
２００５年度ＨＥＰ２１活動報告 
 
・平成１７年４月２日 自然環境グループ 渡り鳥観察会 ８：３０市役所集合 
           十三湖・明神沼など ２０名参加 
・平成１７年４月６日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 
・平成１７年４月１０日 生活環境、快適・文化環境グループ 
            まちかど広場クリーン大作戦 ９時  ６０名参加 
            市内７ヶ所まちかど広場～駅前広場まで  

   
               渡り鳥観察会 

  
           まちかど広場クリーン大作戦 
・平成１７年４月１６日 自然環境グループ だんぶり池作業始め  

小屋除雪・デッキ板張り等 １１名参加 
・平成１７年４月２３日 ＨＥＰ２１こどもエコクラブ発足会 
            １３時 整備センタープラザ棟 
・平成１７年４月２４日 自然環境グループ 相馬栩内川観察会 



  
   だんぶり池案内看板           だんぶり池作業始め 
・平成１７年５月７日 AESフォーラム定期総会 １４：３０ 青森アスパム７F 
           弘前大学サテライト室 
・平成１７年５月１１日 生活環境グループ 環境教室「ごみの現状と地域づくり」   

１８：３０ 環境整備センタープラザ棟  
         講師：青森県エコ・リサイクル事業協同組合代表理事 太田雄三氏 
・平成１７年５月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ２３名参加 

赤沢取水口整備・津軽堰泥あげ・ゲンジ萢ヘイケ萢の緩衝池掘

り・立て札取り付け・赤沢側通路崩落場所の補強・階段・木道

の土台補強・小屋脇木材整理等  
・平成１７年５月１５日 ＨＥＰ２１運営委員会 １１時 文化センター 

平成１７年度全体会議 １３時 文化センター 

   
   だんぶり池ゲンジ萢作業            全体会議             
・平成１７年５月２２日 地球環境グループ 環境省エコアクション２１説明会 
            参画センター ９時 
            カッコーの鳴き声が聞こえた日（市内中心部） 
・平成１７年５月２８日 自然環境グループ 湧き水探検隊（岩木地区） 
           ８：３０ 市役所集合 ＨＥＰ２１こどもエコクラブも参加 
           巌木山神社・大石神社・岩木山神社など 

地球環境グループ例会 参画センター １３：３０ 



今年度予定についてなど  
・平成１７年６月１日 運営委員会 １９時 弘大理工学部 207セミナー室 

   
   エコアクション２１説明会         湧き水探検隊 
・平成１７年６月１１日 自然環境グループ 十三湖散策会 ８：３０市役所出発 
            １５名参加 
・平成１７年６月１９日 自然環境グループ だんぶり池 草刈り作業  
・平成１７年６月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時～ 
            カナコ萢赤沢側崩落箇所補修・草刈作業  
・平成１７年６月２６日 地球環境グループ 公害防止者受験準備研修 ９時 

参画センター 
こどもエコクラブ 酸性雨教室 １３時 プラザ棟 

   

     十三湖散策会             6/25だんぶり池作業 
・平成１７年７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１７年７月９日 地球環境グループ 環境カウンセラー受験準備研修及び省エネ  
           ラベル学習会 ９時 参画センター 
           自然環境グループ ホタル観察会 １９時 だんぶり池 
           １８名参加 ヘイケボタルとゲンジボタル確認 



・平成１７年７月１０日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 松木平方面 
・平成１７年７月１１日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 藤崎方面 

  

    省エネラベル学習会          ホタル観察会藤崎方面 
・平成１７年７月１２日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 岩木山方面 
・平成１７年７月１３日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 山崎堤 
            生活環境グループ 環境教室 プラザ棟 １８：３０ 
・平成１７年７月１４日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 黒石浄泉寺 
・平成１７年７月１５日 自然環境グループ ホタル観察会 １９時 だんぶり池 
・平成１７年７月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 
            カブスカウトなど３１名参加 
            赤沢崩落箇所の補修、各池の草刈を実施 
・平成１７年７月３０～３１日 自然環境グループ 岩崎十二湖キャンプ 
          地球環境グループ・こどもエコクラブ員とサポーターも合同参加 
・平成１７年８月６日 自然環境グループ だんぶり池作業  草刈・畦補修など 
・平成１７年８月１０日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 

  

