
２００６年度ＨＥＰ２１活動報告 
 
・平成１８年４月２日 「岩木川鮭を見る会」鮭稚魚１０万匹放流会へ参加 

 １４時 せせらぎ広場 
・平成１８年４月５日 運営委員会 １９時 弘大理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年４月９日 生活環境グループ、快適・文化環境グループ  協賛：JT 

まちかど広場クリーン大作戦 ９時 市内７箇所まちかど広場～ 
           蓬莱広場～駅前広場 ７０名参加 

 可燃ごみ 160ｋｇ不燃ごみ 40ｋｇ回収    

  

鮭稚魚放流（せせらぎ広場）     クリーン大作戦（蓬莱広場） 
・平成１８年４月１５日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 
・平成１８年４月２９日 臨時役員会 １３：３０ 鶴見代表宅 
・平成１８年５月６日  青森環境マネジメント・フォーラム（ＡＥＳ）総会 
            青森アスパム７階 弘前大学サテライト 
            Ｈ１７事業報告・決算報告・Ｈ１８事業予定・予算など 
・平成１８年５月１０日 運営委員会 １９時 弘大理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年５月１３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
            赤沢崩落箇所の補修 

  

   だんぶり池作業始め         だんぶり池赤沢崩落箇所補修作業  



・平成１８年５月１４日 こどもエコクラブ だんぶり池周辺山菜採り学習会 ９時 
            講師：福井善三氏 
・平成１８年５月１５日 鶴見代表と相馬新市長の会談 １３時 市長室 
・平成１８年５月１６日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 
・平成１８年５月２１日 だんぶり池カナコ萢赤沢側の土留め作業 
・平成１８年５月２４日 第四中学校生１００名  引率：神田昌彦教諭 

だんぶり池カナコ萢土留め作業等 
            自然環境グループ：村田孝嗣リーダーほか対応 
・平成１８年５月３０日 こどもエコクラブ 永谷かのこさん（第二中学校１年生） 

国際ソロプチミストアメリカ日本北リジョン２０周年記念プロジェクト 
「優しい心の贈り物」金賞受賞 １８時 弘前キャッスルホテル 
国際ソロプチミスト弘前 佐藤憲子会長から賞状伝達 

・平成１８年６月３日 だんぶり池草刈作業 
・平成１８年６月４日 自然環境グループ 自然散策会 旧相馬村地区 
           ８：３０市役所集合 
・平成１８年６月７日  運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 

  

第四中学校生だんぶり池作業 

   

山菜採り学習会            永谷かのこさん授賞式             



・平成１８年６月１０日 春の小川支援事業 青森中部地区（細越ホタルの里など） 
一行だんぶり池視察 ４０名  １０：３０ 

・平成１８年６月１０・１１日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
              ヤナギ堰の畦補修作業・カナコ萢ガマ抜き作業 
・平成１８年６月１１日 エコ・クラフト教室：レジ袋を利用したカイト（凧）作り 
            １０時 弘前地区環境整備センタープラザ棟 
            講師：澁谷亨氏（ＨＥＰ２１事務局長） 
・平成１８年６月１８日 廃食油活用教室：廃食用油を利用した石けん作り 
            １０時 弘前地区環境整備センタープラザ棟 
            講師：増田鈴子さん（高崎クリスタルの会） 
・平成１８年６月２１日 第四中学校生１００名  引率：神田昌彦教諭 
            ヤナギ堰の畦補修・カナコ萢ガマ抜き作業 
・平成１８年６月２１日 ｢１００万人のキャンドルナイト in 弘前｣ １９時 

           あおもりアースレンジャーつがるの会など 

         於：スペース・デネガ（上瓦ケ町） 

          主催：弘前青年会議所  

共催：弘前市役所・青森県地球温暖化防止活動推進センター 

             ひろさき環境パートナーシップ２１ほか 

  
細越ホタルの里一行視察      第四中学校生だんぶり池作業（２回目） 

・平成１８年７月５日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１８年７月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
           草刈作業・ガマ抜き作業 
・平成１８年７月８日 エコクッキング教室：有機夏野菜を使った料理作り   

