
・令和２年４月９日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室（新型コロナ感染症 

対策のため中止とし、メール等によるやりとりに変更・各種行事活動 

について５月末まで自粛・６月以降も状況を見て実施） 

・令和２年４月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 （中止） 

・令和２年４月１２日 まちかど広場クリーン大作戦 ９時 （中止） 

・令和２年４月２４日 第１２回食品ロス会合 （中止） 

・令和２年４月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 （中止） 

・令和２年５月７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 （中止） 

・令和２年５月７日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室 （中止） 

・令和２年５月１２日 会計監査 （株）伸和産業応接室 １０時  

監事：太田雄三・澁谷亨   会計担当：土岐泰・白戸久夫 

・令和２年５月１５日 会計監査 （株）伸和産業応接室 １４時  

監事：太田雄三・澁谷亨   会計担当：土岐泰・白戸久夫 

・令和２年５月１８日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・令和２年５月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 （中止） 

・令和２年６月４日 運営委員会 １８時 市役所前川新館３階第３会議室 ８名参加 

・令和２年６月４～５日 エコクラブ ソラダス（空気中ＮＯ₂簡易測定・大阪せいわエ 

コクラブ大阪一斉調査に他県参加）２４時間後カプセル回収 

カプセル設置場所①だんぶり池②川先３丁目③国道７号線高架橋下 

④城東中央⑤弘大近郊 

・令和２年６月６日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 １０名参加 

          アプローチ広場・ウルメ池など通路の草刈り、ゲート看板取り付け 

          カナコ萢・ウルメ池木道設置、イス・テーブルの設置など 

・令和２年６月７日 第１７回身近な水環境の全国一斉調査 ９時 １０名参加 

          樋ノ口浄水場管理事務所駐車場集合 

         調査地点：①岩木川ラバーダム取水口②岩木川さくら堤せせらぎ広 

場③土淵川徒町せせらぎ広場 

ラバーダム上水道施設課対応：藤田貢主幹兼浄水係長・佐々木栄子水質係長 

  

    だんぶり池臨時作業         身近な水環境の全国一斉調査 

・令和２年６月７日 エコクラブ 全国エコ活コンクール表彰式（中止） 



          東京都江東区青海日本科学未来館 壁新聞部門タカラトミー賞受賞 

・令和２年６月８日 （公益社団法人）日本水環境学会東北支部 だんぶり池視察 １１時 

４名 小沢小学校水すまし賞授与式出席のため来弘 

西村 修 支部長（東北大学大学院工学研究科教授） 

野村宗弘 幹事長（東北大学大学院工学研究科助教） 

          幹事：三上 一（青森市）・奈良忠明（平川市） 

          小山内 剛（小沢小学校校長） 

          ＨＥＰ２１対応：鶴見 実 代表・白戸久夫 事務局長 

・令和２年６月９日 生活環境クループ定例会 市民会館第一小会議室 

・令和２年６月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 ８名参加 

           だんぶり池泥上げ業務の打ち合わせ 

・令和２年６月１３日 全体会議 市民会館第一小会議室 １３：３０～ （中止） 

           会員への資料送付により承認事項（昨年度決算・今年度予算） 

           の承認を求めた結果、３４名の会員より全員承認の返答があり、承 

認された 

・令和２年６月１４日 エコクラブ全国事務局より全国エコ活コンクール壁新聞部門 

           タカラトミー賞表彰状が送付される 

   

  水環境学会だんぶり池視察         エコクラブ タカラトミー賞表彰状 

・令和２年６月２４日 エコクラブ タカラトミー賞受賞報告のため市長表敬訪問 

           １６時半 弘前市役所市長応接室 エコクラブ員９名 

           鶴見実代表・齋藤秀光エコクラブ代表・佐藤正エコクラブ前代表 

           ほかサポーター４名 

・令和２年６月２７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 

           観察路等の草刈及び補修作業、トンボ写真等掲示用パネル設置 

看板の作成 

・令和２年７月２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

         看板の作成、デッキ東側階段の撤去、イオンギフトカード使途打合せ 

         アプローチ広場入口ヘビ注意看板取り付け 

・令和２年７月２日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室 ６名参加 

・令和２年７月４日 中央公民館子ども自然観察クラブ だんぶり池観察会 １０時 



クラブ員９名 引率５名 自然環境グループ対応５名計１９名参加       

    

