
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＊＊＊＊持ち物については、「持ち物＆服装ガイドブック」（別冊）をご覧ください。持ち物については、「持ち物＆服装ガイドブック」（別冊）をご覧ください。持ち物については、「持ち物＆服装ガイドブック」（別冊）をご覧ください。持ち物については、「持ち物＆服装ガイドブック」（別冊）をご覧ください。    

＊当日＊当日＊当日＊当日はははは、ゴミ分別と健康管理について記載した「持ち歩くしおり」を配布します。、ゴミ分別と健康管理について記載した「持ち歩くしおり」を配布します。、ゴミ分別と健康管理について記載した「持ち歩くしおり」を配布します。、ゴミ分別と健康管理について記載した「持ち歩くしおり」を配布します。    

    

主  催：虹のとびら 

特別協賛：国際ソロプチミスト豊橋 

運営協力：豊橋技術科学大学ボランティア部 

協  賛：サーラグループ 

物品協力：日本ジュースターミナル、谷ノ口里浜里山育成会 

衣裳協力：Patagonia 日本支社 

後  援：岡崎女子大学、岡崎女子短期大学、530 運動環境協議会、田原市、田原市教育委員会、 

豊橋観光コンベンション協会、豊橋技術科学大学、豊橋市、豊橋市教育委員会、 

東三河懇話会 

この活動は「あいちモリコロ基金」の助成金を受けて実施します。・ 
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1111. . . . 日程日程日程日程と清掃区間と清掃区間と清掃区間と清掃区間    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所は大まかな目安です。 

※4 日目と 8 日目は午後スタートのため、昼休憩はなし 

 

2. 2. 2. 2. 宿泊宿泊宿泊宿泊・食事場所と・食事場所と・食事場所と・食事場所とお風呂お風呂お風呂お風呂    

日程 宿泊・食事場所 お風呂 

1 日目 15（木） 

野外教育センター 野外教育センター 2 日目 16（金） 

3 日目 17（土） 

4 日目 18（日） 

赤西会館・公民館 アイレクス 
5 日目 19（月） 

6 日目 20（火） 

7 日目 21（水） 

8 日目 22（木） 

伊良湖ホテル 
伊良湖ホテル 

9 日目 23（金） 

10 日目 24（土） 伊良湖ビューホテル 

 

【宿泊の注意事項】 

・ 荷物・貴重品の管理は各自でお願いします。（主催者では責任を負いかねます。） 

・ 就寝時間を過ぎたら静かにしましょう。（消灯22:00） 

・ 周辺の民家にご迷惑にならない様に、あまり騒がないようにしましょう。 

・ 宿泊場所の物にはあまり触れないようにしましょう。万が一破損した場合には実費を請求する

可能性があります。 

日程 スタート 昼休憩地点 ゴール 

1 日目 15(木) 豊橋技術科学大学(開会式) 小沢小南東 西七根 

2 日目 16(金） 西七根 野外教育センター 西赤沢 

3 日目 17(土) 西赤沢 久美原 百々付近 

4 日目 18(日） 百々付近  半身付近 

5 日目 19(月) 半身付近 中村付近 
田原市 

赤羽根市民センター 

6 日目 20(火） 
田原市 

赤羽根市民センター 

赤羽根 

ロコステーション 
若見 

7 日目 21(水） とこはる、和地中間 川尻付近 渥美豊橋自動車道標識 

8 日目 22(木) 渥美豊橋自動車道標識  浜藪 

9 日目 23(金） 浜藪 日研農園西 日出町 

10 日目 24(土） 日出町 石門 伊良湖岬 
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・ 朝スムーズに出発できるように、荷物の整理は前日の夜にお願いします。（お風呂セットは

分けて準備しておいてください。） 

・ 洗濯を翌日の午前中に行います。就寝前に洗濯物を洗濯ネット(名前をマジックで記入して下

さい)に入れて出してください。（翌日帰る人は出さないで下さい。） 

・ 食事の準備、片付け、掃除など、気付いたことはお手伝いをお願いします。 

・ 個々の連絡の為に携帯電話の充電をしましょう。 

・ 少しでも体調が悪いと感じたら、遠慮せずに近くのスタッフに声をかけてください。 

 

