
・令和３年４月８日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対策 

のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年４月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 ２２名参加 

           （うち弘大環境サークルわどわ７名、わどわ見学希望者２名参加） 

           デッキ上部ヒバ板材をアプローチ広場に移動、荷物置き場に天板 

設置、観察小屋掲示板雪囲い撤去、観察小屋掲示板上部に村田ＧＬ 

作成看板『自然は未来からのかりもの』設置、各池名称看板設置、 

イス ・テーブルの設置、赤沢取水口の土嚢等撤去（津軽堰に通水） 

大畑沢取水口の土砂撤去（ウルメ池に通水）、作業小屋掲示板の設 

置、ウルメ池中の島へ木道設置、旧作業小屋デッキ跡地基礎杭撤去 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

だんぶり池作業始め         「自然は未来からのかりもの」看板       

・令和３年４月１１日 まちかど広場クリーン大作戦（中止） 

・令和３年４月１５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加（うち弘大環 

境サークルわどわ１名参加） 

           トイレ脇に積んだカナコ萢敷板古材活用のため分解・洗浄・乾燥        

環境課に購入依頼していたヒバ板材現地納入 

・令和３年４月２０日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ７名参加 

           トイレ脇に積んだカナコ萢敷板古材活用のため分解・洗浄・乾燥 

           自家発電機（１００Ｖ２ｋＷ）初試運転、木道敷板の試作 

           旧小屋デッキ基礎杭跡の切断 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１５日だんぶり池作業           古材活用のため分解 

・令和３年４月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ２１名参加 



           （うち弘大環境サークルわどわ４名参加） 

トイレ脇に積んだカナコ萢敷板古材活用のため分解・洗浄・乾燥 

           （今回で終了）、木道敷板の製作（１枚目）、旧小屋デッキ基礎杭跡 

の撤去、カナコ萢が干上がってきたためおたまじゃくしをウル 

メ池に移す（エコクラブ） 

・令和３年４月２９日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 １０名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ４名参加） 

           木道敷板の製作（２枚目）、観察小屋旧小屋デッキ基礎杭跡の撤去 

掲示板に植物写真掲示、ゲンジ萢のヤナギ抜き、アプローチ広場デ 

ッキ階段製作の検討 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

４月２４日旧小屋デッキ基礎杭跡の撤去    ４月２９日木道敷板の製作（２枚目） 

・令和３年５月６日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対策

のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年５月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １４名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ４名参加） 

           木道敷板の製作（３枚目）、旧小屋デッキ基礎杭跡の撤去、ゲンジ 

萢のヤナギ抜き、カナコ萢の泥上げ 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

５月８日木道敷板の製作        ５月８日木道敷板の敷設状況        

・令和３年５月１３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

           木道敷板の製作（４枚目）、ゲンジ萢のヤナギ抜き、仮設トイレの 

          点検、デッキへの階段設置打合せ 



・令和３年５月１５日 エコクラブ 春のだんぶり池探検隊 ９時 １２名参加 

・令和３年５月２０日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・令和３年５月２０日 ２０２０（令和２）年度会計監査 ９時 伸和産業（株） 

           監事：太田雄三・澁谷亨  会計：土岐泰・白戸久夫 

・令和３年５月２０日 エコクラブ ソラダスに参加（空気中ＮＯ₂簡易測定・大阪せいわ 

           エコクラブ大阪一斉調査）市内５ヶ所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３年５月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

           木道敷板の製作（５枚目）、デッキへの階段設置基礎工 

           カナコ萢・ウルメ池通路草刈り 

・令和３年５月２５日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ６名参加 

           デッキへの階段設置基礎工、カナコ萢・ウルメ池通路草刈り 

・令和３年６月１日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ７名参加 

          デッキへの階段設置基礎工、カナコ萢・ウルメ池通路草刈り 

          木道踊り場用踏板の製作敷設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６月１日カナコ萢木道敷設状況        ６月１日カナコ萢木道敷設状況      

・令和３年６月３日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対策

のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年６月６日 エコクラブ「第１８回身近な水環境全国一斉調査」９時 １５名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ３名参加） 

          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 

・令和３年６月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １６名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ５名参加） 

デッキへの階段設置基礎工、カナコ萢・ウルメ池通路草刈り 

           木道敷板の製作敷設 

・令和３年６月１７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ１名参加） 

 



デッキへの階段設置基礎工、カナコ萢・ウルメ池通路草刈り 

           木道敷板の製作敷設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   身近な水環境全国一斉調査        アプローチ広場デッキ階段補修     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１７日カナコ萢木道敷板敷設      ６月１７日カナコ萢木道敷板敷設              