           １０時 弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１８年７月１４日 自然環境グループ だんぶり池ホタル観察会 １９時 
            ２６名参加  
・平成１８年７月２３日 こどもエコクラブ 平滝沼・緩沢ため池生き物調査 
            ８：３０市役所集合 



・平成１８年７月２８～３０日 北東北こども環境サミット２００６in 岩手 

こどもエコクラブ９名参加 国立岩手山青少年交流の家 

             八幡平山麓旧松尾鉱山中和処理施設見学 
            八幡平山麓 森の再生活動・植樹実体験ほか 
・平成１８年８月９日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１８年８月１８日 省エネラベル協議会総会 １８時  

弘大理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年８月１９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
            カブスカウト１０名参加 草刈作業等 
・平成１８年８月１９～２０日 エコで遊ぼう in プラザ棟 2006 

・平成１８年８月２０日 青森県エコスクール事業「自然エネルギー体験教室」 
            市民風車わんず見学等 こどもエコクラブ参加 ８：３０ 

  
   エコクッキング教室           市民風車わんず見学 
・平成１８年９月６日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１８年９月８日 自然環境グループ 水辺の郷事業計画会議 １９時 鶴見宅 
・平成１８年９月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 
           作業小屋の移動（雪害土台修理のため）、八丁萢の草刈り作業 

こどもエコクラブ（底生生物の観察、生物スケッチなど） 
弘前大学教育学部大高研究室 ５名 

           ＡＴＶ青森テレビの取材 ２名 
・平成１８年１０月４日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１８年１０月１４日 自然環境グループ「水辺の郷事業・秋の野外観察会」 

９時 弘前だんぶり池と周辺地域 ２１名参加 
秋のトンボの見分け方、アキアカネの生態、衣服につく   

草の実、木の実等 



  

  だんぶり池作業小屋の移動           秋の野外観察会 
・平成１８年１０月２１日 エコクッキング教室 part-2  

エネルギー消費を節約し有機栽培の秋野菜を使用したドライ 
カレー作り １０時～ １６名参加 
弘前地区環境整備センタープラザ棟 
講師：高杉淑子氏 

・平成１８年１０月２２日 裂織の体験教室 
             古布や古紙を再利用した紙紐を使用 

１０時～ 弘前地区環境整備センタープラザ棟 
             講師：くみこ工房主宰 水田久美子氏 
・平成１８年１０月２６日 第 1回廃品おもしろ工夫展 １２月１６日まで  

             弘環整備センタープラザ棟 ９時～１６時 

             市内及び周辺の小学校から 280 点余りの作品を展示 
・平成１８年１１月１日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１８年１１月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時  
             だんぶり池看板及び池立て札片付け・作業小屋の片づけ 

ブナの植え付け雪囲い（ブナ苗寄贈：石岡清雄さん） 
きのこなどの秋鍋会  ３２名参加 

 

  