3.3.3.3.    集合と解散集合と解散集合と解散集合と解散    

  集合   解散 

① 8/15(木) 9:00 

豊橋技科大 

～ 8/16(金) 9:00 
豊橋技科大 

② 8/16(金) 9:00 ～ 8/17(土) 9:00 

③ 8/17(土) 9:00 ～ 8/18(日) 12:30 

三河田原駅 

④ 8/18(日) 12:30 

三河田原駅 

～ 8/19(月) 9:00 

⑤ 8/19(月) 9:00 ～ 8/20(火) 9:00 

⑥ 8/20(火) 9:00 ～ 8/21(水) 9:00 

⑦ 8/21(水) 9:00 ～ 8/22(木) 12:30 

⑧ 8/22(木) 12:30 ～ 8/23(金) 9:00 

⑨ 8/23(金) 9:00 ～ 8/24(土) 9:00 

⑩ 8/24(土) 9:00  8/25(日) お昼頃 

 

【集合に関して】 

朝の集合時間は早いです。万が一遅刻した場合には当方では迎えに行くことが困難な場合があり

ます。BLUEWALK をみんなで楽しむためにも責任ある行動をお願いします。 

豊橋駅から三河田原駅までの豊橋鉄道渥美線は 15 分に 1 本と本数が少ないので注意しましょう。  

豊橋鉄道渥美線 新豊橋⇒三河田原：510 円 

（↓豊鉄渥美線：http://www.toyotetsu.com/atsumisen/index.shtml） 

 

【交通手段に関して】 

当日は公共交通機関を使ってお越しください。自家用車での集合には対応できませんので、ご了

承ください。 

☆名古屋組へお得情報☆ 

JR と名鉄には、名古屋～豊橋間の割引切符があります。 
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・JR 名古屋⇔豊橋 カルテット切符 

４枚セットで 3,400 円（1 枚あたり 850 円） 有効期限 1 ヶ月 

※JR の豊橋往復切符（平日 1,800 円 休日 1,500 円）は当日限り有効なので宿泊される方

は避けてください。 

（↓JR 東海：http://railway.jr-central.co.jp/tickets/_pdf/nagoya-toyohashi-kippu.pdf） 

 

・名鉄 なごや得割２平日/なごや得割土休日 （金山・名鉄名古屋駅⇔豊橋駅） 

平日：往復 1,700 円 有効期限１ヶ月 

休日：往復 1,500 円 有効期限１ヶ月 

（↓名古屋鉄道：http://www.meitetsu.co.jp/kenannai/index.html） 

 

【特殊な日について】 

◇ 8 月 15 日（木）《初日》・8 月 16 日（金）《2 日目》・8 月 17 日（土）《3 日目》 

豊橋技術科学大学（豊橋技科大）に 9 時までに集合してください。また初日のみ開会式を行

います。豊橋技科大までは豊橋駅から公共バス（豊鉄バス豊橋技科大線）が出ています。 

豊橋駅前⇒技科大前：４3０円 

（↓豊鉄バス：http://www.toyotetsu.jp） 

 

 

 

 

 

◇8 月 18 日（日）《4 日目》・8 月 22 日（木）《8 日目》 

 午前休みの日で、清掃活動が午後のみとなります。そのため、集合・解散も昼になります。 

 

◇8 月 24 日（土）《最終日》 

 最終日はそれまで歩んできた 10 日間の集大成です。夜は最終日参加者全員で、宿にて打ち上

げをします。 

＊9 月にも BW2013 の参加者全体の打ち上げを行ないます。ぜひご参加ください。 



4 

 

4.4.4.4.    一日の流れ（一例）一日の流れ（一例）一日の流れ（一例）一日の流れ（一例）    

午前午前午前午前            起床 （6：00） 

          

朝食 …健康チェック 

           

         宿出発 

                                                                        バス移動バス移動バス移動バス移動    

 

         三河田原駅到着 …点呼・解散 

                    持ち歩くしおり配布（新しく来た人のみ） 

                                                  トイレ休憩（浜にトイレはないので必ず行きましょう） 

         三河田原駅出発 

                                                                        バス移動バス移動バス移動バス移動    

    

          スタート地点到着 

                       午前海岸清掃午前海岸清掃午前海岸清掃午前海岸清掃    

 

お昼お昼お昼お昼            昼休憩       …しっかり休憩をとって、午後からもがんばりましょう!! 

