
・平成２２年４月７日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
・平成２２年４月１０日 自然環境グループ・こどもエコクラブ ９時 
            だんぶり池作業始め ２１名参加 
            池看板設置・除雪・木道点検など 
・平成２２年４月１１日 生活環境グループ・快適文化環境グループ ９時 
            「まちかど広場クリーン大作戦」 １２０名参加 

参加団体：城東保育園・ボーイスカウト・（株）サンデー・ 
スポネット弘前・弘前大学「わどわ」 

・平成２２年４月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８名参加 
            カナコ萢南側通路土盛補修作業・作業小屋内整理・ 

老朽手摺部材撤去など 
・平成２２年５月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 １２名参加 
           木材搬入・カナコ萢仮木道設置・ウルメ池のヨシ、ガマ、オラン 

ダガラシ除去・コンクリート水番設置と渡板取付など 
・平成２２年５月１０日 生活環境グループ １８：３０ 市民参画センター 
            ＤＶＤ上映「セヴァン・カリス＝スズキ 

～リオ・サミット（１９９２年）における伝説のスピーチ」 
教えてセヴァン！～買い物から環境を考えよう～ 

・平成２２年５月１２日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２２年５月１６日 こどもエコクラブ ９時 年間計画作成 市民参画センター 

  
     だんぶり池作業始め          まちかど広場クリーン大作戦 
 
・平成２２年５月１６日 市内中心街でカッコウの鳴き声が聞こえた日 
・平成２２年５月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
            ウルメ池・だんぶり島の池・ヤナギ堰・ヘイケ萢水路掘り 
            だんぶり島の池ヨシ除去・カナコ萢ガマ刈り取りと緩衝池作り  
            作業小屋塗装・水取入口点検 



・平成２２年５月２８日 「環境パートナーシップ協定」締結式 １１時  
市役所２階行政会議室 

            葛西憲之市長・鶴見實代表ほか７名参加 
・平成２２年５月２９日 だんぶり池太陽光発電設備通電式 １１時 ５０名参加 
            司会：庄司輝昭（教育委員会中央公民館主幹） 

村田孝嗣副代表（自然環境ＧＬ）挨拶 
葛西憲之市長・小沢小学校代表４名祝辞 

通電式：こどもエコクラブ員・ボーイスカウト弘前第一団員・小沢小学校 
鶴見實代表より感謝状贈呈：㈱セキノ興産・㈲フジヨシ興業・嶋津電気㈱  

・平成２２年６月２日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２２年６月５日 ダンボール箱ドームハウスづくり ９：３０ 
           環境整備センタープラザ棟 講師：澁谷 亨（HEP21 事務局長） 
・平成２２年６月５日 全体会開催 １３：３０ 市民会館２階会議室 ２３名参加 
           平成２１年度活動報告・決算報告 
           平成２２年度活動計画・予算など 
・平成２２年６月６日 こどもエコクラブ ９時 岩木川水質調査 

  

   パートナーシップ協定締結式       だんぶり池太陽光発電通電式 

  
   だんぶり池太陽光発電パネル           ＨＥＰ２１全体会 



・平成２２年６月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 
            カナコ萢木道補修・ウルメ池ヨシ刈り・通路草刈り作業 
・平成２２年６月２６日 自然環境・生活環境グループ 水源河川観察会「相馬川」 
            ８：３０ 市役所集合 
・平成２２年６月２９日 四中学区特別支援学級「だんぶり池自然観察会」９：５０～ 
            ２４名参加 講師：村田孝嗣自然環境ＧＬ 
・平成２２年７月１日 『月刊弘前』７月号（第３７２号）で「だんぶり池特集」掲載 
・平成２２年７月３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 
           １６名参加 講師：村田孝嗣自然環境ＧＬ 
・平成２２年７月３日 「エコクッキング教室」 環境整備センタープラザ棟 １０時 
           まぜご飯・グリーンピースと卵のお吸い物・ 

