
・平成２８年４月５日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２８年４月７日 運営委員会 １９時 市役所２階特別会議室 １２名参加 

・平成２８年４月９日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業始め ３１名参加 

           ステージ床張り、水路の泥揚げ、展示パネルの取り付け 

           散策路枝払い、テーブル・イス据付、赤沢水口清掃 

           エコクラブ：各池立て札設置、生き物観察 

・平成２８年４月１０日 まちかど広場クリーン大作戦 ９時 ８０名参加 

市内７ヶ所のまちかど広場～土手町蓬莱広場までのごみ拾い 

            不燃ごみ３０ｋｇ・可燃ごみ３０ｋｇの計６０ｋｇ回収 

  

    だんぶり池作業始め           まちかど広場クリーン大作戦 

・平成２８年４月２３日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 １５名参加 

            ４月１７日の強風被害（掲示板・小屋）の修復 

            写真パネルの取り付け、柵の補修、下ヤナギ堰の泥揚げ 

・平成２８年５月１２日 運営委員会 １９時 市役所２階特別会議室 １１名参加 

・平成２８年５月１４日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ８名参加 

            ウルメ池のガマ除去 

・平成２８年５月１４～１５日 地球環境グループ 地球温暖化防止展示活動 

               １０時～１８時 イオンタウン弘前樋の口店 

・平成２８年５月２４日 全体会資料発送準備作業 ９時 市民参画センター 

            ４名参加 資料コピー、綴じ、袋詰め作業 

・平成２８年５月２４日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２８年５月２８日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ２６名参加 

            ゲートに「だんぶり池」看板取り付け、通路の草刈り 

エコクラブ：生き物観察 

・平成２８年６月２日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 ９名参加 

・平成２８年６月４日 全体会 １３：３０ 弘前文化センター２階第３会議室 

           ２５名参加  



           平成２７年度決算・平成２７年度活動報告・平成２８年度予算・ 

会則変更・役員変更など 

       報告会：①「ＨＥＰ２１エコクラブ環境大臣賞受賞壁新聞」について 

     齋藤秀光代表サポーター 

               ②「ピレネー山脈の花旅」について  

村田孝嗣副代表 

・平成２８年６月５日 エコクラブ「第１３回身近な水環境全国一斉調査」 ９時 

           １４名参加 

           樋の口浄水場岩木川ラバーダム取水口・桜堤せせらぎ広場・ 

土淵川徒町せせらぎ広場の水質調査 

           樋の口浄水場対応：佐藤克嗣課長補佐 

  

       全体会             身近な水環境全国一斉調査 

・平成２８年６月１１日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ６名参加 

            ウルメ池のガマ・ヨシ撤去と片付け、トイレ清掃 

            ルリボシ池通路草刈り 

・平成２８年６月１７日 会計引継ぎ １０：３０ 市民参画センター ４名参加 

・平成２８年６月２２日 生活環境グループ出前講座「くらしの中の再生可能エネルギー」 

            １８：３０～２０：００ 

・平成２８年６月２５日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ６名参加 

            カナコ萢・ウルメ池通路草刈、小屋清掃、トイレ清掃 

・平成２８年６月２５～２６日 地球環境グループ 地球温暖化防止展示活動 

               １０時～１８時 イトーヨーカドー 

・平成２８年６月２９日 小沢小学校４年生だんぶり池観察会 ９：３０ ５７名参加 

            自然環境グループ ５名対応 

・平成２８年７月２日 中央公民館子供自然観察クラブ だんぶり池観察会 

・平成２８年７月５日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２８年７月５日 地球環境グループ 環境出前講座 市立第三中学校 １０時 



