
平成１９年度ＨＥＰ２１活動報告 
 
・平成１９年４月４日 運営委員会 １９時 市役所２階大会議室 
・平成１９年４月８日 生活環境グループ・快適文化環境グループ 

まちかど広場クリーン大作戦 ９時～  １２０名参加 
亀の甲・交通・和徳十文字・追手門・新寺町・下白銀町・松森町

各広場～蓬莱広場～駅前広場 
・平成１９年４月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時～  

４１名参加  赤沢取水口清掃・春鍋会など 
・平成１９年５月６日 プラザ棟「草木染めで季節を味わう」１０時～ 
・平成１９年５月９日 運営委員会 １９時 市役所２階大会議室 
・平成１９年５月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～ 
            カナコ萢の畦整備作業・ヨシの抜き取り作業・山菜天ぷら会 
・平成１９年５月１２日 ＡＥＳ総会 １５時 浅虫南部屋 懇親会 

  

  まちかど広場クリーン大作戦         だんぶり池作業始め 
・平成１９年５月２５日 市内中心部でカッコーの鳴き声が聞こえた日  
・平成１９年５月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～  
            草刈作業 ヨシ・ガマ抜取作業 
・平成１９年６月２日 快適・文化環境グループ ごみフォーラム勉強会 
           １３時 市役所２階会議室 
・平成１９年６月３日 自然環境グループ 家族野遊び会企画会議 
           １８時 市民参画センター 
・平成１９年６月６日 運営委員会 １９時 市役所２階大会議室 
・平成１９年６月９日 プラザ棟「段ボールワークショップ」１０時～ 
           自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～ 
・平成１９年６月１７日 プラザ棟「廃食油の石鹸作り」１０時～ 
・平成１９年６月２０日 第四中学校生８０名 だんぶり池作業 
            カナコ萢の畦補修・ウルメ池ヨシ抜き作業 



・平成１９年６月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～ 
・平成１９年６月３０日 ＡＥＳ審査員登録講座 ９：３０ 総合学習センター 
           講師：ＮＰＯ法人ＫＥＳ環境機構主幹審査員 西田 功氏  

  
   第四中学校生だんぶり池作業        ＡＥＳ審査員登録講座 
・平成１９年７月４日  運営委員会 １９時 市役所２階大会議室 
・平成１９年７月１２日 小沢小学校４年生だんぶり池見学会 １３：３０～ 
・平成１９年７月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～ 
            ヨシ・ガマ・ヤナギ除去作業・木道補修作業 
            市立中央公民館子ども自然観察クラブ１７名引率４名視察 
            ホタル観察会 １８：３０～ だんぶり池 ２７名参加 
            ヘイケボタル約５０匹・ゲンジボタル約３０匹 
・平成１９年７月１４日 「能代市環境のまちづくり市民懇談会」だんぶり池視察   

１１時～  １１名 
            弘前市環境基本計画策定経過とＨＥＰ２１活動状況視察 
            １３時～ 市役所２階大会議室 
・平成１９年７月１５日 ダンボール箱とアルミホイル利用のソーラークッカー（太陽熱

調理器）づくり ９：３０～ 環境整備センタープラザ棟 

  
中央公民館子ども自然観察クラブ     能代市環境のまちづくり市民懇談会 

 



・平成１９年７月２８日 自然環境グループ 家族野遊び会 だんぶり池 ９時～ 
            とんぼ採り・マイ水族館作り・水族館めぐりと生物解説など 
            ３７名参加 
・平成１９年７月２９日 ゴミ袋とレジ袋利用のソーラーバルーンと骨なしカイトづくり

９：３０～ 環境整備センタープラザ棟 
・平成１９年８月 ８日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

・平成１９年８月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

            快適・文化環境グループ ごみフォーラム勉強会 １４時 

            市役所２階会議室 

・平成１９年８月１２日 ソーラークッカーpart-2 ９：３０～１３：００ 

            環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年８月１８日 ペットボトル水ロケット工作教室 １３：００～１６：００ 

            草木染め教室 １０：００～１５：３０ 

            叩染め教室  ９：３０～１６：００ 

紙平紐で器作り １３：００～１６：００ 

環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年８月１８日 ＡＥＳ審査員研修会 １３時 ７名参加 

アスパム７階弘前大学サテライト教室 

・平成１９年８月１９日 ペットボトル水ロケット工作教室 １３：００～１６：００ 

            ガラスエッチング教室 １３：３０～１６：００ 

            叩染め教室  ９：３０～１６：００ 

            紙平紐で器作り １３：００～１６：００ 

            リサイクル石けん作り ９：３０～１２：００ 

環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年８月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

・平成１９年８月２５・２６日 こどもエコクラブ ８：４５～ 市役所集合 

              エコキャンプ 市浦脇元海岸ごみ拾い等 鰊御殿宿泊 

  
   家族野遊び会 マイ水族館        エコキャンプ 脇元海岸 



・平成１９年９月 ５日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

・平成１９年９月 ８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

・平成１９年９月 ８日 迷路を作ろう・遊ぼう（段ボール箱を使った巨大迷路づくり） 

  ９：３０～１３：００ 環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年９月１５日 草木染め教室 １０：００～１５：３０ 

