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

・平成３０年４月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 １３名参加 

            デッキブルーシート片付け、イス・テーブル設置、カナコ萢木道 

渡板設置、上ヤナギ堰等の泥上げ、沢水取水口閉塞除去 

・平成３０年４月１２日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階防災会議室  

９名参加 

・平成３０年４月１５日 まちかど広場クリーン大作戦 ９時 ５０名参加（雨天） 

            市内８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２０ｋｇ・可燃ごみ１０ｋｇの計３０ｋｇ回収 

            協働：（株）サンデー・城東保育園・弘大サークルわどわ 

            運搬協力：（株）伸和産業 

  

     だんぶり池作業始め         まちかど広場クリーン大作戦 

・平成３０年４月２８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

            場内看板取付け、津軽堰泥上げ、カナコ萢木道設置など 

・平成３０年５月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 

            大畑沢防護柵補修、だんぶり島の池のヨシ刈り、通路の草刈り、 

            八丁萢の無処理区縄張りなど 

・平成３０年５月１１日 運営委員会 １０時 市民参画センター ５名参加 

・平成３０年５月１８日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成３０年５月２５日 全体会議資料作成発送等準備作業 ９時半 市民参画センター 

            ８名参加 

・平成３０年５月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ２２名参加 

            カナコ萢の旧木道撤去、通路の草刈りなど 

            エコクラブ だんぶり池生き物観察会 

・平成３０年５月２６日 公益社団法人日本水環境学会東北支部より「水環境保全賞」受賞 

            １４時半 仙台市戦災復興記念館 村田孝嗣副代表出席  

記念講演「生物多様性に配慮した弘前だんぶり池づくり」 



・平成３０年５月２８日 県親子で楽しく学ぶ体験型環境教育プランモデル事業企画提案 

            二次審査（プレゼンテーション） １３時～  

            青森市新町キューブ３階会議室 鶴見代表・白戸事務局長出席 

・平成３０年６月３日 エコクラブ 第１５回身近な水環境の全国一斉調査 ９時  

           イオンタウン弘前樋ノ口店集合 ２４名参加 

           （うち弘前大学フィールドサイエンス研究会８名参加） 

岩木川ラバーダム取水口・岩木川さくら堤せせらぎ広場・土淵川徒 

町せせらぎ広場の水質調査 

ラバーダム上水道施設課対応：大瀧恭平技師・高杉凪仁技師 

  

水環境保全賞表彰式             水環境保全賞 

    

    水環境保全賞トロフィー        身近な水環境の全国一斉調査 

・平成３０年６月５日 生活環境グループ定例会 １３時半 市民参画センター 

・平成３０年６月７日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階防災会議室  

７名参加 



・平成３０年６月７～８日 エコクラブ ソラダス２０１８参加 大阪せいわエコクラブ 

             と協働し、だんぶり池など市内５ヶ所の大気中のＮＯ2 観測 

・平成３０年６月９日 第１７回全体会議 １３時半 市立観光館多目的ホール  

２１名参加 平成２９年度決算・平成３０年度予算案など承認 

報告会：「生物多様性に配慮した弘前だんぶり池づくり」 

        村田孝嗣副代表・自然環境グループリーダー 

・平成３０年６月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

            通路の草刈り、カナコ萢木道整備、ゲート看板塗装補修など 

・平成３０年６月１６日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ８時半 ６名参加 

            小沢小学校観察会に備えてヤナギ堰等の草刈り 

・平成３０年６月２２日 だんぶり池「水環境文化賞」「水環境保全賞」受賞祝＆新入会員 

歓迎会 １２時 紙漉町ベジカフェ「インドリヤ」 １１名参加 

・平成３０年６月３０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １４名参加 

            県委託事業事前打合せ：ＨＥＰ２１・キヤノンプレシジョン・弘 

大フィールドサイエンス研究会 

            アプローチ広場・トイレ周辺の草刈り 

・平成３０年７月６日 運営委員会 １０時 市民参画センター ６名参加 

・平成３０年７月７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 

           クラブ員３４名 引率５名 自然環境グループ対応３名 

  