・平成２８年７月７日 運営委員会 １９時 市役所３階防災会議室 １０名参加 

・平成２８年７月１６日 自然環境グループ ７時 だんぶり池作業 ７名参加 

            アプローチ広場・通路の草刈、「へび注意」看板製作設置 

            １０時 野生蘭観察会 久渡寺 

            １８：３０ だんぶり池ホタル観察会 エコクラブ 

・平成２８年７月３０日 自然環境グループ ７時 だんぶり池作業 ８名参加 

            通路の草刈・旧小屋の塗装・トイレ清掃 

後山堤ビオトープ「ホタル池」作り協議会（石岡敏男さん）へ 

タニシ・カワニナの提供 

            河北新報（横川記者）取材 

            １０時 野生蘭観察会 久渡寺 

・平成２８年８月６日 自然環境グループ ７時 だんぶり池作業 ５名参加 

           カナコ萢・ウルメ池・ヤナギ堰の草刈、旧小屋の塗装、トイレ清掃 

・平成２８年８月９日 運営委員会 １９時 市役所本館３階会議室１ ４名参加 

・平成２８年８月１７～１８日 エコクラブ「夏のエコキャンプ in 白神アクアビレッジ暗 

門」 １７名参加  白神山地ビジターセンター見学、 

自然観察林散策、クラフト作りなど 

・平成２８年８月２０～２１日 地球環境グループ 地球温暖化防止展示活動 

               １０時～１８時 イトーヨーカドー 

・平成２８年８月２７日 自然環境グループ ７時 だんぶり池作業 ５名参加 

            通路の草刈、旧小屋の塗装、赤沢流入口の清掃 

・平成２８年９月１日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室 ６名参加 

・平成２８年９月１０日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 １８名参加 

            うちキヤノンプレシジョン（株）９名参加 

            通路の草刈、カナコ萢のヨシ刈り、ウルメ池のヨシ・ガマ撤去 

            旧小屋の塗装、アケボノソウ観察会 

  

    エコキャンプクラフト作り        キヤノンプレシジョンの方々 



・平成２８年９月１０～１１日 地球環境グループ 地球温暖化防止展示活動 

               １０時～１８時 イオンタウン弘前樋ノ口店 

・平成２８年９月１１日 エコクラブ エコクッキング ９時～１３時 １１名参加 

            清水交流センター 講師：高杉淑子さん 

・平成２８年９月１６日 小沢小学校だんぶり池事前調査 １５時半 ７名参加 

・平成２８年９月２３日 小沢小学校４年生だんぶり池観察会 ９時～１１時半  

５９名参加 自然環境グループ ５名対応 河北新報取材 

・平成２８年９月２４日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ６名参加 

            小屋の塗装・清掃、カナコ萢のイグサ・サンカクイ除去作業 

・平成２８年９月２６日 生活環境グループ「廃油ＢＤＦ事業所見学会」９時 ７名参加 

            青森市（株）西田組 

  

小沢小学校だんぶり池観察会        廃油ＢＤＦ事業所見学会 

・平成２８年１０月４日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２８年１０月６日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室 ８名参加 

・平成２８年１０月８日 自然環境グループ ９時 ５名参加 だんぶり池作業雨天中止 

            溜池観察会に変更（後山溜池・大開堤・茂兵衛堤） 

・平成２８年１０月９日 エコクラブ「弘前公園探検隊パートⅢ」 ９時 １９名参加 

           弘前公園内の堀や池８箇所の水質測定（ｐＨ・伝導度） 

            植物や野鳥の観察・３０年ほど前の調査記録との対比 

            水質測定指導：鶴見実代表  野鳥観察：葛西義夫さん 

            植物観察：川口智子さん 

            訪問取材 青森県環境政策課 玉熊留美さん 

「もったいない・あおもり県民運動」キャラクター「エッコー」 

・平成２８年１０月１５日 快適文化環境グループ 銅屋町 最勝院 １０時～１５時 

「第４回ひろさきお寺の日：最勝院伝来文化財特別公開」 

             ６２０名参加  

             講師：弘大人文社会科学部 須藤弘敏教授（快適文化ＧＬ） 



                最勝院 布施公彰住職 

             展示：青面金剛像および眷属像・不動明王二童子像・十王像 

仏画十二天像・古文書「微細書上帳」など 

  

弘前公園探検隊パートⅢ         第４回ひろさきお寺の日 

・平成２８年１０月２２日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 ８名参加 

             テラス床板のビス止め、カナコ萢・八丁萢・通路の草刈 

・平成２８年１０月２２～２３日 地球環境グループ 地球温暖化防止展示活動 

               １０時～１８時 イトーヨーカドー 

・平成２８年１０月３１日 弘前大学「大学発・エコな若者育成システム作り事業」 

だんぶり池見学会 １４時 ＨＥＰ２１応対３名 

弘前大学大学院地域社会研究科長 北原啓司教授他１２名参加 

・平成２８年１１月５日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業納め １８名参加 

            立札・掲示板・テーブル・イスの片づけ、草刈機燃料抜取り 

            テラスの床板ブルーシート張り、秋鍋会 

・平成２８年１１月１０日 生活環境グループ「木質バイオマス発電所見学会」 

             津軽バイオマスエナジー平川発電所 １３時 １０名参加 

   

