
２００３年度ＨＥＰ２１活動報告 

 

・平成１５年４月 ２日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207 セミナー室 

・平成１５年４月１０日 ＨＥＰ２１専用ホームページを一部立ち上げ 

                        http://www.hep21.net/ 
・平成１５年４月１３日 生活環境グループ「まちかど広場クリーン大作戦」実施 

            ９時 市内７箇所のまちかど広場をスタートし駅前広場まで 

            ７３名参加（参加者へ、ありがとうカードを配布） 

・平成１５年４月１９日 むつ湾美浜推進ＤＡＹへ参加 ６名 

   

    まちかど広場クリーン大作戦        むつ湾美浜推進ＤＡＹ 

・平成１５年４月２０日 自然環境グループ 寺社林観察会 ８：３０ 

            トンボ池現地調査 １３時 

・平成１５年４月２６日 地球環境グループ ＨＥＰ２１こどもエコクラブ発足式 

            ９時 参画センター 

・平成１５年４月２７日 自然環境グループ トンボ池整備作業 ８：３０市役所集合 

・平成１５年４月３０日 運営委員会 １８：３０参画センター お花見会 １９時  

・平成１５年５月 ６日 生活環境グループ 出前講座 １８時 参画センター 

            「分別ごみとリサイクル」 

   



     寺社林観察会               こどもエコクラブ発足式 

・平成１５年５月 ８日 東中学校 １５０名参加 トンボ池整備作業 

・平成１５年５月１０日 全体会議 １４時 市民会館会議室 ４０名参加 

            １４年度決算、１５年度予算について 

   

東中学校生徒によるトンボ池整備作業 

   

                   全体会議の様子 

・平成１５年５月１１日 里山づくり（松木平）里山ルネッサンス隊とＨＥＰ２１こども 

            エコクラブ合同で開催（ＡＴＶ青森テレビで取材）５０名参加 

・平成１５年５月１８日 自然環境グループ ８：３０ トンボ池整備作業 

            地球環境グループ １４時 参画センター 

            過剰包装調査隊発足 



   

         里山づくり               ＡＴＶ取材 

・平成１５年５月２１日 市内中心街でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成１５年５月２５日 自然環境グループ ８：３０ トンボ池整備作業  

            休耕田№１の小屋基礎づくり 

            ＡＴＶ番組「森の雫」にて５月１１日里山こどもエコクラブの

様子が放送される 

・平成１５年５月２６日 県農林水産部林政課でトンボ池と隣接県有林視察 

     

 トンボ池整備作業（小屋基礎づくり）     近くで見つけたヒメクロサナエ♂ 

・平成１５年６月 １日 自然環境グループ トンボ池整備作業 

            休耕田№２の中島づくり 

・平成１５年６月 ４日 ＡＥＳ認証式（第１号）１５：３０ 弘前八紘（株） 

            運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207 セミナー室 

・平成１５年６月 ５日 「リユースサイトｉｎあおもり」運用開始（県助成） 

            不用品情報交換サイト ＨＥＰ２１管理運営 

             http://www.hep21.net/re-use/ 
・平成１５年６月 ８日 里山ルネッサンス隊 里山づくり（松木平鷲ノ巣山）９時 

・平成１５年６月１４日 農業環境グループ「ＡＥＳ農業環境マネジメントシステム 

            構築講座」 １８：３０ 市役所２階会議室 



            講師：小山内規男氏（ＨＥＰ２１ＡＥＳ研究会） 

・平成１５年６月１５日 地球環境グループ 出前講座 １４時 参画センター 

            「エコストア・エコオフィスについて」 

            自然環境グループ トンボ池整備作業 ９時 

            ＨＥＰ２１こどもエコクラブと合同 

・平成１５年６月２１日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
            物置小屋組立完成 
・平成１５年６月２２日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
            休耕田№１木道づくり 
・平成１５年６月２８日 生活環境グループ 環境講座 １８時 市民会館大会議室 

            『人と人の心をつなぐ不思議なお金・エコマネー』 

            講師：鶴岡エコマネー研究会代表 仲川昌夫氏    

・平成１５年６月２８日 西海岸美化推進ＤＡＹへ参加 
・平成１５年６月２９日 自然環境グループ トンボ池整備作業 

  

   弘前八紘ＡＥＳ認証式         リユースサイトｉｎあおもり開設 

  

   農業版ＡＥＳ構築講座           トンボ池物置小屋完成 



  