     第１７回全体会議          中央公民館だんぶり池観察会 

・平成３０年７月１０日 小沢小学校４年生 だんぶり池観察会 ５５名 引率者４名 

            自然環境グループ対応 １１名 

・平成３０年７月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ７名参加 

            県委託事業打合せ、駐車スペース草刈り 

・平成３０年７月１４日 自然環境グループ だんぶり池ホタル観察会 １８時～２１時  

            ２０名参加 

・平成３０年７月１５日 県委託事業 「弘前だんぶり池観察会＆動植物クローズアップ撮 



影会」 ８時～１３時 ＨＥＰ２１スタッフ９名・キヤノンプレ 

シジョン（株）スタッフ３名・弘大フィールドサイエンス研究会 

スタッフ４名・参加者親子３１名・エコクラブサポーター３名・ 

報道関係１名・計５１名参加 

プログラム（１）自然観察会（水槽・捕集網貸し出し） 

①生物ビンゴゲームをしながら水生生物等の採取 

            ②だんぶり池水族館（講評：村田孝嗣ＧＬ） 

         （２）写真撮影会（デジタルカメラ貸し出し） 

①クローズアップ撮影会（デジタルカメラ・小型プリンター：キ 

ヤノンプレシジョン（株）提供） 

            ②撮影写真の講評（講評：村田孝嗣ＧＬ） 

・平成３０年７月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ８名参加 

            カナコ萢のヨシ刈りなど 

・平成３０年８月７日 生活環境グループ定例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成３０年８月９日 自然環境グループ だんぶり池動植物観察会 ９時 １３名参加 

           エコクラブ だんぶり池生き物観察会 

  

   県委託事業だんぶり池観察会           だんぶり池観察会 

  

     だんぶり池水族館         キヤノンプレシジョン提供デジカメ 



  

    クローズアップ撮影会             撮影写真の講評 

・平成３０年８月９日 運営委員会 １８時 市役所３階防災会議室 ８名参加 

・平成３０年８月１７日 県委託事業写真展示会準備作業 ９時 １２名参加（うちキヤノ 

ンプレシジョン（株）２名）弘前文化センター１階美術展示室 

・平成３０年８月１８～１９日 県委託事業「だんぶり池クローズアップ撮影会写真展示 

会」 １０時～１６時 弘前文化センター１階美術展示室 

              来館者１８５名 

  

     写真展示会準備               写真展示会準備 

  

      写真展示会                写真展示会 



・平成３０年９月６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ７名参加 

           カナコ萢・ウルメ池通路の草刈り、県支給草刈機・デジタル顕微鏡 

の組立てなど 

・平成３０年９月７日 青森県議会環境厚生委員会県内調査「弘前だんぶり池」視察  

１０時～１１時 藤川友信委員長・山口多喜二副委員長・諏訪益一

委員・田名部定男委員・三橋一三委員・夏堀浩一委員・沼尾啓一委

員・菊池勲委員・オブザーバー：安藤晴美議員・随行：鳥谷部均環

境生活部次長ほか７名・計１７名 

対応：鶴見実代表・白戸久夫事務局長 

ＨＥＰ２１設立・だんぶり池づくり経緯など説明、現地案内 

  

県議会議員視察              県議会議員視察 

・平成３０年９月７日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階会議室 ７名参加 

・平成３０年９月８日 エコクラブ エコクッキング「おもいっきりスィーツ」 ９時  

           清水交流センター １１名参加 お菓子・デザート作り 

           講師：髙杉淑子さん 

  

       エコクッキング            エコクッキング 

 

 

 



・平成３０年９月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ５名参加 

            ウルメ池通路等草刈り・ウルメ池繁茂植物除去 

・平成３０年１０月３日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ４名参加 

            台風２４号関連・大畑沢階段補修・ウルメ池導水路補修 

・平成３０年１０月４日 小沢小学校４年生 だんぶり池観察会 ５５名 引率者５名 

            自然環境グループスタッフ９名対応  

   

   小沢小学校だんぶり池観察会        小沢小学校だんぶり池観察会 

・平成３０年１０月４日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階会議室 ８名参加 

・平成３０年１０月６日 快適・文化環境グループ 「第５回ひろさきお寺の日」 

            真言宗 久渡寺 １０時～１４時 ３３０人参加 

            ＨＥＰ２１スタッフ１１名対応 

            講師：須藤光昭 久渡寺住職 

須藤弘敏 快適・文化ＧＬ（弘大人文社会科学部教授） 

            展示：（仏像）木造聖観音菩薩立像・木造不動明王二童子像・木 

造五大明王像・木造如来坐像など２０体 

              （絵画）紙本銀地著色唐人物図屏風 一双・ 

円山応挙筆絹本墨画淡彩返魂香図（原寸大複製） 

   