                     午後海岸清掃午後海岸清掃午後海岸清掃午後海岸清掃                                トイレも済ましておいてください 

 

         ゴール地点 

夕方夕方夕方夕方                   バス移動バス移動バス移動バス移動    

 

         お風呂施設到着 

                    

         お風呂 

                    

         お風呂施設出発 

                       バス移動バス移動バス移動バス移動    

夜夜夜夜         宿到着 

                    

         夕食・翌日の連絡 

                                …出しておいた洗濯物を取りに行き、 

ワークショップ・片付け    翌日洗濯するものを出しておきます 

                                  (翌日帰る人は出さないでください) 

                       ※荷物整理は夜のうちにお願いします 

22222222：：：：00000000    就寝   …次の日に備えてしっかり寝ましょう 

 

※朝は時間が限られているので、

テキパキ行動しましょう。 

浜を歩く用の荷物と一緒に、お風呂セット(着替え・

タオルなども含む)を持っていくので、お風呂セット

を入れる袋を用意してきて下さい。お風呂セットは

バス車内に置いておきます。 
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5.5.5.5.    ゴミについてゴミについてゴミについてゴミについて    

【ゴミ分別】 

 

豊橋市のゴミ分別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原市のゴミ分別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※海岸には医療廃棄物、農薬、劇物、ボンベなど危険なゴミが多く漂着します。 

1. 容器に入った物で中身が何か分からない物は絶対に開封しないでください。 

2. 医療廃棄物（注射器）などは感染症の恐れがありますので、絶対に素手で触らず近くのス

タッフにお知らせください。 

3. ボンベなど不明な廃棄物については動かさないで、スタッフにお知らせください。 

 

【処理困難物】 

 豊橋市：拾わずに、ゴミの場所を連絡し、回収してもらいます。  

田原市：ゴミ回収ポイントまで運び、他のゴミと一緒に回収してもらいます。 

 

【トラックでの回収について】 

海岸で集めたゴミをトラックで回収し、予め決められたゴミ回収ポイントまで運搬します。ゴ

ミ回収場所には表浜 BLUEWALK のゴミである旨を書いた紙を貼ります。 

ゴミは種別毎に分けて、ゴミ回収業者が分かりやすいように置きます。 

また、ゴミを置いたポイントを記録しておき、翌日の朝に担当者が連絡します。 

燃やすゴミ ペットボトル､紙類､吸殻､花火､衣類､ビニール 

こわすゴミ ｱﾙﾐ､発泡ｽﾁﾛｰﾙ､傘､電球､ゴム類､乾電池(水銀無)､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､保冷剤 

危険ゴミＡ 蛍光灯､乾電池(水銀有)､体温計(水銀入り) 

危険ゴミＢ 金属破片､釘､針金､スプレー缶､注射器 

埋めるゴミ 陶磁器類､ガラス類 

ビン・缶類 アルミ缶､スチール缶､ビン 

処理困難物 粗大ごみ､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀｲﾔ､消火器､自転車､ﾊﾞｲｸ､ﾊﾞｯﾃﾘｰ､家電製品 

燃やせるゴミ ペットボトル､紙類､吸殻､花火､衣類､ビニール､ゴム類､保冷剤 

燃やせないゴミ アルミホイル､発泡スチロール､傘､電球､プラスチック､ひも 

小物金属 金属破片､くぎ､針金､金属類 

缶類 アルミ缶､スチール缶 

ビン ビン類 

割れガラス類 割れガラス､陶磁器類 

有害ゴミ 乾電池､水銀入り体温計､蛍光灯 

処理困難物 粗大ごみ､ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀｲﾔ､消火器､自転車､ﾊﾞｲｸ､ﾊﾞｯﾃﾘｰ､家電製品､医療ｺﾞﾐ 
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豊橋市 環境政策課  0532－51－2399 

豊橋市 ㈱トヨジン  0532－88－0534（会社） 

   田原市 松和メンテナンス 0532－47－4422（会社） 

 