キュウリとナスの粕なんば 

講師：高杉淑子さん 

・平成２２年７月７日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 

  
特別支援学級だんぶり池自然観察会    中央公民館子ども自然観察クラブ 

・平成２２年７月１６日 小沢小学校４年生 だんぶり池観察会 １３：３０ 
            ７４名参加 講師：村田孝嗣自然環境ＧＬほか 
・平成２２年７月１７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 
            通路草刈り作業・ウルメ池等ガマの穂刈り作業 
・平成２２年７月２４日 自然環境・生活環境グループ 水源河川観察会 

西目屋村「平沢川」 ８：３０ 市役所集合 １２名参加 
・平成２２年７月２４日 スポネット弘前 だんぶり池観察会 １１：３０～ 
            ホタル観察会１９：３０～ 

チビバスット小学生４０名、スタッフ・保護者１５名参加 
講師：自然環境Ｇ斎藤栄さん白戸久夫さん 

・平成２２年７月２４～２５日 こどもエコクラブ「エコキャンプ」 
  五所川原脇元海岸 海辺ふれあいゾーン 

 



  
   水源河川観察会「平沢川」       スポネット弘前 だんぶり池観察会 
・平成２２年８月７日 ペットボトルで万華鏡作り教室・木工教室 ９：３０～  

「生藍染め教室」１０時～「ペットボトルロケット工作教室」１３時～ 
環境整備センタープラザ棟 

・平成２２年８月８日 木工教室 ９：３０～ リサイクル石けん作り教室 １０時～ 
 草木染め教室 １０時～ 環境整備センタープラザ棟 

・平成２２年８月１１日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
・平成２２年８月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時  
・平成２２年８月１９日 「２０１０下水道環境フォーラムｉｎひろさき」  

９：３０～１５：３０ 市立観光館多目的ホール 
            弘前市上下水道部・日本下水道協会主催 

小学４～６年生・保護者４０名参加  
            講師：村田孝嗣自然環境ＧＬ「きれいな水は命の水」 
           その他会場設営・説明者：ＨＥＰ２１自然環境グループ９名参加 
            だんぶり池写真・こどもエコクラブ河川水質検査結果など展示 
・平成２２年８月２８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 
            刈り払い草の除去作業・赤沢側通路の枝の伐採・鳥巣箱移転等 
         ＡＢＡ青森朝日放送１０月２日放送予定「週間ことばマガジン」取材  

  

         ２０１０下水道環境フォーラムｉｎひろさき 



・平成２２年９月１日 運営委員会 １９時 市役所２階行政会議室 
・平成２２年９月１９日 草木染め教室 １０時 環境整備センタープラザ棟 
            講師：水田久美子さん（くみこ工房主宰） 
・平成２２年９月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業  

弘前実業高校９名・柏木農業高校８名作業体験参加 
県観光企画課石塚清則主査及びＲＡＢ青森放送３名取材 

            含む３５名参加 
ゲンジ萢コンクリート水番設置、カナコ萢護岸杭打ち、 
アプローチ広場・通路・カナコ萢の除草など 

  

弘前実業高校・柏木農業高校「だんぶり池」作業体験 
・平成２２年１０月２日 布ぞうり作り教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 
            講師：尾崎行雄さん 
・平成２２年１０月６日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
・平成２２年１０月８日 小沢小学校「だんぶり池のまとめ」１０：４０ 
            講師：村田孝嗣自然環境 GL 
・平成２２年１０月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 １２名参加 
            カナコ萢水路作り・チェンソー掃除と杭作り・カナコ萢護岸杭打ち 

             ・カナコ萢除草の片付けなど 
・平成２２年１０月１６・１７日 弘前実業高校文化祭にて「弘前だんぶり池」紹介 
・平成２２年１０月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 １２名参加 
           カナコ萢護岸杭打ち・カナコ萢除草及び片付け・トンボ調査など 