   西海岸美化推進ＤＡＹ             エコマネー講座 
・平成１５年７月２日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１５年７月５日 快適・文化環境グループ  市民弘前公園勉強会開催 
           『弘前城と弘前公園の歴史』 
           講師：弘前市市史編纂室 宮川 慎一郎主幹 
           上土手町スクエア２階  １２０名参加 
・平成１５年７月６日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
・平成１５年７月８日 ＨＥＰ２１市町村合併説明会 １８：３０ 
           市役所２階大会議室 

   

             市民弘前公園勉強会の様子 
・平成１５年７月１２日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
            休耕田№１の木道完成 
・平成１５年７月１３日 自然環境グループ 里山づくり（松木平） トンボ池整備作業

（明徳中学校生参加） 



   

    休耕田№１木道完成             明徳中学校生参加 

   
    オゼイトトンボ♂♀           ノコギリクワガタ♂ 
・平成１５年７月１９日 環境シンポジウム 

          １４時 弘前市総合学習センター２階多目的ホール 
        『環境の視点から食と農を考える』 
  基調講演 ：弘前大学理工学部 鶴見 実 教授（座長） 

パネリスト：岩手大学大学院連合農学研究科 玉 真之介 教授 
        青森県健康福祉部食の安全・安心対策チーム 伊藤正光 副参事 
        元ナチュラル・ハーモニー 熊田浩生 マネージャー 
        情報ネットワーク・グループ「リエゾン」 工藤 緑 代表 
        ＨＥＰ２１農業環境グループ 成田陽一 グループリーダー 
       ６０名参加 

・平成１５年７月２０日 自然観察会（木造町平滝沼）雨天中止 
・平成１５年７月２１日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
            弘前市小学校理科教育研究会一行視察 
            休耕田№２中の島へ植樹、連絡階段づくりなど 



   

       環境シンポジウムパネリストと会場の様子 

   

 理科教育研究会トンボ池視察        休耕田№２連絡階段づくり 
・平成１５年７月２６日 自然観察会 大館市芝谷地湿原８：３０市役所駐車場バス出発 
            ＨＥＰ２１こどもエコクラブ・一般市民５０名参加 

 農業環境グループ会議 １９時 市民参画センター 
            ＡＥＳ農業環境マネジメントシステムについて 
・平成１５年７月２７日 自然環境グループ トンボ池休耕田№１通水式 
            ６９名参加 
・平成１５年７月２７日 地球環境グループ １３時 市民参画センター 
            ＫＥＳ学習セミナー 



   

 自然観察会 芝谷地湿原         芝谷地湿原 キイトトンボ♂♀  

   

  芝谷地湿原こどもエコクラブ員        トンボ池休耕田№１通水式 
・平成１５年７月３０日 運営委員会 １９時 市民参画センター３階 
            環境パートナーシップ組織「ふくしま市エコネット」一行視察 
・平成１５年８月２日 自然環境グループ トンボ池整備作業  
・平成１５年８月８～１０日 こどもエコクラブ員が「北東北子ども環境サミット 

２００３インいわて」へ参加 
               ５名 岩手県二戸市 県立県北青少年の家 
・平成１５年８月９・１０日 自然環境グループ トンボ池整備作業 

    



    ふくしま市エコネット視察         ルリボシヤンマ羽化 

  

  オオイトトンボ♂（休耕田№１）       子ども環境サミット 
・平成１５年８月１０日 地球環境グループ会議 １３時 参画センター 
            過剰包装アンケート調査結果について 
・平成１５年８月１１日 こどもエコクラブ「田んぼの生き物調査隊」 
            松木平地区中田信雄さんの無農薬耕作田 １７名参加 
・平成１５年８月１６日 自然環境グループ トンボ池整備作業 休耕田№２木道完成          

・平成１５年８月１７日 トンボ池で新ジャガ（無農薬栽培ジャガイモ）パーティ 

   

   田んぼの生き物調査隊         トンボ池休耕田№２木道完成 
・平成１５年８月２０日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブがコカ・コーラ環境教育財団 

より「第１０回コカ・コーラ環境教育賞主催者賞」を受賞 
１０時 市民参画センター 表彰状伝達式 

・平成１５年８月２３・２４日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
               ＲＡＢ青森放送取材 休耕田№２通水 
・平成１５年８月３０・３１日 自然環境グループ トンボ池整備作業 