      久渡寺本堂                 展示仏像 



   

      須藤住職による講話          須藤ＧＬによる解説 

・平成３０年１０月９日 生活環境グループ定例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成３０年１０月２０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ７名参加 

             カナコ萢繁茂植物除去・イオン黄色いレシートキャンペーン

ギフトカードにより電動工具用自家発電機２ｋＷ購入 

・平成３０年１０月２１日 エコクラブ「弘前公園探検隊パートⅴ」 ９時 １２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 

・平成３０年１１月２日 運営委員会 １０時 市民参画センター２階 ７名参加 

・平成３０年１１月６日 食品ロス関連勉強会 １３時 １１名参加 

 市民参画センター３階グループ活動室２  

 出前講座「ホントは知らないごみのお話～減量化って？資源化って？～」 

            講師：環境管理課 藤田貴紀主査・成田一行主査 

   

      弘前公園探検隊               出前講座 

・平成３０年１１月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 １５名参加 

             木道渡板・立て看板・写真看板等の撤去、イス・テーブル片付 

             け、デッキブルーシート張り 

             秋鍋会（豚汁）・煮栗など 



   

    だんぶり池作業納め            だんぶり池作業納め 

・平成３０年１１月１５日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ５名参加 

             草刈機燃料抜き 

・平成３０年１２月６日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階会議室 ７名参加 

・平成３０年１２月７日 だんぶり池カレンダー編集打合せ・自然環境学習会準備会 

            １０時 市民参画センター １０名参加 

・平成３０年１２月８～９日 エコクラブ壁新聞作り ９時 市民参画センター 

・平成３０年１２月１１日 生活環境グループ定例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成３０年１２月１５～１６日 エコクラブ壁新聞作り ９時 市民参画センター 

・平成３０年１２月１７日 だんぶり池カレンダー編集打合せ・レイアウト構成 

 １３時 市民参画センター ８名参加              

・平成３０年１２月１７日 だんぶり池カレンダー編集打合せ １５時 中南地域県民局 

             農村計画課・（有）アサヒ印刷・ＨＥＰ２１ 計７名参加 

             レイアウト・イラスト原稿等を印刷会社へ 

・平成３０年１２月２２～２３日 エコクラブ壁新聞作り ９時 市民参画センター 

・平成３０年１２月２５日 エコクラブ壁新聞作り ９時 市民参画センター 

・平成３１年１月７日 エコクラブ２０１８年度壁新聞完成 環境管理課へ提出  

・平成３１年１月１１日 運営委員会 １０時 市民参画センター２階 ４名参加 

・平成３１年１月１２日 自然環境グループ「第１３回自然環境学習会」１３時～１７時 

            市立観光館多目的ホール ６９名参加 

               支援：青森県中南地域県民局地域農林水産部農村計画課 

話題提供 

①「プラナリアの再生速度の違いについて」 青森県立弘前南高校 

   斉藤騎士さん・竹埜由祐さん・後藤萌子さん・田村佳子さん 

②「青森県在来イネ「赤諸」の形質導入」 青森県立弘前南高校 

   内山 峻さん・佐藤洋太さん・齋藤あづみさん・下山奈由さん・盛ひなたさん 

③「２０１８年度トンボ成虫についての新知見～よく似た種同士の形態的・生態的見分け 



方と考察～」  弘前大学農学生命科学部生物学科１年フィールドサイエンス研究会 

   荒井良太さん 

④「弘前市内での虫こぶ観察記録」 

弘前大学農学生命科学部生物学科１年フィールドサイエンス研究会 吉田理見さん 

⑤「柏崎市内で新しく記録された蛾類ならびにオオヨツボシゴミムシに関して」  

弘前大学農学生命科学部生物学科１年フィールドサイエンス研究会 江口一馬さん 

⑥「鳥についての 4つの報告」～オオセッカ、カンムリカイツブリ、ノスリ、アオバト 

   弘前市 竹内健悟さん 

⑦「虫こぶコレクション パートⅢ」 

    ひろさき環境パートナーシップ２１自然環境グループ 村田孝嗣 

⑧「大切にしたい自然」  弘前市 小林孝雄さん 

⑨「コケの話」  津軽植物の会 澤田 満さん 

⑩「だんぶり池の水生貧毛類」  弘前大学教育学部 大高明史さん 

       