東奥日報社「おもてなし主役は県民」２名取材 
・平成２２年１０月２３日 親子で楽しむ木の教室 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟    講師：尾崎行雄さん 
・平成２２年１０月２９日 廃品おもしろ工夫展 inプラザ棟 １２月１１日まで 
             全国こどもエコクラブ壁新聞展  １１月１４日まで 
             環境整備センタープラザ棟  



・平成２２年１１月３日 快適・文化環境グループ「弘前城築城４００年祭記念事業」 
『ひろさきお寺の日』開催  １０～１６時 ４８０名参加 
報恩寺・袋宮寺にて絵巻・仏像・弘前藩主像などの文化財拝観 
講師：弘前大学人文学部 須藤弘敏教授（快適・文化環境 GL）   

  

             ひろさきお寺の日（報恩寺） 
・平成２２年１１月６日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 
            柏木農業高校５名・小沢小学校２名・中南地域県民局１名 

東奥日報社取材４名含む２８名参加    
秋鍋会（豚汁）、ゆで栗、立て札・看板等片付け 

・平成２２年１１月６日 「もったいない・あおもり３R推進弘前大会」９：３０ 
            総合学習センター   パネル展示参加 
・平成２２年１１月１０日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２２年１１月２０日 自然環境グループ 次年度活動計画策定 １３時 
             市民参画センター 
・平成２２年１１月２４日 生活環境グループ勉強会「弘前市の水環境～上水道について」 

１８：３０  市民参画センター  １５名参加 
                          講師：弘前市上下水道部長 白戸久夫 

  

だんぶり池作業納め          生活環境グループ勉強会 



・平成２２年１２月１日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２２年１２月８日 こどもエコクラブ だんぶり池カレンダーレイアウト作業  

１８：３０ 市民参画センター 
・平成２２年１２月１８日 ろうそくでリサイクル・キャンドル作り ９：３０ 
             環境整備センター    講師：澁谷亨事務局長 
・平成２２年１２月２３日 ミニ門松作り教室 ９：３０ 環境整備センター 
             講師：尾崎行雄さん  
・平成２３年１月８日 自然学習会 １３時 総合学習センター２階視聴覚室 
           ３２名参加 
     「弘前市のごみ排出量の推移」弘前大学理工学部大学院：野村真里恵さん 
     「黒い雪探し隊～岩木山ほか」弘前大学理工学部大学院：荻野由佳さん 
     「トンボ類の産卵方法」青森県トンボ研究会：奈良岡弘治さん 
     「だんぶり池の水中植生」弘前大学教育学部：大高明史教授・菊池智子さん 
                 津軽植物の会：木村 啓さん 
   「川の水はどんな水からできているか」弘前大学理工学部大学院：粟野翔太郎さん  
     「弘前市の水環境」弘前市上下水道部長：白戸久夫 
・平成２３年１月１２日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２３年１月２２日 リサイクルそり作り教室 ９：３０ 環境整備センター 
            講師：尾崎行雄さん 
・平成２３年２月２日 運営委員会 １９時 市役所６階第二会議室 
・平成２３年２月５日 エコ・クッキング教室 １０時 環境整備センター 
           簡単ハヤシライス・白菜とりんごのサラダ 
・平成２３年２月６～９日 「第３５回弘前城雪燈籠まつり」へ９回目の参加 
             南内門と下乗橋間に１基製作 
・平成２３年２月１１日 布ぞうり作り教室 ９：３０ 環境整備センター 
            講師：尾崎行雄さん 
・平成２３年２月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業小屋雪降ろし ９時 
            ５名参加 アニマルトレッキング 

  
       自然学習会             雪燈籠づくり 



  
   完成したＨＥＰ２１雪燈籠         だんぶり池作業小屋雪降ろし 
・平成２３年３月２日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
・平成２３年３月１１日 １４：４６「東日本大震災」M９．０発生 
            ３月１２日開催予定の「冬鳥を見送る会」中止 
・平成２３年３月２５日 こどもエコクラブ「だんぶり池カレンダー２０１１」完成 
            関係部署へ配布 

 
 だんぶり池カレンダー２０１１ 