            環境整備センタープラザ棟  

・平成１９年９月１６日 ワラ草履作り ９：３０～１５：００ 

            環境整備センタープラザ棟  

・平成１９年９月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

           ボランティア一日活動体験受け入れ  

アメリカセンダングサ除去・草刈作業・大畑沢橋架け替え作業 

・平成１９年９月２９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

            だんぶり島の池木道補修 

・平成１９年１０月３日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

・平成１９年１０月６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

            アプローチ広場小屋下材木等の片付け 

・平成１９年１０月６日 ＡＥＳ審査員研修会 １４：３０  

アスパム７階弘前大学サテライトスタジオ 

・平成１９年１０月１６日 第２回廃品おもしろ工夫展 in プラザ棟 

             展示期間 12 月 15 日まで 

  

 だんぶり池ボランティア一日活動体験     だんぶり島の池木道補修 

・平成１９年１０月２０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

        アプローチ広場砂利撒き・ウルメ池ヨシ刈り・赤沢崩落箇所土嚢積み 

・平成１９年１０月２４日 社団法人農村環境整備センター 田園自然再生コンクール 

だんぶり池現地調査 １３：００～ 

意見交換会 １５：００～ 市役所４階第１会議室 

・平成１９年１０月２７日 エコクッキング Part-2 １０：００～１３：００ 

             環境整備センタープラザ棟     



・平成１９年１１月７日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 

・平成１９年１１月９日 農林水産省から平成１９年度田園自然再生活動コンクールの 

            受賞者がプレスリリース 

          ＨＥＰ２１弘前だんぶり池の活動が「パートナーシップ賞」に決定 

・平成１９年１１月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 

             こどもエコクラブも参加 冬支度、芋煮会 ３０名参加 

・平成１９年１１月１１日 ストップ温暖化センターあおもり主催 

             「青い森のチームＥＣＯコンテスト」に参加  １１時 

             青森県立美術館コミュニティーギャラリーにて 

             ＨＥＰ２１銅賞受賞 

  

    だんぶり池作業納め        青い森のチームＥＣＯコンテスト  

・平成１９年１１月１８日 自然環境グループ だんぶり池写真展準備 １３時～ 
             参画センター 
・平成１９年１１月２４日 自然環境グループ だんぶり池写真展準備 １０時～ 
             勤労青少年センター 

・平成１９年１２月１日 自然環境グループ だんぶり池写真展準備 １０時～ 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年１２月５日  運営委員会 １９時 市役所２階会議室 
・平成１９年１２月８日 自然環境グループ だんぶり池写真展準備 １０時～ 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 

・平成１９年１２月９日 こどもエコクラブ 市民参画センター交流まつりへ出展 
            酸性雨測定・だんぶり池のヨシを使ったヨシズづくりなど 



  
   だんぶり池写真展準備作業        市民参画センター交流まつり 
・平成１９年１２月２１～２４日 だんぶり池写真展 文化センター美術展示室 
・平成２０年１月９日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室 
・平成２０年１月１１～１２日 田園自然再生活動コンクール表彰式・シンポジウム 
             東京代々木 国立オリンピック記念青少年総合センター 

  
     だんぶり池写真展        田園自然再生活動コンクール表彰式 

・平成２０年１月１２日 だんぶり池学習会 １３時 総合学習センター視聴覚室 
「だんぶり池の植生の変遷」（大高明史さん） 

         「だんぶり池の水生動物」（小笠原嵩輝さん・大高明史さん） 
         「ムカシトンボ幼虫の雪上への上陸」（奈良岡弘治さん） 
         「アサギマダラの渡りについて」（菊池幸夫さん） 
          松木平山堤の会による活動の紹介 
・平成２０年２月１日～７日 ＨＥＰ２１雪燈籠づくり 
・平成２０年２月６日 運営委員会 １９時 市役所４階会議室 
・平成２０年２月９日 ＡＥＳ研修会 １３：３０ アスパム７Ｆ弘大サテライト教室 



  

     だんぶり池学習会          ２００８ＨＥＰ２１雪燈籠 

 

 

 



・平成２０年２月２６日 田園自然再生活動コンクール表彰市長報告  
１０時 市長室 相馬市長 

鶴見代表・渋谷事務局長・齋藤広報局長 
・平成２０年２月２８日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ 

「２００８年だんぶり池カレンダー」完成 
・平成２０年３月５日 運営委員会 １９時 市役所２階会議室  
・平成２０年３月８日 青森県環境生活部環境政策課主催 

「平成１９年度環境活動表彰・発表・情報交換会」 
           こどもエコクラブ参加 １３時～ ラ・プラス青い森 
・平成２０年３月２０日 自然環境グループ「冬鳥見送り会」 
            砂沢溜池・津軽富士見湖周辺など 
・平成２０年３月２９～３０日 「こどもエコクラブ全国フェスティバル in 北九州」 

               福岡県北九州市  環境省主催 

           ＨＥＰ２１こどもエコクラブ会員２名と土岐泰サポーター参加 

     
コンクール表彰市長報告        ２００８だんぶり池カレンダー 

  
  環境活動表彰・発表・情報交換会         冬鳥見送り会  


