
２００４年度ＨＥＰ２１活動報告 
  
・平成１６年４月４日 「岩木川鮭を見る会」と合同で鮭稚魚放流 ３０万匹 
            １４時 せせらぎ広場（城北大橋上流） ７０名参加  
・平成１６年４月７日 運営委員会 弘前大学理工学部 207セミナー室 １９時 
・平成１６年４月８日  ＦＭアップルウェーブＨＥＰ２１レギュラー番組放送開始 
            「アップルタウン暮らしのゼミナール」『自然と生活の環境講座』 
・平成１６年４月１０日 自然環境グループ だんぶり池今年度初作業 ９時 
            作業小屋テラス板張り、休耕田№４水路掘削             

   

       鮭稚魚放流会           だんぶり池今年度初作業              

・平成１６年４月１１日 生活、快適・文化環境グループ共同開催 ９時 
            「まちかど広場クリーン大作戦」 １００名参加 
・平成１６年４月１５日 ＨＥＰ２１広報誌発行 第２号 
・平成１６年４月１６日 地球環境グループ ＡＥＳ認証５件目 
            八戸屋台村「みろく横丁」認証授与式（八戸市役所） 
・平成１６年４月１７日 だんぶり池作業 休耕田№５水路掘削 
・平成１６年４月１８日 だんぶり池作業 №４水路掘削 
・平成１６年４月２０日 自然環境グループ だんぶり池アプローチ広場にブナ植樹１本   
・平成１６年４月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業３０名参加 №４水路掘削 
           ＨＥＰ２１こどもエコクラブ発足式、酸性雨測定、ブナ植樹４本 
           ＦＭアップルウェーブ取材 



       

 
まちかど広場クリーン大作戦           ＨＥＰ２１広報誌 第２号 

     

 八戸屋台村ＡＥＳ認証式（八戸市長室）     こどもエコクラブ発足式            
・平成１６年４月２９日 エコランド開催 ダンボールワークショップ １３：３０ 

弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１６年５月１日 だんぶり池作業 休耕田№５水路掘削 
・平成１６年５月８日 自然環境グループ 大鰐戸和田山観察会 ８時市役所集合 
・平成１６年５月９日 全体会議 １３時 市民会館２階会議室 ３５名参加 
           １５年度決算・１６年度予算・事業予定について 
・平成１６年５月１２日 生活環境グループ 環境ミニ講座「ごみの現状」 
            講師：伸和産業代表取締役 太田雄三氏 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１６年５月１５日 ＡＥＳフォーラム設立会１２：３０青森アスパム弘前大学分校 
            会則審議、理事等の選出、予算等について 
            農業グループ 自然農法実践講座 １３：３０ 
           成田陽一グループリーダーの園地（乳井）にて 木村秋則氏指導 



   

だんぶり池ブナ植樹          ダンボールワークショップ（プラザ棟） 
・平成１６年５月１６日 だんぶり池作業 №５休耕田水路掘削完成 

          カッコウの鳴き声が聞こえた日（市内中心部） 

          

大鰐戸和田山観察会               全体会議 
・平成１６年５月２２日 自然環境グループだんぶり池大畑沢観察会８：３０市役所集合 
・平成１６年５月２６日 加藤側防災調節池 東中学校１２０名 ごみ拾い清掃 
・平成１６年５月３０日 京都ＮＰＯ法人「環境市民」とのパートナーシップ交流会 

講演 『京都におけるパートナーシップのノウハウとその経済効果』 
講師：環境市民 代表理事 杦本育生氏・事務局 風岡宗人氏 
１３時 弘前地区環境整備事務組合プラザ棟研修室 



   

            東中学校 加藤川防災調節池清掃 

   

     大畑沢観察会             環境市民交流会 
・平成１６年６月２日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１６年６月５日 農業環境グループ 自然農法実践 成田園地 １３：３０ 
           農業版ＡＥＳ構築講座 １８：３０ 弘前地区環境整備センター

プラザ棟 
・平成１６年６月１２日 自然環境グループ だんぶり池～編笠林道観察会 ８：３０ 
            市役所集合 
・平成１６年６月１９日 地球環境グループ 過剰包装の教室 １３：３０ 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１６年６月２６日 自然環境グループ 石の塔観察会 ８時市役所集合 
            こどもエコクラブ参加 
・平成１６年７月１日 自然環境グループ 加藤川調節池デザイン会議 １９時 
           参画センター 
・平成１６年７月３日 だんぶり池通路草刈り作業 
・平成１６年７月７日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
           （株）伸和産業 ＡＥＳ認定証授与式（６件目） 



   
だんぶり池～編笠林道観察会        石の塔観察会 

   
 伸和産業ＡＥＳ認定証授与        ヨツボシトンボ♂休耕田№１ 
・平成１６年７月１０日 西海岸美化推進ＤＡＹへ参加 
            農業環境グループ 自然農法実践 成田園地１３：３０ 
・平成１６年７月２４日 木造町冷水沼観察会 市役所８時集合 ４０名参加 
・平成１６年７月３０～８月１日 北東北こども環境サミット ＨＥＰ２１こどもエコク

ラブ参加  秋田市太平山自然学習センター 
・平成１６年８月７日  加藤川調整池観察会 こどもエコクラブ ８：３０ 
・平成１６年８月１１日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 



   

      冷水沼観察会         冷水沼オオセスジイトトンボ♀ 
・平成１６年８月２１日 自然環境グループ だんぶり池草刈り 
・平成１６年９月１日  運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 
            携帯電話リユースサイト開設           
                 http://www.hep21.net/keitaihep21/hep21i.html 
・平成１６年９月１１日 快適・文化環境グループ 