    
   表彰状伝達式記念撮影              表彰状 
・平成１５年８月３０日 ＡＥＳ農業環境マネジメントシステム構築会議 
            １９時 参画センター 
・平成１５年９月 ３日 運営委員会１９時弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１５年９月 ６日 快適・文化環境グループ 第２回市民弘前公園勉強会 
            市立観光館多目的ホール １３：３０～  ９２名参加 
            「弘前公園のサクラと樹木」 
            講師：弘前市公園緑地協会（樹木医） 小林 勝氏 
・平成１５年９月 ７日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
            休耕田№１木道延長完成             
・平成１５年９月１０日 生活環境グループ ミニ講座「食の安全：食品表示について」 
            １８時 総合学習センター 
            講師：生協コープあおもり理事 佐々木イト氏 
・平成１５年９月１３～１５日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
               物置小屋の補強、休耕田№２土入れ、排水路設置 



   

第２回弘前公園勉強会          休耕田№１木道延長完成 
・平成１５年９月２０～２１日 こどもエコクラブ「エコキャンプ」  ２４名参加 
               岩木青少年スポーツセンター 
・平成１５年９月２０～２１日 自然環境グループ トンボ池整備作業休耕田№２づくり         

    
こどもエコクラブ「エコキャンプ」 

・平成１５年９月２３日 自然環境グループ トンボ池整備作業休耕田№２畦畔完成           

・平成１５年９月２７～２８日 自然環境グループ トンボ池整備作業 
               休耕田№３畦畔土盛り、粗朶入れ補強 
・平成１５年９月２８日 第１１回ろうきん１億円基金より２０万円助成決定授賞式 
            鶴見代表ら３名 ホテル青森 

  
ろうきん１億円基金助成授賞式 



・平成１５年９月２８日 地球環境グループ例会 市民参画センター 過剰包装調査           

・平成１５年１０月１日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
            ＨＥＰ２１広報紙発行（第１号） 
・平成１５年１０月４～５日 自然環境グループ トンボ池整備作業休耕田№３畦畔完成         

・平成１５年１０月１１～１３日 「エコフェスタ２００３ｉｎひろさき」開催 
  陸奥新報社主催 国際スリーデーマーチに併催 弘前公園レクリエーション広場           

      
 ＨＥＰ２１広報紙発行       エコフェスタ２００３ｉｎひろさき  

・平成１５年１０月１８日 トンボ池開所式開催 ８０名参加 金澤市長挨拶 
ＨＥＰ２１自然環境グループリーダー村田孝嗣氏挨拶 
トンボ池正式名称「弘前だんぶり池」看板除幕  

・平成１５年１０月２５～２６日 自然環境グループ だんぶり池整備作業 
                こどもエコクラブ参加 
                休耕田№３とんぼ形土盛り、№４水路掘削 
・平成１５年１１月１～３日 自然環境グループ だんぶり池整備作業 
              休耕田№３とんぼの羽根形木道づくり 

   
「弘前だんぶり池」開所式            看板除幕 

・平成１５年１１月５日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 



・平成１５年１１月８～９日 自然環境グループ だんぶり池整備作業 
              休耕田№３とんぼの羽根形木道完成 
・平成１５年１１月１２日 生活環境グループ 環境ミニ講座「冬の農業推進」 
             講師：青森県農林水産部冬の農業推進チームリーダー 
                佐藤和雄氏 

   

    休耕田№３木道完成         環境ミニ講座「冬の農業推進」 
・平成１５年１１月１５日 地球環境グループ 弘前地区環境整備センター見学会 
             ９時 こどもエコクラブなど２０名参加 
            快適・文化環境グループ 市民フォーラム開催 
            テーマ『弘前公園はだれのもの』 

  １３：３０ 観光館多目的ホール ６０名参加  
            パネリスト 

  アパ・テ・ドラ      奈良祐子さん 
  県立弘前中央高校３年   佐藤亜里沙さん 
  県立弘前工業高校３年   小笠原一洋さん 
  日本野鳥の会弘前支部長  小山信行さん 
  弘前市市史編纂室主幹   宮川慎一郎さん 
  弘前大学教育学部教授   北原啓司さん 

    
       市民フォーラム「弘前公園はだれのもの」 



・平成１５年１１月１６日 自然環境グループ だんぶり池整備作業 
             休耕田№３木道手摺りづくり 
             中央公民館主催「市民環境セミナー」一行２０名視察  
・平成１５年１１月２２～２３日 自然環境グループ だんぶり池冬支度作業 
                作業小屋雪囲いなど 

   
  休耕田№３木道手摺づくり        市民環境セミナー視察 

     
              だんぶり池冬支度 
・平成１５年１２月３日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１５年１２月７日 自然環境グループ だんぶり池学習会 １３時 