【ゴミ調査について】 

今回表浜海岸に存在するゴミの調査を行いたいと考えています。 

＜重量調査＞ 

1、回収ポイントで無作為にゴミの重量を量る。 

2、量ったゴミの重さをその回収ポイントでの標準の重さとし、全数を掛けて全重量とする。 

＜ゴミ調査＞ 

全日ゴミ調査を行いたいと思います。ゴミ調査班が先頭で海岸を歩き、海岸に落ちているゴ

ミを種類ごとにシートへ記入します。詳しくは当日、担当者が説明します。 

 

6666．健康管理について．健康管理について．健康管理について．健康管理について    

【熱中症】 

夏の海岸では熱中症にかかる危険性が高いです。 

熱中症は命に関わることなので十分な注意熱中症は命に関わることなので十分な注意熱中症は命に関わることなので十分な注意熱中症は命に関わることなので十分な注意が必要！！が必要！！が必要！！が必要！！    
熱中症対策としては①予防②症状と処置があります。 

① 予防 

 

 

 

 

 

 

 

② 症状と処置 

（1）症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康チェック 朝のバス、昼休憩、帰りのバス内で健康チェックをし、全員の健康状態を

確認します。 

強制飲水 熱中症の予防に一番大切なのは水分の補給です。休憩は 30 分おきに行い

ますが、その際に一口でもいいので必ず水分を取りましょう。糖分、塩分、

ミネラルを補給するためにスポーツドリンクがよいです。 

服装 帽子は必ず着用。黒っぽい服装は避ける。吸水性や風通しのよい服を着る。 

 

熱失神 皮膚血管の拡張によって血圧が低下

し、脳血流が減少しておこるもの。 

めまい、失神などがみられる。顔面そ

う白となって、脈は速くて弱くなる。 

熱疲労 脱水による症状。 脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き

気などがみられる。 

熱けいれん 大量に汗をかいたときに水だけしか

補給しなかったため、血液の塩分濃

度が低下。 

足、腕、腹部の筋肉に痛みをともなっ

たけいれんがおこる。 

熱射病 体温の上昇によって中枢機能に異常

をきたした状態。 

意識障害（反応が鈍い、言動がおかし

い、意識がない）がおこり、死亡率が

高い。 
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（2）対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過呼吸の対応】 

①症状 

� 意識があって、はぁはぁと浅く細かく激しい呼吸をしている 

� 手足のしびれ、硬直、冷感などがある 

� 意識が遠のくことがあるが、命に別状はない 

 

②対応 

� 今までに同じようなことがあったか本人に聞く 

� 紙袋を用意、なければビニール袋に数ヵ所穴をあける 

� 口と鼻を覆い、その中で呼吸をする(10～15 分) 

� 治まったら静かに休ませる 

� なかなか治まらなかったり、本人の不安が強い場合は病院に行く 

 

【カツオノエボシ】 

 海岸に「カツオノエボシ」というクラゲがまれにいます。大きさは、

ペットボトルのキャップぐらいでとても小さく、一見クラゲには見えま

せんが、強力な毒を持ち、刺されると死に至る場合もある恐ろしいクラ

ゲです。ゴミと間違えて素手で拾ったりしないように、海岸清掃時は必

ず軍手を着用してください。万が一刺された場合は、慌てず近くのスタ   

ッフに言ってください。 

熱失神 

 or 

熱疲労 

涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給すれば通常は回復し

ます。 

足を高くし、手足を末梢から中心部に向けてマッサージするのも有効です。 

吐き気やおう吐などで水分補給ができない場合には、病院に運び、点滴を受

ける必要があります。 

熱けいれん 生理食塩水（0.9％）を補給すれば、通常は回復します。 

熱射病 死の危険のある緊急事態です。体を冷やしながら、集中治療のできる病院へ

一刻も早く運ぶ必要があります。いかに早く体温を下げて意識を回復させる

かが予後を左右するので、現場での処置が重要です。 

体温を下げるには、水をかけたり濡れタオルを当てて扇ぐ方法、くび、腋の

下、足の付け根など太い血管のある部分に氷やアイスパックをあてる方法が

効果的です。 

循環が悪い場合は、足を高くし、マッサージをします。 

症状としては、意識の状態と体温が重要です。意識障害は軽いこともありま

すが、応答が鈍い、言動がおかしいなど少しでも異常がみられる時には重症

と考えて処置しましょう。 
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体調が悪いと感じたら、スタッフに報告してください。 