    エコクッキング教室           だんぶり池作業納め 
・平成１８年１１月１９日 暮らしの教室「ゴミの現状とゆくえ・リサイクル」  

１３：３０  弘環整備センタープラザ棟 

講師：太田雄三氏（青森県エコ・リサイクル事業協同組合代表理事） 

・平成１８年１１月２５日 自然環境グループ だんぶり池学習会企画会議 
    １３時 市民参画センター 

・平成１８年１１月２９日 新市環境パートナーシップ協定調印式  
１１時 市役所２階行政会議室 
相馬市長・鶴見代表・ＨＥＰ２１会員１０名出席  

・平成１８年１２月１日 あおもり省エネラベル協議会第４回協議会開催 
  弘大理工学部２０７セミナー室  １８時 

・平成１８年１２月６日 運営委員会 市役所２階第 1会議室 １９時 
・平成１８年１２月９日 環境シンポジウム「家計の味方・省エネラベル」  

１３時  弘環整備センタープラザ棟２階研修室   

講演：「家電省エネラベル運動のいきさつ」 
水谷洋一氏（全国省エネラベル協議会幹事） 

「統一省エネラベル制度のスタート」 
山内堅三氏（(財)省エネルギーセンター東北支部事務局長） 

パネルディスカッション「省エネラベルはどうなっていくの？」 

水谷洋一氏・山内堅三氏 

下山智裕氏（弘前大学大学院理工学研究科博士前期課程 2年・ 

                    あおもり省エネラベル協議会事務局長） 

                鶴見 実氏（弘前大学理工学部教授・あおもり省エネラベル協議会 
                 代表・ＨＥＰ２１代表） 

省エネ家電展示会開催   展示協力：照明堂テレビ電器専門店 

  

 環境パートナーシップ協定調印式        省エネシンポジウム 
・平成１８年１２月９日 自然環境グループ だんぶり池学習会企画会議 



    １３時 市民参画センター 

・平成１８年１２月２３日 ろうそくでリサイクル・キャンドル作り教室  

９：３０～ 弘前地区環境整備センタープラザ棟 

講師：ＨＥＰ２１事務局長 澁谷亨氏 

・平成１９年１月１０日 運営委員会 弘大理工学部２０７セミナー室 １９時 
・平成１９年１月１３日 自然環境グループ 「だんぶり池学習会」 ４５名参加 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 １３時 
     演題・発表者 

「だんぶり池付近の積雪中に見られる無脊椎動物」 
弘前大学教育学部 山崎千恵子さん 

      「だんぶり池の植物分布」 
津軽植物の会会長 木村啓さん 
弘前大学教育学部 大高明史教授 

「ブナ落ち葉を使った水質浄化について」 
弘前大学農学生命科学部 藤田拓朗さん 

 「だんぶり池の植物と草丈の分布」 
ＨＥＰ２１ 武田直子さん 

     「写真で振り返るだんぶり池この一年」 
弘前市下水道総務課（環境カウンセラー） 白戸久夫 

「植物の芽生えから見えてくること」 
弘前大学医学部 山寺亮教授 

・平成１９年１月１３日 第１７回弘前市都市景観フォーラム「ひとの営みと景観」 
            １４時 文化センター大会議室 
            澁谷亨事務局長がパネリストとして参加 

  

    キャンドル作り教室           だんぶり池学習会 
 
 



・平成１９年１月１４日 こども環境活動発表会（第４９回弘前市児童理科研究発表会） 
            １３：３０～  弘前地区環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年１月２６日 自然環境グループ だんぶり池企画会議（水辺の郷事業） 
 １８：３０ 県中南県民局  

・平成１９年２月３日 エコ・クッキング教室パート３「炊飯器を使ったパエリアづくり」    

           １０時～ 弘前地区環境整備センタープラザ棟 ３３名参加 

           講師：高杉淑子氏（ＨＥＰ２１） 
・平成１９年２月３日 自然環境グループ だんぶり池企画会議 １９時 
           弘前大学理工学部２０７セミナー室 

・平成１９年２月４日 ワラ草履作り教室 

           ９時３０分～ 弘前地区環境整備センタープラザ棟 

講師：遊う藁工房｢ＴＳＵＳＩＭＡ｣主催 対馬敏子氏 

・平成１９年２月４～８日 第５回ＨＥＰ２１雪灯籠づくり 
・平成１９年２月７日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

・平成１９年２月１０日 自然環境グループ 水辺の郷事業会議 １２時 

・平成１９年２月１６日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ「だんぶり池カレンダー」作成 

            Ａ２版４００部 

・平成１９年２月２４日 自然環境グループ 水辺の郷事業会議 １５時 

            参画センター 

・平成１９年２月２５日 リサイクルキャンドル作り教室パート２ 

９時３０分～ 弘前地区環境整備センタープラザ棟 

講師：ＨＥＰ２１事務局長 澁谷亨氏  

・平成１９年３月７日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

    
    ＨＥＰ２１雪灯籠完成         だんぶり池カレンダー 

 