エコクラブ壁新聞             自然環境学習会 

  

     自然環境学習会              自然環境学習会 



・平成３１年１月１５日 だんぶり池カレンダー第１回校正作業 １３時 ６名参加 

            市民参画センター 

・平成３１年１月２１日 自然環境グループ だんぶり池物置小屋臨時雪下ろし作業 

            １０時 小沢の石岡敏彰さん宅集合 ８名参加 

  

    だんぶり池小屋雪下ろし         だんぶり池小屋雪下ろし 

  

だんぶり池小屋雪下ろし         だんぶり池小屋雪下ろし 

・平成３１年１月２５日 だんぶり池カレンダー第２回校正作業 １３時 ６名参加 

            市民参画センター 

・平成３１年２月１日 だんぶり池カレンダー第３回校正作業 １３時 ５名参加 

           市民参画センター 

・平成３１年２月７日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館４階小会議室 ８名参加 

・平成３１年２月８日 だんぶり池カレンダー第４回最終校正作業 １３時 ４名参加 

           市民参画センター 

・平成３１年２月１０日 エコクラブ 第８回市民ボランティア交流まつり展示参加 

            １０時半～１４時半 ヒロロ３階ヒロロスクエア 

・平成３１年２月１２日 生活環境グループ定例会 １３時半～ 市民参画センター 

・平成３１年２月１６日 自然環境グループ だんぶり池冬の観察会 １０時 ９名参加 

アニマルトラッキング 



  

 だんぶり池カレンダー第２回校正作業    だんぶり池アニマルトラッキング 

・平成３１年２月２２日 だんぶり池カレンダー印刷完成（有）アサヒ印刷 

Ａ２版４００部・Ａ３版３００部・Ａ４版１００部 

仕分け作業 １０時 市民参画センター ８名参加 

・平成３１年２月２５日 生活環境グループ 食品ロス調査打合せ １０時 ３名参加 

            市民参画センター 

・平成３１年３月３日 自然環境グループ「第１回冬鳥見送り会」８時半 石渡サンデー 

駐車場集合 ９名参加 砂沢溜池・狄ケ館溜池など 

  

 ２０１９だんぶり池カレンダー         冬鳥見送り会 

・平成３１年３月８日 運営委員会 １０時 市民参画センター２階 ６名参加 

・平成３１年３月１０日 自然環境グループ「第２回冬鳥見送り会」８時半 石渡サンデー 

駐車場集合 １３名参加 砂沢溜池・津軽富士見湖 

オナガガモ、ヒドリガモ、コガモ、ミコアイサ、マガモ、オオワシ、

トビ、マガン、ヒシクイ、コハクチョウ、オオハクチョウ、カモメ 



・平成３１年３月１５日 ＨＥＰ２１広報誌第７号発行 

・平成３１年３月２０日 小沢小学校４年生だんぶり池カレンダー贈呈 ９時 

鶴見代表・佐藤正さん・土岐泰さん出席 

カレンダーに絵日記提供の４名の児童へ感謝状も贈呈 

・平成３１年３月２２日 だんぶり池カレンダー・広報誌等発送準備作業  

市民参画センター １３：３０ ６名参加 

・平成３１年３月２４日 エコクラブ「こどもエコクラブ全国フェスティバル２０１９」 

 １０時～１５時半 ４名参加 

            東京都渋谷区国立オリンピック記念青少年総合センター 

    

ＨＥＰ２１広報誌第７号       こどもエコクラブ全国フェスティバル 

・平成３１年３月２８日 「国連生物多様性の１０年日本委員会（ＵＮＤＢ－Ｊ）」より 

            自然環境グループの「弘前だんぶり池」づくりが認定連携事業第 

１４弾に認定される 

ＵＮＤＢ－Ｊのホームページ 

https://undb.jp/authorization/authorization_year/2019-3/ 

               

              ※「弘前だんぶり池」づくり 

この事業は  

「国連生物多様性の１０年日本委員会（ＵＮＤＢ－Ｊ）」 

が推奨する事業として認定を受けています。 

 

ＵＮＤＢ－Ｊのロゴマーク 