その後診察が必要な場合、まずは必ず下記に連絡してください。ここで最寄りの病院を紹介して

くれます。 

◎豊橋市救急医療情報センター（0532）63‐1133 

◎田原市救急医療情報センター（0531）23‐1133 

今回の海岸清掃の企画は常に場所が移動するため、病人が出た場所から一番近くて対応してくれ

る病院を紹介してくれます。 

※その際自分たちがいる場所を正確に伝えるようにしてください。 

※行く前に受け入れ可能か必ず電話で確認してください。 

 

＜豊橋市＞ 

○豊橋市休日夜間急病診療所 

診療日：休日（日曜日、国民の祝日及び12月31日から1月3日） 

時間：午前9時～午後7時 ※午後7時～午後8時は休診となります。 

：夜間(毎日)午後 8 時～翌朝午前 7 時 

住所：〒441-8149  

豊橋市中野町字中原 100 番地 

TEL：（0532）48-1110 

 

 

 

 

 

 

 

○豊橋市民病院 

〒441-8570  

愛知県豊橋市青竹町字八間西 50 番地   

TEL:（0532）33-6111 

 

＜田原市＞ 

○渥美病院 

時間：平日、第1･3土曜 午前8時～11時30分（科により一部異なります） 

休診日：第2･4･5土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日～1月3日)。 

ただし、急患の方は時間外救急で対応します。 

住所：〒441-3415 愛知県田原市神戸町赤石1番地１ 

TEL：0531(22)2131 

豊橋市休日夜間急病診療所 
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7777．参加者への注意事項及び免責事項．参加者への注意事項及び免責事項．参加者への注意事項及び免責事項．参加者への注意事項及び免責事項    

① 表浜は全面遊泳禁止です。 

※ 表浜は波が強く毎年水難事故が発生しています。特に注意してください。 

② 貴重品の管理は各自でお願いします。 

③ 車での事故に注意してください。 

④ 海岸清掃、ワークショップでの怪我にご注意下さい。 

⑤ 地域の方にご迷惑にならないように注意してください。 

※ 事故、事件については主催者では責任を負いかねます。 

保険の範囲外では各自の責任にて行動してください。 

 ⑥新型インフルエンザに感染している方、感染者と接触した可能性のある方の参加はご遠慮下

さい。 

 ⑦地震の対策はしていますが、責任は負えません。 

 

8888．中止のお知らせなど．中止のお知らせなど．中止のお知らせなど．中止のお知らせなど    

表浜 BLUEWALK は基本的には雨天決行ですが、台風等の悪天候時は中止とさせていただきま

す。よほどの大雨でない限り集合していただいて、宿泊場所で待機し晴れたらゴミ拾いを行いま

す。中止する際には当日の朝 6 時半までにブログにアップしますので、参加者の方はご確認下さ

い。中止をお伝えする旨のブログは当日の全体リーダーが担当します。メーリングリストや、当

日参加される方へは電話でもお伝えします。早朝に連絡させていただくことになりますが、ご了

承ください。また 6:30 に中止の決定をした際も送迎は行う予定です。心配な方は各日の全体リ

ーダーへ連絡してください。 

 また、中止となり、食事・風呂・宿泊などのかからなかった費用のみ、後日その分の参加費を

返金いたします。（送迎は行う予定です） 

 

    

 

 
豊橋市民病院 渥美病院 
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9999．最後．最後．最後．最後にににに    

表浜 BLUEWALK は参加者一人一人が作り上げていくイベントです。スタッフでなくても、長

期間参加の方にはいろいろな事をお願いすると思います。面倒なこともありますが、ご協力よろ

しくお願いします。 

★去年も参加してくれたブルーウォーカーへ 

 毎年 BW は進化を続けます。去年とは全然違う趣向ですし、宿や食事・お風呂のシステムも大

幅に違います。去年を想像して挑むと思わぬ忘れ物や服の分配を間違える危険性があるので、し

おりをしっかり読んで準備をお願いします。 

 

10101010．連絡先．連絡先．連絡先．連絡先    

虹のとびら代表：ケヴィン(本名：山口清之(せいじ))           090-3412-4774 

表浜 BLUEWALK2013 プロジェクトリーダー：まさ（本名：成瀬正実）  090-5456-3814 

 