     エコクラブ市長表敬訪問        中央公民館子ども自然観察クラブ 

・令和２年７月１８日 ホタル観察会（コロナ感染症拡大につき中止） １８時 

・令和２年７月１９日 和徳公民館ホタル観察会（コロナ感染症拡大につき中止） １９時 

・令和２年７月２９日 小沢小学校４年生だんぶり池観察会 ９時～１１時半 

           男子２２名女子１７名計３９名 引率：小山内剛校長・工藤茂都教 

           頭・４年１組担任外崎則子・あすなろ学級担任小田桐優美子・  

           非常勤講師奈良清芽 計５名 

           ＨＥＰ２１自然環境グループ対応６名 総計５０名 

・令和２年８月６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ６名参加 

          弘前青年会議所 菊池勲さん・三上優香さんの２名来所 

          （９月２０日だんぶり池で開催予定のプロジェクトの打合せ） 

          大雨で作業中止・弘前青年会議所との打合せ 

  

 

 

 

 

 

 

 

小沢小学校だんぶり池観察会        弘前青年会議所だんぶり池打合せ 

・令和２年８月６～７日 「夏休みパワーアップ教室」１０時～１２時 愛成園体育館 

            反射パラボラアンテナ（ビニル傘）による太陽光卵焼き 

・令和２年８月６日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室 ６名参加 

          運営委員会終了後、環境基本計画（素案）検討会議 

・令和２年８月１１日 生活環境グループ定例会 １３時半 弘前公園内東屋 

・令和２年８月２１日 市長表敬訪問懇談 １０時 市役所市長応接室  

           鶴見實代表・村田孝嗣副代表・白戸久夫事務局長・会計土岐泰さん 

           川越誠子生活環境ＧＬ・佐藤陽子さんの６名参加 



・令和２年８月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ９名参加 

           弘前青年会議所：菊池勲さん・比内理佑理事長・吉川裕之専務理事 

           ９月２０日青年会議所主催「集まれ！だんぶりの森」打合せ 

 

 

 

 

  

 

 

     ＨＥＰ２１市長表敬訪問        弘前青年会議所だんぶり池打合せ 

・令和２年８月２４日 生活環境保全審議会委嘱状（１０名）交付式 １０時 防災会議室 

ＨＥＰ２１鶴見代表が会長に選出 第三次弘前市環境基本計画 

（素案）の諮問 

・令和２年９月３日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室 ５名参加 

・令和２年９月６日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 １０時 ９名参加  

青年会議所：菊池勲さん ９月２０日「集まれ！だんぶりの森」打合 

せ・準備作業・草刈り・スズメバチ等の点検・ハチの巣の駆除など  

・令和２年９月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 １１名参加 

           弘前青年会議所：菊池勲さん・三上優香さん・太田脩皓さん 

           ９月２０日「集まれ！だんぶりの森」打合せ・準備作業 

・令和２年９月１１日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ４名参加 

           ９月２０日「集まれ！だんぶりの森」駐車スペースの草刈り 

・令和２年９月１６日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ９名参加 

           弘大環境サークルわどわ：佐久間貴也さん・今田光紀さん 

           ９月２０日「集まれ！だんぶりの森」駐車スペースの草刈り 

・令和２年９月２０日 公益社団法人弘前青年会議所主催「集まれ！だんぶりの森」 

           ＨＥＰ２１・スポネット弘前後援 だんぶり池８時～１６時半 

           弘前青年会議所スタッフ２２名・ＨＥＰ２１スタッフ１４名・ 

スポネット弘前スタッフ３名・市民参加者（午前の部）４４名 

（午後の部）４６名・報道関係２名 総計１３１名参加 

           １０時：開会式・説明（午前の部・午後の部同様） 

プログラム内容：３グループ（①水辺動植物観察コーナー②陸上動 

植物観察コーナー③特別企画（砂場土器発掘・水鉄砲ゲーム）コー 

ナー）に分かれて３０分程で順繰り実施 

           ①②コーナーでは配布のしおりにある生き物を見つけると、たか 

丸くんシールがもらえる 

           ＨＥＰ２１会員の高山美季さんよりカブトムシ幼虫の無償提供が



あり子供たちに配布   

 

 

 

 

 

 

 