   総合学習センター視聴覚室   ４３名参加 
        「だんぶり池づくり」弘前市環境保全課 白戸久夫課長補佐 
        「だんぶり池の動植物」自然環境グループ 村田孝嗣リーダー 
        「だんぶり池の変遷」弘前大学教育学部 大高明史教授   
        「久渡寺の沢水における季節変化」弘前大学理工学部４年 山口翠さん 
・平成１５年１２月１２日 農業環境グループ反省会  
・平成１５年１２月１８日 青森版ＩＳＯ１４００１（ＡＥＳ）ホームページ立ち上げ 
             http://www.h6.dion.ne.jp/~aes-yone/ 
・平成１５年１２月２０日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ 「あおもり地球クラブ」の 

エコスクールへ参加  みえない地球～宇宙船地球号～ 
１０時 総合学習センター多目的ホール 



・平成１５年１２月２１日 地球環境グループ 過剰包装意見交換会開催 １３時 
弘前商工会議所３階会議室 

 『トーク＆トーク 過剰包装』 ４０名参加 

   

    だんぶり池学習会              エコスクール 

   

  エコスクール「ドーム」づくり        トーク＆トーク過剰包装 
・平成１５年１２月２６日 こどもエコクラブ壁新聞づくり ９時 参画センター 
             １４名参加 
・平成１６年１月７日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１６年１月１７・１８日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ 舎営キャンプ 
               岩木青少年スポーツセンター １４名参加 
              「冬の森歩き」指導：岩木山自然学校 高田敏幸氏 
・平成１６年１月２５日 地球環境グループ例会 １３時 参画センター 
            次年度活動計画など 



  
 こどもエコクラブ壁新聞づくり     こどもエコクラブ舎営キャンプ   
・平成１６年１月２９日 自然環境グループ だんぶり池レイアウト会議 １９時 
            参画センター 
            臨時運営委員会 １９時 能登や 青森県パートナーシップ 
            センターシンポジウム３月開催について 
・平成１６年１月３１日～２月６日 雪灯籠１基製作 環境保全課と合同 
・平成１６年２月４日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１６年２月７日 農業環境マネジメントシステム構築講座 １９時 
           参画センター 
・平成１６年２月１２日 自然環境グループ だんぶり池レイアウト会議 
            １９時 参画センター 
・平成１６年２月１４日 全体会議 １３時 市民会館２階会議室 
            各グループ次年度計画など 

  

  雪灯籠製作 環境保全課と合同         全体会議 
・平成１６年２月２１日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ 

弘前大学理工学部 207セミナー室 
            理工学部卒論研究発表会に同席・酸性雨測定など実施 
・平成１６年２月２６日 あおもり活性化大賞特別賞受賞 ラ・プラス青い森 １３時 



            自然環境グループ会議 次年度計画 参画センター １９時 
・平成１６年２月２９日 ボランティアＤａｙへ参加 総合学習センター １１時～ 
            ＨＥＰ２１活動紹介展示ブース設置 
・平成１６年３月３日  運営委員会 弘前大学理工学部 207セミナー室 １９時 

  

 ボランティアＤａｙ酸性雨測定       ボランティアＤａｙ活動紹介 
・平成１６年３月６日  ＮＰＯ法人青森県環境パートナーシップセンターと共催で 
     シンポジウム開催 ５０名参加 総合学習センター大会議室 １３：３０～ 
     ～だんぶり池に見る行政と市民の協働～ 
        基調講演： 『だんぶり池の生い立ちからここまで』 
                 弘前市環境保全課 白戸久夫課長補佐 
              『なぜだんぶり池なのか』 
                 ＨＥＰ２１自然環境グループ 村田孝嗣リーダー 
        パネルディスカッション＆フリーディスカッション 
             「生態系保全と地域再生をめざして」 
                 ＮＰＯ法人おおせっからんど  関下 斉さん 
           「メダカ探しと緑のまちづくり」 
                 八戸緑のまちづくりネットワーク 有谷昭男さん 
           「金木農場で稲作と生きものの共生をめざして」 
                 弘前大学農学生命科学部助教授 東 信行さん 
           「白神山地ブナ林再生事業」 
                 日本山岳会青森支部 須々田秀美さん 
         コーディネーター ＨＥＰ２１ 鶴見 実代表 
 



  

  

      シンポジウム～だんぶり池に見る行政と市民の協働～ 
・平成１６年３月６日 農業環境グループ 農業版ＡＥＳ構築講座 
           １９時 参画センター  
・平成１６年３月１０日 自然環境グループ会議 １９時 参画センター 
・平成１６年３月１３日 地球環境グループ会議 ９時 参画センター 
・平成１６年３月２７日 農業環境グループ ビデオ学習会 １８時 参画センター 
            講師：木村秋則さん（岩木町：無農薬・無肥料自然栽培農家） 

   

    農業環境ビデオ学習会  