保健係：さんちゃん（本名：柴田さんか）  090-6801-9394 

まさ   （本名：成瀬正実）   090-5456-3814 

     

日程 リーダー 電話番号 副リーダー 電話番号 

１日目 8/15(木) まさ 090-5456-3814 
つかちゃん 090-6676-8570 

DON 090-5717-3823 

２日目 8/16(金) みーちゃん 090-4238-7056 
しばけん 090-3587-2958 

いっそ 080-6905-7010 

３日目 8/17(土) あかね 090-7608-0433 
しゅっち 090-2946-1447 

ぽるの 080-3768-7043 

４日目 8/18(日) ぽん 080-6966-0429 
ゆうくん 090-5855-8086 

ざきお 080-6913-9083 

５日目 8/19(月) みーちゃん 090-4238-7056 
ゆうくん 090-5855-8086 

さんちゃん 090-6801-9394 

６日目 8/20(火) ざきお 080-6913-9083 
しゅっち 090-2946-1447 

はなか 080-5297-8422 

７日目 8/21(水) DON 090-5717-3823 
みーちゃん 090-4238-7056 

はなか 080-5297-8422 

８日目 8/22(木) すがぬー 080-5290-4573 
しゅっち 090-2946-1447 

さっちゃん 090-6570-7203 

９日目 8/23(金) しばけん 090-3587-2958 
ぽん 080-6966-0429 

あかね 090-7608-0433 

10 日目 8/24(土) まさ 090-5456-3814 
ざきお 080-6913-9083 

DON 090-5717-3823 
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【キャンセルする場合】 

 万が一キャンセルをされる方は、8 / 8(木)の 17 時までに下記メールアドレスまで連絡してく

ださい。やむを得ずそれ以降にキャンセルされる場合も、連絡をお願いします。 

  キャンセル連絡先 ⇒ omotehamaayumi@gmail.com 

 

【当日の不都合について】（体調不良や集合に遅れる、欠席など） 

 当日に不都合や問題が発生した場合、その日のリーダー（繋がらなければ副リーダー）に連絡

してください。特に、集合に遅れる場合や欠席する場合は、必ず連絡してください。 

 

【前日までのお問い合わせ】 

質問などのお問い合わせはコチラ ⇒ omotehamaayumi@gmail.com 

 

   表浜 BLUE WALK のブログ (随時更新) ⇒ http://ameblo.jp/omotehamabluewalk/ 

  （↓表浜 BLUE WALK ブログ QR コード） 

 

 

  ※女性の方へ※ 

  女性スタッフのみが対応させていただくメールアドレスを作りました。 

  何か不安なこと、気になることがあれば、下記のアドレスに気軽に連絡してください。 

                                  ⇒ a.erizabesu@gmail.com 

 

 

協力：アイレクス、渥美運輸株式会社、伊良湖ホテル、株式会社トヨジン、 

松和メンテナンス株式会社、成和環境株式会社、田原市赤西校区（区長 鈴木信次）、 

特定非営利活動法人ゆずりは学園、日本ジュースターミナル、Patagonia 日本支社、 

東三河廃棄物処理事業協同組合、野外教育センター、谷ノ口里山里海育成会（広中秋孝） 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

♪BW ビクス 

 

1, BW で×3 拾っちゃお 

BW で×3 歌っちゃお 

表浜でゴミ拾い 

なかよく楽しくおもしろく 

年齢なんて関係ない 

一生青春するんだー！ 

1、2、3、4！ 

ふくろー（ふくろー）！ トングー（トングー）！×2 

ふくろートングー×2 ふくろトングふくろトング フー！ 

BW で×3 拾っちゃお 

BW で×3 歌っちゃお 

 

2. ビンもカンもリサイクル 

  中身がちょこっと残ってる 

  ウミガメさんも困ってる 

  さあみんなで一緒に BW！ 

1、2、3、4！ 

ふくろー（ふくろー）！ トングー（トングー）！×2 

ふくろートングー×2 ふくろトングふくろトング フー！ 

BW で×3 拾っちゃお 

BW で×3 歌っちゃお 

   

ちゃちゃっちゃちゃ。 

 