    ＨＥＰ２１スタッフ           青年会議所スタッフ  

 

 

 

 

 

 

 

 

たか丸くん登場           鶴見代表挨拶・説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

  陸上コーナーへ出発        陸上コーナーへ到着・採集開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水辺コーナーに到着         池に入って泥んこになって採集 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 カブトムシ幼虫を無償配布         土器発掘コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

     水鉄砲ゲーム           たか丸くんと記念撮影        

・令和２年９月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

           青年会議所：菊池勲さん 

           キヤノンプレシジョン：島村紀行さん・大鰐麻実子さん 

           物置台（木道兼用３枚）の製作 

・令和２年１０月１日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室 ７名参加 

・令和２年１０月５日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 １０時 ６名参加 

           カナコ萢の泥上げ業務に先立ち、止水と水抜き 

・令和２年１０月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 

           カナコ萢木道撤去・コンクリ製水口撤去・カナコ萢水抜管の取替 

           津軽堰の草刈り、泥上げ、水抜き 

      

 

 

 

 

 

 

 

   １０月８日だんぶり池作業          カナコ萢水抜管取替作業 

・令和２年１０月１２日 食品ロスプロジェクトチーム第１２回会合 １８時～ 



１１名参加 市役所前川新館４階会議室 

これまでの経緯と今後の活動及び、みらいねっと弘前の活動内 

容（フードバンク等）について 

（一般社団法人みらいねっと弘前の鹿内葵代表理事と事務局の 

成田未央さん参加） 

・令和２年１０月１３日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ７名参加 

            小沢小学校観察会に向けての準備、津軽堰及び上下ヤナギ堰の 

草刈りと泥上げ 

・令和２年１０月１９日 小沢小学校４年生だんぶり池観察会 新型コロナ感染症の拡大 

に伴い市内小中学校が一斉休校となり中止 

 

   

１０月１３日だんぶり池作業           津軽堰泥上げ作業 

・令和２年１０月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ７名参加 

            カナコ萢木道敷板の撤去、観察小屋掲示板の雪囲い 

  

１０月２４日だんぶり池作業         観察小屋掲示板雪囲い 

・令和２年１０月２５日 エコクラブ「弘前公園探検隊パートⅦ」弘前公園お堀の水質調査 

            新型コロナ感染症の拡大に伴い中止 

・令和２年１０月２９日 食品ロスプロジェクトチーム第１３回会合 １８時～ 

            市役所前川新館６階大会議室 新型コロナ感染症の拡大に伴い 

中止 

・令和２年１１月５日 運営委員会 １８時 市役所前川新館４階会議室（新型コロナ感染 

           症の市内拡大のため中止）メール等によるやりとりに変更 



・令和２年１１月７日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 １４名参加 

           テーブル・イス・荷物置き台を床下スペースに収納、デッキ上にヒ 

バ板材を移設しブルーシート掛けなど 

・令和２年１１月２６日 だんぶり池カレンダー打合せ １０時 中南地域県民局 

         地域農林水産部農村計画課：工藤則明主幹・西田彩技師 

         ＨＥＰ２１：鶴見實代表・佐藤正さん・土岐泰さん・白戸久夫事務局長 

・令和２年１２月３日 運営委員会 １８時 市役所予定（新型コロナ感染症拡大防止のた 

め中止）メール等によるやりとりに変更 

・令和２年１２月６日 エコクラブ 壁新聞づくり打合せ １３：３０ 泉野多目的コミュ 

ニティ施設 

・令和２年１２月８日 小沢小学校へだんぶり池カレンダーイラスト受け取りに １０時 

           佐藤正さん・土岐泰さん 

・令和２年１２月１０日 第一回だんぶり池カレンダー制作 １３時 清水交流センター 

和室Ａ ９名参加 イラスト画輪郭修正等 東奥日報取材 

 

 

 

 

 

 

 

 

だんぶり池作業納め         第一回だんぶりカレンダー制作  

・令和２年１２月１２日 自然環境学習会打合せ １３時 ヒロロ（中止） 

・令和２年１２月１２日 エコクラブオンライン交流会 １９時 ７名参加 

ヒロロ３階多世代交流室２ 

 

 

  

 

 

 

 

  