「奈良美智展弘前フォーラム」 １３時 文化センター２階 
・平成１６年９月２５日 小川原湖・仏沼観察会 ７：３０市役所集合 ３０名参加 
・平成１６年１０月６日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 
 
 

   

     仏沼観察会             仏沼マダラヤンマ♂ 
・平成１６年１０月９～１１日 エコフェスタ開催 弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１６年１０月１０日 北東北環境マネジメントシステム連絡会議 １０時プラザ棟 
     ５８名参加   講演『環境マネジメントシステム取得に向けて』 
             講師：京のアジェンダ２１フォーラム 
                ＫＥＳ認証事業部 西田 功 主幹審査員 
             ＫＥＳ認証取得企業紹介 



                （株）伸和産業 太田雄三 代表取締役 

    

エコフェスタ（プラザ棟）           ＫＥＳ講演会 
・平成１６年１０月１４～１７日 自然環境グループだんぶり池補修作業（９月３０日台

風２１号被害復旧） 
・平成１６年１０月１６日 こどもエコクラブ だんぶり池補修作業及び酸性雨測定 
             プラザ棟  
・平成１６年１０月２７日 環境講演会 １８時 市民会館大会議室 
    「ファンドレーザー：Ｇｉｖｅ Ｍｅ Ｍｏｎｅｙ！という仕事～アメリカ合衆

国における市民団体の資金調達の紹介」 
            講師：有谷昭男氏（あおもりＮＰＯサポートセンター理事長） 

  
   だんぶり池補修作業           ＮＰＯ資金調達 講演会 
・平成１６年１１月６日 自然環境グループ だんぶり池冬支度 
・平成１６年１１月７日 こどもエコクラブ エコクッキング プラザ棟 

・平成１６年１１月１０日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207 セミナー室 

・平成１６年１２月１日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１６年１２月４日 「あおもり環境再生フェスタ２００４」アピオあおもり    

１０時～  ＨＥＰ２１ブース展示 



  

    だんぶり池冬支度             環境再生フェスタ 
・平成１６年１２月１６日 陸奥新報に「市民の力～ＨＥＰ２１」連載開始 
・平成１６年１２月１７日 だんぶり池出版会議 １９時 参画センター 
・平成１６年１２月２５日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり ９時 プラザ棟 

だんぶり池学習会 １３時 弘前地区環境整備センター 
             プラザ棟２階研修室 ３７名参加 
  「だんぶり池の水質と植物」  弘前大学教育学部４年     田口めぐみ 
  「だんぶり池における底生生物の特徴と変遷」  同上     中嶋 徹 
  「だんぶり池の台風被害と復旧活動」 弘前市環境保全課    竹中信介 
  「ホタル観察会の報告」  ＨＥＰ２１自然環境グループ    武田直子 
  「寺社林観察会の報告」  ＨＥＰ２１自然環境グループ    土岐 泰 
  「弘前だんぶり池と生物～２００４」弘前市総合計画推進室   白戸久夫 
・平成１６年１月５日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 

  

    だんぶり池学習会         雪の「だんぶり島の池」（１月１５日） 
・平成１７年１月２９日 こどもエコクラブ 「エコニコ雪遊び」 りんご公園     

（アップルキッズウインター２００５に参加） 



  
           エコニコ雪遊び 
・平成１７年２月２日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207 セミナー室 

・平成１７年２月５日 市民参画センター交流まつり「ＨＥＰ２１こどもエコクラブ」  

展示 壁新聞、酸性雪の測定など １０：３０～ 参画センター３階  

・平成１７年２月７日 だんぶり池本出版会議 １９時 参画センター 

・平成１７年２月６～９日 雪灯籠まつり 雪灯籠製作 １基  

  

   参画センター交流まつり            雪灯籠製作 
・平成１７年２月１９日 こどもエコクラブ ９時 「冬の弘前公園トレッキング」 
            １３時 「酸性雨測定」 プラザ棟 



  
   弘前公園トレッキング          酸性雨測定 
・平成１７年２月２６日 「環境学習実践者スキルアップセミナーｉｎひろさき」  
       ＮＰＯ法人青森県環境パートナーシップセンター（ＡＥＰＣ）と共催  

   文化センター３階視聴覚室  １０：３０～１７：００ 
       司会：ＡＥＰＣ事務局長 有谷昭男 
       挨拶：ＡＥＰＣ代表理事 鶴見 実 
講義：『環境カウンセラー制度について』弘前市総合計画推進室主幹 白戸久夫 
   『環境教育の今、これから』弘前市立東小学校教諭      神田昌彦 
   『環境教育推進法について』環境省東北地区環境対策調査官事務所長 室石泰弘 
   『環境教育指導者のためのコミュニケーション手法』 
         ＮＰＯ法人環境カウンセラー全国連合会事務局長 秋元智子 
分科会：『家庭や地域での環境教育を考える』環境カウンセラー    澁谷 亨 

    『環境マネジメントシステムの維持管理』環境カウンセラー  加賀谷重男 

  

            環境学習実践者スキルアップセミナー 
・平成１７年３月２日 運営委員会 １９時 弘大 207 セミナー室 



・平成１７年３月３日 だんぶり池本出版会議 １９時 参画センター 

・平成１７年３月８日 だんぶり池本出版会議 １９時 参画センター 

・平成１７年３月１７日 だんぶり池本出版会議 １９時 参画センター 

・平成１７年３月２０日 こどもエコクラブ 活動発表会 １３時 プラザ棟 

・平成１７年３月３１日 だんぶり池紹介本『だんぶり池ってなあに？』出版      

２０００部 

    
   だんぶり池紹介本  
 


