
・平成２９年４月２日 エコクラブ 陸奥新報社訪問 だんぶり池カレンダー完成報告 

           １０時 １５名参加 

・平成２９年４月６日 運営委員会 １９時 市役所新庁舎３階防災会議室 ７名参加 

・平成２９年４月８日 自然環境グループ だんぶり池木道補修打合せ １０時 

           市民参画センター ３名参加 

・平成２９年４月９日 まちかど広場クリーン大作戦 ９時 ７０名参加 

           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２０ｋｇの計４０ｋｇ回収 

・平成２９年４月１４日 ごみの減量化・資源化に係る提言勉強会 １０時 ４名参加 

市民参画センター 

・平成２９年４月１５日 自然環境グループ だんぶり池作業始め予定・積雪のため延期 

・平成２９年４月２１日 ごみの減量化・資源化に係る提言勉強会 １０時 ６名参加 

市民参画センター 

・平成２９年４月２８日 平成２８年度会計監査 １０時 （株）伸和産業にて 

・平成２９年４月２９日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 １５名参加 

            テラスのブルーシート取り外し、だんぶり池看板取付 

            小屋掲示板取付・テーブルとイスの設置、木道補修打合せ等 

  

  まちかど広場クリーン大作戦          だんぶり池作業始め 

・平成２９年５月１１日 運営委員会 １９時 市役所新庁舎３階防災会議室 ８名参加 

・平成２９年５月１３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ３１名参加 

            通路点検補修・木道試作 

エコクラブ：池看板取付・水質調査・自然観察 

・平成２９年５月１７日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成２９年５月２２日 全体会議資料発送準備会 ９：３０ 市民参画センター 

            ６名参加 

・平成２９年５月２２日 「ごみの減量化・資源化に係るＨＥＰ２１の市役所への提言書」 

            提出 １０時 弘前市役所新庁舎４階都市環境部長室 

柳田 穣 都市環境部長・鶴見 実 ＨＥＰ２１代表 



  

    全体会議資料発送準備会       ごみに係るＨＥＰ２１提言書提出 

・平成２９年５月２５日 エコクラブ １６：４５ 弘前市教育長表敬訪問 １２名参加 

山谷耀子さん全国フェスティバル絵日記部門優秀賞受賞報告 

・平成２９年５月２６日 青森県「親子で楽しく学ぶ体験型教育プラン企画運営業務」 

            企画提案競技 公開審査会（２次審査） 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２９年５月２７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

            カナコ萢水抜き作業、写真パネル取付け、大畑沢防護柵補修             

  

    エコクラブ教育長表敬訪問         青森県企画提案競技 

・平成２９年６月１日 運営委員会 １９時 市役所新館６階小会議室 ７名参加 

・平成２９年６月４日 エコクラブ「第１４回身近な水環境全国一斉調査」 ９時  

１６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：乳井浩 主査・小笠原完 主査 

           国土交通省青森河川国道事務所：工藤尚武 河川管理課長 

                          坂本憲和 保全対策官 

・平成２９年６月５日 イオン黄色いレシートキャンペーン贈呈式 １３時 

           青森県社会福祉協議会（県民福祉プラザ内） 鶴見代表出席 



  

   身近な水環境全国一斉調査     イオン黄色いレシートキャンペーン贈呈式 

・平成２９年６月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 

            カナコ萢木道補修糸張り・水口設置、通路の草刈 

            公益社団法人日本水環境学会：三上一さん 奈良忠明さん 

・平成２９年６月１０日 全体会議 １３：３０ 市民会館２階中会議室 １５名参加 

            平成２８年度決算・平成２９年度予算など 

            報告会：鶴見代表「ごみの減量化・資源化に係るＨＥＰ２１の

市 

役所への提言について」 

・平成２９年６月１３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６月１４日 自然環境グループ だんぶり池臨時草刈作業 ９時 

            ８名参加 通路の草刈・カナコ萢木道補修・水路渡板補修 

            県委託事業の打合せ 

・平成２９年６月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ６名参加 

            腰かけ作り・大畑沢防護柵トラロープ張り・旧小屋基礎杭撤去 

            立札補修・デッキ階段補修 

  

