境の変化やその要因の把握に役立てられるとともに、水質改善や水辺の環境整備

などの活動につながることが期待されます。 

本年は、同調査への参加に合わせ、水環境保全に向けた具体的アクションとして、環境省

などが推進する「海ごみゼロウィーク」※3に賛同し、河川の清掃活動を行い、家庭から出た

生活ごみが川から海へと流れ、水環境を汚していることなどを学びます。 

当財団はこれからも地域社会と連携し、次代を担う青少年の健全な育成支援に取り組ん

でまいります。 

【イオン チアーズクラブによる「身近な水環境の全国一斉調査」について】 

日 程：２０１９年６月２日（日） 一部、別日程で実施するクラブがあります。 

実施場所：全国のイオングループ４４店舗の近隣にある河川 

参加人数：全国４４のイオン チアーズクラブメンバー 約４８０名 

測定項目：気温、水温、ＣＯＤ（化学的酸素要求量：水質汚濁の指標の一つ）など 

備 考：調査結果は、全国水環境マップ実行委員会が作成するマップの資料として 

活用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※１ イオン チアーズクラブでは、集団行動を通じてルールやマナーを学びながら、環境への興味・関心

や考える力を育むことを目的に、環境学習や体験活動を行っています。２０１９年２月末時点で   

全国４４８拠点に小学１年生から中学３年生までの子どもたち約７，３００名が、イオン各店舗  

従業員のサポートのもと、毎月１回程度の活動を実施しています。 

※２ 身近な水環境の全国一斉調査：１９８０年代半ばの河川や水辺などの水環境の保全や修復に関する

地域住民の意識が高まり、各地で水質調査が行われました。その後、全国で統一された水質調査  

手法が求められ、２００４年に各地の市民団体が参画し、全国水環境マップ実行委員会が設置され、

以来毎年調査が行われています。 

※３ 環境省などの推進により、産官学民が一体となり日本から世界に発信できる海洋ごみ対策のモデル

として５月３０日（ごみゼロの日）～ ６月８日（世界海洋デー）前後までを「海ごみゼロウィーク」

と定め、海洋ごみ削減のため全国一斉清掃活動を共同で実施します。 

＜２０１８年の調査の様子＞ 

土崎港イオン チアーズクラブ（秋田県） 市川妙典イオン チアーズクラブ（千葉県） 

NEWS RELEASE 



 

[ 調査に参加するイオン チアーズクラブ名と実施日（予定）]  

 

 

 