・令和３年６月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ３名参加）  

デッキ階段の設置・カナコ萢の木道製作・散策路の草刈り 

           散策路の枝切り・掲示板１枚追加取付とトンボ写真取替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カナコ萢木道製作              カナコ萢木道完成 

・令和３年６月３０日 令和３年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰 

          伝達式：青森県庁北棟７階環境生活部長室 １０時半～ 

          県出席者：佐々木あつ子環境生活部長・松岡浩美次長・ 



               松村浩二自然保護課長 

                   ＨＥＰ２１：鶴見實代表・白戸事務局長・齋藤秀光広報担当  

          終了後、県環境政策課・中南県民局農村計画課へも報告 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  環境大臣表彰伝達式              記念撮影 

・令和３年７月３日 １７日ホタル観察会コーラスライブのリハーサル ８名参加 

・令和３年７月３日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対策

のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年７月８日 令和３年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰市長報告 

          のため表敬訪問 １１：００～１１：２０ 市長室  

櫻田 宏市長・岩崎隆市民生活部長・福士智広課長 

          ＨＥＰ２１：鶴見實代表・須々田秀美自然ＧＬ・齋藤秀光広報担当・

土岐泰会計担当・白戸久夫事務局長 

・令和３年７月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １５名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ４名参加）  

デッキ階段の設置・カナコ萢の流出口製作・散策路の草刈り 

・令和３年７月１３日 陸奥新報社打合せ １１時 陸奥新報社１階応接室  

           「第４１回陸奥新報社賞」授与について 

      陸奥新報社：八木橋俊夫常務取締役営業局長・福士潔事業部長・野村雄大 

      ＨＥＰ２１：鶴見實代表・白戸久夫事務局長 

・令和３年７月１５日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ９名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ１名参加）  

デッキ階段の設置工事・上下ヤナギ堰の草刈り・カナコ萢流出口の調整 

 

 

 

 

 

 

 

市長表敬訪問              市長表敬訪問 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰状                  副賞漆器  

・令和３年７月１７日 自然環境グループだんぶり池ホタル観察会 １８時 ６４名参加 

           （うち会員・家族２４名、弘大わどわ４名・一般市民３６名） 

           女性会員らによるコーラスライブ「だんぶり池にひびけ歌声！」 

（土岐泰・須藤真由美・山崎祥子・澤田由美子・清野育子・ 

司会＆ギター白戸恵・キーボード盛隆・フルート増田多加） 

ゲンジボタル・ヘイケボタルの観察 

・令和３年７月１９日 小沢小学校だんぶり池観察会 市長視察 ９時  

弘前市：櫻田宏市長・福士智広課長・木村隆之主幹 

ＨＥＰ２１スタッフ：鶴見代表・須々田ＧＬほか１０名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ２名参加） 

小沢小学校引率：木村潤一校長・工藤茂都教頭・ 

小田桐優美子あすなろ学級担任・赤石千春３、４年ＴＴ・ 

村元政代４年１組担任・村谷早智４年２組担任  

４年１組２５名・４年２組２４名 計５５名 総計７０名 

だんぶり池棲息動植物の観察 

・令和３年７月２４日 中央公民館だんぶり池観察会（中止） 

自然環境グループだんぶり池観察会・撮影会に変更 ９時  

８名参加 だんぶり池動植物の観察・記録写真撮影 

（うち弘大環境サークルわどわ１名参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ホタル観察会コーラスライブ         ホタル観察会コーラスライブ 



 

 

 

 

 

 

 

 

     小沢小学校観察会              小沢小学校観察会 

・令和３年８月２日 環境パートナーシップ協定締結式 １３時半 市民防災館３階防災 

会議室  櫻田宏市長と鶴見實代表が協定書に署名 １３名参加 

ＨＥＰ２１：鶴見實代表・白戸久夫事務局長・須々田秀美ＧＬ 

    川越誠子ＧＬ・土岐泰会計担当・齋藤秀光広報担当 

    加藤とし子さん・大髙ユリさん・須藤まゆみさん 

弘大わどわ：佐久間貴也さん・菅沼智也さん・山本冬希さん・島津岳さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   パートナーシップ協定締結式        パートナーシップ協定締結式 

・令和３年８月２日 水土里ネット「田舎人」執筆依頼打合せ １５時 中南地域県民局 

          ３階大会議室 

          水土里ネット青森：貴田千代世（県土地改良事業団体連合会総務企画

部グループリーダー） 

          県中南農村計画課：虻川雄介調整監・西田彩技師 

          ＨＥＰ２１：鶴見實代表・白戸久夫事務局長 

・令和３年８月１２日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対

策のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年８月１４日 自然環境グループ だんぶり池観察会 ９時 １４名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ４名参加） 