       全体会議             大畑沢防護柵トラロープ 

・平成２９年６月２４～２５日 地球環境グループ 循環型社会ＰＲ活動  

１０時～１８時 イトーヨーカドー弘前店 



・平成２９年６月２６日 小沢小学校 第一回だんぶり池観察会 ９時 ５６名参加 

            ＨＥＰ２１自然環境グループ村田孝嗣ＧＬほか６名対応 

            県委託事業キヤノンプレシジョン現地立会安全確認 

            キヤノンプレシジョン（株）：木村課長・上野課長代理 

・平成２９年７月１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 

           ２６名参加 村田孝嗣自然環境ＧＬほか２名応対 

  

  小沢小学校だんぶり池観察会       中央公民館子ども自然観察クラブ 

・平成２９年７月６日 運営委員会 １８時 市役所新館６階小会議室 ６名参加 

・平成２９年７月８日 県委託事業前日打合せ だんぶり池 ９時 ６名参加 

           弘大フィールドサイエンス研究会４名参加 

           アプローチ広場草刈・旧小屋基礎杭切断・トイレ掃除・クイズ札

立 

           駐車スペースの確認・参加記念品備品等の確認 

・平成２９年７月９日 青森県「平成２９年度親子で楽しく学ぶ体験型環境教育プランモ

デ 

ル事業」委託事業 

「弘前だんぶり池」ウォークラリー観察会＆動植物フォトコンテスト 

テーマ：だんぶり池における生物多様性の実感  ９時～１４時半  

主催：ひろさき環境パートナーシップ２１・協働：キヤノンプレシジョン（株） 

ＨＥＰ２１スタッフ９名・キヤノンプレシジョンスタッフ４名・弘大フィールド

サ 

イエンス研究会スタッフ４名・県環境政策課１名・参加者３３名・青森放送１名・  

陸奥新報１名・計５３名参加 

プログラム（１）自然観察会①ウォークラリー形式クイズゲーム 

            ②だんぶり池水族館（水生生物等採取） 

         （２）写真撮影会①写真撮影会（ジュニアフォトコンテスト） 

            キヤノンプレシジョン（株）提供のデジタルカメラによる撮影

会 



            ②小型プリンターによる写真プリント 

③村田孝嗣ＧＬによる撮影写真の講評 

・平成２９年７月１１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７月１５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 

            県委託事業打合せ・自然観察会 

            １８時～ホタル観察会 エコクラブ 

  

  ウォークラリー形式クイズゲーム          水生生物採取 

  

     だんぶり池水族館          キヤノンプレシジョン提供カメラ 

  

       昼食休憩               写真撮影会講評 

・平成２９年７月１５～１６日 地球環境グループ 循環型社会ＰＲ活動  



１０時～１８時 イオンタウン弘前樋ノ口店 

・平成２９年７月２８日 エコクラブ 岩木川水生生物調査 ９時 桜づつみ広場 

            １２名参加 国土交通省河川国道事務所４名対応 

・平成２９年７月２９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ７名参加 

            アプローチ広場、ウルメ池通路等の草刈り、八丁萢のヨシ刈り 

            木道渡板製作（２ユニット） 

・平成２９年７月３１日 だんぶり池フォトコンテスト審査会 １３：３０ ４名参加 

            ヒロロ３階多世代交流室Ａ 

・平成２９年８月８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８月１０日 運営委員会 １８時 市役所新庁舎３階防災会議室 ８名参加 

・平成２９年８月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ９名参加 

            作業小屋の片付け整理、観察小屋の扉補修 

・平成２９年８月１８日 だんぶり池フォトコンテスト＆展示会準備会 ９時 ９名参加 

            文化センター１階美術展示室 

・平成２９年８月１９～２０日 だんぶり池フォトコンテスト＆展示会 １０時～１６時 

            文化センター１階美術展示室 １９日１１時～表彰式  

２日間で１８０名来館 

   

      展示室展示状況               表彰式 

   

       展示会の様子              展示会の様子 



・平成２９年８月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ８名参加 

            アプローチ広場・上ヤナギ堰などの草刈り、立札看板の塗装 

木道渡板製作（２ユニット） 

・平成２９年９月７日 運営委員会 １８時 市役所新館６階小会議室 ７名参加 

 