クラブ名 

（拠点店舗名） 
所在地 実施日 

クラブ名 

（拠点店舗名） 
所在地 実施日 

三笠イオン チアーズクラブ 

（イオンスーパーセンター三笠店） 
北海道 6/2 

座間イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル座間） 
神奈川県 6/2 

湯川イオン チアーズクラブ 

（イオン湯川店） 
北海道 6/9 

東神奈川イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル東神奈川） 
神奈川県 6/2 

土崎港イオン チア一ズクラブ 

（イオン土崎港店） 
秋田県 6/2 

白根イオン チアーズクラブ 

（イオン白根店） 
新潟県 6/2 

中仙イオン チアーズクラブ 

（イオン中仙店） 
秋田県 6/1 

新発田イオン チアーズクラブ 

（イオン新発田店） 
新潟県 6/8 

秋田中央イオン チアーズクラブ 

（イオン秋田中央店） 
秋田県 6/2 

御経塚イオン チアーズクラブ 

（イオン御経塚店） 
石川県 6/2 

三川イオン チアーズクラブ 

（イオン三川店） 
山形県 6/2 

南陽イオン チアーズクラブ 

（イオン南陽店） 
愛知県 6/2 

山形南イオン チアーズクラブ 

（イオン山形南店） 
山形県 6/9 

東浦イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル東浦） 
愛知県 6/8 

いわきイオン チアーズクラブ 

（イオンいわき店） 
福島県 6/8 

名古屋みなとイオン チアーズクラブ  

（イオン名古屋みなと店） 
愛知県 6/2 

栃木イオン チアーズクラブ 

（イオン栃木店） 
栃木県 6/2 

名張イオン チアーズクラブ 

（イオン名張店） 
三重県 6/2 

小山イオン チアーズクラブ 

（イオン小山店） 
栃木県 6/2 

四日市北イオン チアーズクラブ 

（イオン四日市北店） 
三重県 6/2 

北浦和イオン チアーズクラブ 

（イオン北浦和店） 
埼玉県 6/2 

伊賀上野イオン チアーズクラブ 

（イオン伊賀上野店） 
三重県 6/2 

入間イオン チアーズクラブ 

（イオン入間店） 
埼玉県 6/9 

柳津イオン チアーズクラブ 

（イオン柳津店） 
岐阜県 6/2 

東鷲宮イオン チアーズクラブ 

（イオン東鷲宮店） 
埼玉県 6/2 

新宮イオン チアーズクラブ 

（イオン新宮店） 
和歌山県 6/2 

北戸田イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル北戸田） 
埼玉県 6/2 

三田イオン チアーズクラブ 

（イオン三田店） 
兵庫県 6/2 

鴨川イオン チアーズクラブ 

（イオン鴨川店） 
千葉県 6/9 

南淡路イオン チアーズクラブ 

（イオン南淡路店） 
兵庫県 6/1 

幕張イオン チアーズクラブ 

（イオン幕張店） 
千葉県 6/8 

竜野イオン チアーズクラブ 

（イオン竜野店 ） 
兵庫県 6/8 

木更津イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル木更津） 
千葉県 6/2 

倉敷イオン チアーズクラブ 

（イオン倉敷店） 
岡山県 6/2 

市川妙典イオン チアーズクラブ 

（イオン市川妙典店） 
千葉県 6/9 

新居浜イオン チアーズクラブ 

（イオン新居浜店） 
愛媛県 6/2 

南砂イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル南砂） 
東京都 5/26 

福津イオン チアーズクラブ 

（イオン福津店） 
福岡県 6/2 

御嶽山駅前イオン チアーズクラブ 

（イオンスタイル御嶽山駅前） 
東京都 6/2 

唐津イオン チアーズクラブ 

（イオン唐津店） 
佐賀県 6/2 

日の出イオン チアーズクラブ 

（イオン日の出店） 
東京都 6/2 

延岡イオン チアーズクラブ 

（イオン延岡店） 
宮崎県 6/2 

厚木イオン チアーズクラブ 

（イオン厚木店） 
神奈川県 6/2 

南風原イオン チアーズクラブ 

（イオン南風原店） 
沖縄県 6/1 



ご参考 公益財団法人イオンワンパーセントクラブの主な活動内容 

 

◆次代を担う青少年の健全な育成に資する事業 
  

＜イオン チアーズクラブ＞ 
地域の小中学生の環境保全活動を支援。毎年夏に全国大会を開催。 

＜中学生環境作文コンクール＞ 
環境問題に関する作文を募集し、優秀な作文提出者は生物多様性研修に参加。 

＜ＡＥＯＮ ｅｃｏ-１グランプリ＞ 
全国の高校 及び高校生のエコ活動を顕彰し、エコ活動の輪の広がりを支援。 

＜学校建設支援＞ 
アジア５カ国で子どもたちの教育環境の整備を支援。全国で実施した募金に 
ほぼ同額を上乗せし、小学校校舎建設と附属設備の設置及び教員養成を支援。 

＜セーフウォーターキャンペーン＞ 
 学校建設を支援した地域で汚濁水を生活用水に使っている地域に、浄化した 
給水施設を設置することで子どもたちを健康面と教育面から支援。 

  

【学校建設支援】 

 

 

 

 

 

 

 

◆諸外国との友好親善の促進に資する事業 
  

 ＜ティーンエイジ・アンバサダー＞ 
海外と日本の高校生の相互交流活動。表敬活動、交流活動、歴史文化理解活動を通じ
互いへの理解とグローバルな視野を持つことを支援。 

 ＜アジア ユースリーダーズ＞ 
アジアの高校生・大学生が一堂に会し、開催地の社会問題への解決策を議論し政府 
へ提案することを通じ、各国の多様な価値観への理解を深めることを支援。 

 ＜イオン スカラシップ＞ 
アジア各国で学ぶ大学生へ奨学金を給付し、次代を担う青年の夢の実現を支援。 

 

【ティーンエイジ・アンバサダー】 

 

 

 

 

 

 

◆地域社会の持続的発展に資する事業 
  

＜ふるさと未来支援＞ 
日本各地に伝わる固有の伝統的な文化・工芸・芸能の継承と普及を支援。 

＜災害復興支援＞ 
大規模自然災害に見舞われた地域の人々を支援。 

＜公益法人への支援＞ 
当財団の設立主旨に副う活動を行う公益法人を支援。 
 

【ふるさと未来支援】 
 

 

 

 

 

 

 

※ 活動の詳しい内容はこちら（https://www.aeon.info/1p/）をご覧ください。  

新校舎で学ぶ子どもたち（ミャンマー） ミャンマー新校舎 新校舎と子どもたち（カンボジア) 

インドネシアで伝統舞踊体験 中国での授業体験 首相官邸訪問 

よさこい祭り イオン ふるさと発見伝 イオン すくすくラボ 

https://www.aeon.info/1p/