だんぶり池動植物の観察会・撮影会 

         ＦＭアップルウェーブ 加藤由梨アナウンサー生中継１０時～１０分 

         陸奥新報社 西尾瑛記者来所取材 

・令和３年８月２８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 



（うち弘大環境サークルわどわ３名参加）  

クマ注意看板の設置、アプローチ広場・通路の草刈り、    

           木道踊り場の基礎板製作敷設 

・令和３年９月１日 「第４１回陸奥新報社賞」顕彰式 １１時  

ホテルニューキャッスル２階「曙の間」顕彰盾・顕彰金・記念品授与 

陸奥新報社：三上知見代表取締役社長・八木橋俊夫常務取締役営業局長 

      渡邊智取締役販売担当・成田幸男取締役編集局長 

石澤恵取締役総務局長・福士潔事業部長ほか 

        ＨＥＰ２１：鶴見實代表・佐藤正（前エコクラブ代表）・須々田秀美ＧＬ 

              齋藤秀光エコクラブ代表・白戸久夫事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

顕彰式顕彰盾授与                 顕彰盾  

 

 

 

 

 

 

 

 

   陸奥新報社三上社長挨拶              記念撮影 

・令和３年９月２日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ７名参加 

（うち弘大環境サークルわどわ２名参加）  

アプローチ広場・通路の草刈り 

・令和３年９月２日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対策

のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和３年９月７日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ７名参加  

          カナコ萢ヒエ抜き取り、前回草刈り通路の草片付け 

・令和３年９月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １１名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ２名参加）  

散策路の草刈り、カナコ萢木道の踊り場製作・ウルメ池の除草 

 



・令和３年９月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ３名参加）  

散策路の草刈り、カナコ萢土留めの板設置・ヤナギ堰水路の草取り 

・令和３年１０月２日 「スポＧＯМＩ大会ｉｎ弘前」 １０時～１２時 

           環境課主催・スポネット弘前共催 市立観光館を中心としたエリ 

ア内のごみ拾いを行い、ごみの種類と重さを競った 

弘大わどわ９名（２チーム）、生活環境グループ４名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポごみわどわ              スポごみわどわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポごみ生活環境グループ         スポごみ生活環境グループ 

・令和３年１０月８日 小沢小学校第２回だんぶり池観察会 ９時 

ＨＥＰ２１スタッフ：鶴見代表・須々田ＧＬ・土岐・須藤、佐藤 

溝江 ６名参加 

小沢小学校引率：工藤茂都教頭 

小田桐優美子あすなろ学級担任・赤石千春３、４年ＴＴ・ 

村元政代４年１組担任・村谷早智４年２組担任  

４年１組２５名・４年２組２４名 計５４名 総計６０名 

だんぶり池棲息動植物の観察 

・令和３年１０月９日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

           策のためメール等によるやりとりに変更） 



・令和３年１０月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ５名参加） 

           カナコ萢の雑草除去・カナコ萢土留め板の設置 

・令和３年１０月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ３名参加） 

           ウルメ池木道・Ｕ字溝・底板撤去、ウルメ池からカナコ萢へ生物移 

動、観察小屋に棚製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    小沢小学校観察会             小沢小学校観察会 

・令和３年１０月２４日 エコクラブ弘前公園探検隊パートⅥ ９時 １１名参加 

            （うち弘大環境サークルわどわ１名参加）  

            堀の水質調査、生き物、植物、野鳥の観察 

・令和３年１１月４日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

           策のためメール等によるやりとりに変更） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   弘前公園探検隊採水              弘前公園探検隊  

・令和３年１１月６日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 １６名参加 

          （うち弘大環境サークルわどわ４名参加） 

          テーブル・イスの片付け、デッキブルーシート掛け、カナコ萢木道撤 

          去、各看板撤去、カナコ萢土留め板設置  

・令和３年１２月２日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

           策のためメール等によるやりとりに変更） 



・令和３年１２月５日 エコクラブ 壁新聞づくり １０時 ヒロロ３階多世代交流室Ｃ 

           ７名参加（うち弘大環境サークルわどわ１名参加）  

・令和３年１２月７日 生活環境グループ定例会 弘前市環境基本計画勉強会 １０：３０ 

ヒロロ市民参画センター ４名参加        

                     

 

 

 

 

 

 

  

    

だんぶり池作業納めブルーシート掛け      エコクラブ 壁新聞づくり  

・令和３年１２月８日 第１回だんぶり池カレンダー編集委員会 ９時 清水交流センタ           

           ー研修室Ａ ６名参加（うち弘大環境サークルわどわ１名参加） 

  背景デザイン構想、イラスト選定輪郭修正 

・令和３年１２月１１日 第２回だんぶり池カレンダー編集委員会 ９時 清水交流セン 

ター研修室Ａ １０名参加  

背景デザイン構想、イラスト選定貼り付け 

・令和３年１２月１６日 第３回だんぶり池カレンダー編集委員会 ９時 清水交流セン 

ター和室Ｃ ７名参加（うち弘大環境サークルわどわ１名参加） 

背景デザイン修正、イラスト貼り付け  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回カレンダー編集委員会       第３回カレンダー編集委員会  