 エコクラブオンライン交流会         エコクラブオンライン交流会 

・令和２年１２月１７日 第二回だんぶり池カレンダー制作 １３時 清水交流センター 



和室Ａ  ８名参加 イラスト画の割付け等             

・令和２年１２月１９日 エコクラブ 壁新聞づくり １３時 清水交流センター 

・令和２年１２月２０日 エコクラブ 壁新聞づくり １３時半 清水交流センター 

・令和２年１２月２１日 だんぶり池カレンダー打合せ １３時半 中南地域県民局 

            地域農林水産部農村計画課：工藤則明主幹・西田彩技師 

アサヒ印刷：中村圭吾主任 

 ＨＥＰ２１：鶴見實代表・佐藤正さん・土岐泰さん・白戸久夫事務局長 

・令和２年１２月２２日 ＨＥＰ２１だんぶり池づくり「水・土壌環境保全活動功労者表彰 

（環境省水・大気環境局長表彰）」 

・令和２年１２月２４日 第三回だんぶり池カレンダー制作 １３時 清水交流センター 

和室Ａ ８名参加 カレンダー原案完成しアサヒ印刷へ引渡し   

・令和２年１２月２９日 エコクラブ 壁新聞づくり １３時 ヒロロ研修室Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回だんぶりカレンダー制作       第三回だんぶりカレンダー制作 

・令和３年１月６日 エコクラブ 壁新聞づくり １６時 ヒロロ研修室 ８名参加 

・令和３年１月７日 運営委員会 １８時 市役所予定（新型コロナ感染症拡大防止のた 

め中止）メール等によるやりとりに変更 

・令和３年１月９日 エコクラブ 壁新聞づくり完成 １６時 ヒロロ多世代交流室  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

エコクラブ壁新聞づくり          

１月６日壁新聞づくり           エコクラブ 壁新聞完成 



・令和３年１月１４日 だんぶり池カレンダー初校正 １３時 清水交流センター和室 

           ８名参加 

・令和３年１月２３日 第１５回自然環境学習会（中止） 

・令和３年１月２３日 だんぶり池カレンダー第二校正 １３時 清水交流センター和室 

           ８名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

だんぶりカレンダー初校正       だんぶりカレンダー第二校正 

・令和３年１月２６日 環境省水・大気環境局長表彰「水・土壌環境保全活動功労者表彰」 

       市長報告表敬訪問：鶴見代表・福士宏さん・土岐泰さん・齋藤秀光広報担当 

・令和３年１月２８日 だんぶり池カレンダー第三校正作業及び県ふる水事業動植物写真 

記録資料作成 １３時 清水交流センター和室 ５名参加 

・令和３年２月４日 運営委員会 １８時 市役所予定（新型コロナ感染症拡大防止のた 

め中止）メール等によるやりとりに変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市長表敬訪問           だんぶり池動植物写真記録資料作成 

・令和３年２月４日 だんぶりカレンダー第６校正校了し印刷作業へ  

・令和３年２月９日 生活環境グループ 定例会 １３時半 ヒロロ 年間計画検討  

・令和３年２月１９日 ２０２１だんぶりカレンダー印刷完了 中南県民局農村計画課へ 

行き受領  １３：３０ 

           農村計画課：西田彩さん 

ＨＥＰ２１：佐藤正さん、土岐泰さん、白戸久夫事務局長 



・令和３年２月２０日 ＨＥＰ２１広報誌第９号完成 

            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１だんぶりカレンダー         ＨＥＰ２１広報誌第９号            

・令和３年２月２８日 だんぶり池カレンダー・広報誌仕分け発送作業 １３時 

 清水交流センター伝承室 ９名参加 

・令和３年３月４日  運営委員会 新型コロナ感染症拡大防止のため中止、メール等によ 

るやりとりに変更 

・令和３年３月１５日 弘前市生活環境保全審議会鶴見實会長より櫻田市長へ第三次弘前

市環境基本計画の策定について（答申）１４時 市長室 

・令和３年３月１５日 小沢小学校だんぶり池カレンダー贈呈 １５時半 校長室 

           小沢小学校：工藤茂都教頭先生・外崎則子先生・児童３名（男児１ 

名・女児２名） 

           ＨＥＰ２１：佐藤正さん・土岐泰さん 

           報道関係：陸奥新報・東奥日報 

 

 

 

 

 

 

 

 

だんぶりカレンダー送付作業        第三次弘前市環境基本計画の答申 