     だんぶり池作業納め         木質バイオマス発電所見学会 

・平成２８年１１月１０日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室  



８名参加 

・平成２８年１１月１４日 だんぶり池カレンダー イラスト募集 １５時 小沢小学校 

・平成２８年１１月１９日 自然環境グループ 次年度計画と自然環境学習会打合せ 

             １３時 市民参画センター ５名参加 

・平成２８年１２月１日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室 ７名参加 

・平成２８年１２月６日 生活環境グループ例会 １３時半 市民参画センター 

・平成２８年１２月１７日 だんぶり池カレンダー イラスト選定会議 １４時 

             市民参画センター ６名参加 

・平成２８年１２月２５日 エコクラブ 壁新聞づくり ９時 市民参画センター 

・平成２９年１月１２日 だんぶり池カレンダー レイアウト会議 １４時 

            市民参画センター ４名参加 

・平成２９年１月１２日 運営委員会 １９時 市役所本館３階会議室 １０名参加 

・平成２９年１月１８日 ごみ減量化・資源化意見交換会に係る勉強会 １０時～・ 

            １３時～２回開催 市民参画センター ７名参加 

・平成２９年１月２１日 自然環境グループ 「第１１回自然環境学習会」 １３時  

            弘前市立観光館多目的ホール ６８名参加 

①「だんぶり池採集調査結果」成田美優さん 弘前大学フィールドサイエンス研究会 

②「青森県の長翅目について」富永豪太さん 弘前大学フィールドサイエンス研究会 

③「アスファルトの上のフィールド ～大学構内採集紀～・弘前市内の林道で採れたチョ 

ウ」 佐藤仁美さん 弘前大学フィールドサイエンス研究会 

④「ホクリクサンショウウオの回帰行動と地磁気感知器官」:森井涼太さん 

弘前大学フィールドサイエンス研究会 

⑤「両生類の寄生虫を調べる」 石郷岡千歌音さん 弘大教育学部 

                             丹羽奎太さん 弘大農学生命科学部  

⑥「コウライテンナンショウの性転換のしくみ」若山大樹さん 長谷川湧起さん 

内藤怜央さん 弘前南高校自然科学部１年 

⑦「酵母を用いた閉鎖環境モデル」松井千紘さん 田中李和さん 

弘前南高等学校自然科学部１年 

⑧「ノシメトンボの産卵行動」奈良岡弘治さん 青森県トンボ研究会 

⑨「ため池をめぐる人と鳥の話」 竹内健悟さん 弘前市在住  

⑩「青森県ＲＤＢ（２０１０）絶滅野生生物フサタヌキモ(水草)の紹介」川口智子さん 

弘前市みどりの協会・緑の相談所 

⑪「樹木年輪の同位元素から何が分かるか」佐藤湧斗さん 弘前大学理工学研究科修士２年 

⑫「この一年の自然観察写真報告」 鶴見 実 ＨＥＰ２１代表 



   

第１１回自然環境学習会         第１１回自然環境学習会 

・平成２９年１月３０日 だんぶり池カレンダー 発注者・印刷業者打合せ １０時 

            中南地域県民局農村計画課 ８名参加（うち４名ＨＥＰ２１） 

・平成２９年２月２日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室 ９名参加 

・平成２９年２月１０日 だんぶり池カレンダー 第一稿校正会議 １０時 

            市民参画センター ６名参加 

・平成２９年２月１２日 エコクラブ「第６回市民ボランティア交流まつり」 

            １０時半～１４時半 ヒロロ３階ヒロロスクエア 

・平成２９年２月１４日 生活環境グループ例会 １３時半 市民参画センター 

・平成２９年２月１７日 だんぶり池カレンダー 第二稿校正会議 １０時 

            市民参画センター ６名参加 

・平成２９年２月１８日 自然環境グループ だんぶり池小屋雪下ろし・アニマルトラッキ 

ング ９時 だんぶり池 ４名参加 

    

  だんぶり池カレンダー第一稿校正会議      だんぶり池小屋雪下ろし 

・平成２９年２月２３日 だんぶり池カレンダー 第三稿校正会議 校正終了 １０時 

            市民参画センター ４名参加 

・平成２９年３月２日 運営委員会 １９時 市役所増築棟３階防災会議室 １１名参加 

 



・平成２９年３月１０日 ２０１７だんぶり池カレンダー印刷完成 

            Ａ２版４００部・Ａ３版３５０部・Ａ４版１００部 

            今回から切り取って卓上型などにできるよう印刷を変更 

・平成２９年３月１１日 エコクラブ ９時 市民参画センター 全国フェスティバル打 

合せ、１年間のまとめと計画作り、水質測定 

・平成２９年３月１４日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２９年３月１５日 だんぶり池カレンダー仕分け作業 ９：３０ 市民参画センター 

            ８名参加 教育委員会・小沢小学校等へ持参 

・平成２９年３月１９日 こどもエコクラブ全国フェスティバル２０１７ １０～１６時  

東京都新宿区早稲田大学西早稲田キャンパス理工学術院 

１８名参加 壁新聞部門審査員特別賞受賞 

・平成２９年３月２５日 自然環境グループ 冬鳥見送り会 ９～１２時 

            石渡サンデー駐車場集合 １７名参加 

狄ケ館溜池・砂沢溜池（オナガガモ・コハクチョウ・マガンなど） 

      

２０１７だんぶり池カレンダー      こどもエコクラブ全国フェスティバル 



      

   壁新聞審査員特別賞              冬鳥見送り会 

 