・令和３年１２月１８日 第４回だんぶり池カレンダー編集委員会 １３時 清水交流セ 

            ンター和室Ｃ ８名参加（うち弘大環境サークルわどわ１名参 

加） イラスト貼り付け、原案完成 

・令和３年１２月２１日 だんぶり池カレンダー三者打ち合せ １０：３０ 中南県民局 

            中南地域県民局農村計画課：西田技師 

            アサヒ印刷：中村圭吾主任 



            ＨＥＰ２１：鶴見代表・佐藤正さん・土岐泰さん・増田多未さん

白戸事務局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回カレンダー編集委員会        第３回カレンダー編集委員会 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回カレンダー編集委員会       カレンダー三者打ち合せ 

・令和３年１２月２１日 だんぶり池ウルメ池泥上げ業務 丸勘建設（株） １１：３０ 

            現場確認 ＨＥＰ２１：鶴見代表・白戸事務局長 

                  丸勘建設：三上専務 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ウルメ池泥上げ業務         ウルメ池泥上げ業務 

・令和４年１月６日 エコクラブ壁新聞づくり １４時 ヒロロ３階多世代交流室Ｂ 



・令和４年１月６日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

          策のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和４年１月７日 エコクラブ壁新聞づくり １４時 ヒロロ３階多世代交流室Ｂ 

・令和４年１月１１日 生活環境グループ定例会 １０時 ヒロロ市民参画センター 

・令和４年１月１２日 ＨＥＰ２１エコクラブ壁新聞を市環境課経由で県環境政策課に送 

付、後日、青森県代表に選定 

・令和４年１月２０日 だんぶり池カレンダー初校版出来上がり  

編集委員全員へ初校版（A２）を配布（メールとオンライン会議 

にて校正することとする）  

・令和４年１月２２日 だんぶり池カレンダー初校正予定（中止）９時 清水交流センター 

研修室 

・令和４年１月２２日 Ｚｏｏｍによるオンライン会議試行・カレンダー初校正作業 

           １３時～ 鶴見代表・白戸事務局長・増田さん・わどわ佐久間さん 

・令和４年１月２９日 環境省委託里山事務局（三菱 UFJ リサーチ（株））によるＺｏｏｍ 

オンライン会議（だんぶり池についてヒアリング）対応：白戸事務局長 

・令和４年２月１日 だんぶり池カレンダー第２校正版出来上がり  

第２校正版（A２・A３・A４版）を編集委員全員へ配布しメールで意 

見聴取 

・令和４年２月２日 だんぶり池カレンダー第２校正予定（中止）９時 清水交流センター 

和室 

・令和４年２月３日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

          策のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和４年２月７日 弘大わどわ だんぶり池観察小屋にトレイルカメラ（感知式定点カメ 

ラ）設置 ホンドギツネ、タヌキ等を捉える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２０２２ エコクラブ壁新聞      トレイルカメラが捉えたホンドギツネ 



・令和４年２月７日 だんぶり池カレンダー第３校正版出来上がり 

・令和４年２月８日 だんぶり池カレンダー第４校正出来上がり 

・令和４年２月１０日 だんぶり池カレンダー最終校正・校了・印刷に入る 

・令和４年２月２２日 だんぶり池カレンダー納品受領のため中南県民局農村計画課へ 

１０時半 鶴見代表・白戸事務局長・佐藤正さん・土岐さん・増田

さん・溝江さん・わどわ佐久間さん（７名参加） 

・令和４年２月２７日 だんぶり池カレンダー仕分け作業予定（中止） ９時 清水交流セ

ンター和室 

・令和４年３月３日 運営委員会 １８時 市役所会議室予定中止（新型コロナ感染症対 

          策のためメール等によるやりとりに変更） 

・令和４年３月１３日 だんぶり池カレンダー仕分け作業 １０時 事務局長宅 

           佐藤正さん・土岐さん・白戸事務局長参加  

その後、手分けして配布作業へ 

・令和４年３月１５日 ＨＥＰ２１ニュースレター（広報誌）第１０号発行 

・令和４年３月１９日 だんぶり池動植物写真整理（中止）１３時 清水交流センター研修

室 

・令和４年３月１９日 エコクラブ全国フェスティバル（オンライン） 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           カレンダー仕分け作業 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２だんぶり池カレンダー  

 

 

 

                             ニュースレター第 10 号   