  ハッチョウトンボ♀だんぶり池       7/23だんぶり池作業 
 



  
              岩崎十二湖キャンプ 
・平成１７年８月２０日 「エコで遊ぼう inプラザ棟 2005」 廃油石けんづくり 
            裂き織り、ペットボトルロケットの製作等 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 
・平成１７年８月２１日 自然環境グループ 大館とんぼ公園視察 ８：３０市役所出発 
            芝谷地湿原・大館市民の森とんぼ公園・長走風穴 １４名参加 
・平成１７年８月２７日 地球環境グループ 省エネラベル学習会９：３０参画センター 
・平成１７年８月２８日 「エコクッキング」夏野菜を使って １０時 プラザ棟 

「キューさんの畑」で栽培した有機野菜を使った料理作り 
・平成１７年９月１日 ＡＥＳが弘前大学の「産学官連携フェア in八戸」に参加 

パネル展示  八戸ユートリー 
・平成１７年９月３日 自然環境グループ だんぶり池作業 草刈 
           ＡＥＳ会議 １０時 青森アスパム７Ｆ 
・平成１７年９月５日 生活環境グループ学習会「古紙について」１８時参画センター 
         講師：青森県エコ・リサイクル事業協同組合代表理事 太田雄三氏 
・平成１７年９月１３日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部 207セミナー室 

   

    産学官連携フェア in八戸           古紙学習会 
・平成１７年９月１７日 地球環境グループ 省エネラベル協議会事前準備会 ９時 
            弘前大学理工学部 502号室 



・平成１７年９月１９日 地球環境グループ 省エネラベル協議会事前準備会 １９時 
            参画センター 
・平成１７年９月２０日 快適・文化環境グループ弘前公園勉強会事前会議 １８時  
            弘前大学人文学部美術史実習室 
・平成１７年９月２３日 自然環境グループ だんぶり池草刈作業 ９時 
・平成１７年９月２４日 自然環境グループ 天杉観察会 ８：３０市役所集合 
・平成１７年９月２９日 地球環境グループ 省エネラベル協議会設立会 １９時 
            弘前大学理工学部 207号セミナー室 
・平成１７年１０月１日 中南農林水産事務所委託「春の小川を育てるむらづくり」事業 

観察調査会１３時～ 松木平 稲荷神社から牛沢ため池周辺 
・平成１７年１０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１７年１０月８日 自然環境グループ ９時 だんぶり池作業 
            地球環境グループ会議 ９：３０ 参画センター 
・平成１７年１０月１５日 快適・文化環境グループ 

第４回弘前公園勉強会「入ってみよう櫓と門」１３：３０ 
             未申櫓・辰巳櫓・北門（亀甲門） ４０名参加 
             講師：教育委員会生涯学習課 宮川慎一郎課長 

  

  省エネラベル協議会設立会          弘前公園勉強会（辰巳櫓） 
・平成１７年１０月１８日 地球環境グループ 第２回省エネラベル協議会 １９時 
             弘前大学理工学部 207号セミナー室 
・平成１７年１０月２２日 自然環境グループ 湧水探検隊 ８：３０ 市役所集合 
             松木平地区（お茶の水・桂清水） 
・平成１７年１０月２９日 市民参画センターまつり こどもエコクラブ展示参加 
             酸性雨測定・壁新聞ほか  １０時 
・平成１７年１１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１７年１１月５日  自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 
・平成１７年１１月６日  生活環境グループ エコクッキング プラザ棟 



・平成１７年１１月１９日 自然環境グループ だんぶり池学習会準備会 １３時 
             参画センター 
・平成１７年１１月２０日 春の小川を育てるむらづくり支援事業 ９時 ３５名参加 
            松木平町民会館集合～青森市細越地区～十和田市一本木沢地区 
・平成１７年１１月２１日 生活環境グループ 古紙学習会 １８時 参画センター 

講師：青森県エコ・リサイクル事業協同組合代表理事 太田雄三氏 
・平成１７年１２月３日 自然環境グループ だんぶり池学習会準備会 １８年度活動予

定  １３時 参画センター 

  
     湧き水探検隊             参画センターまつり 

  

     だんぶり池作業納め           細越ホタルの里視察 
・平成１７年１２月５日  環境シンポジウム打合せ会議 １８時 弘前大学理工学部 

５０２号室 
・平成１７年１２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１７年１２月８日 生活環境グループ会議 １８時 参画センター 
・平成１７年１２月１７日 環境シンポジウム １３時～１６時  
    あおもり省エネラベル協議会・青森県地球温暖化防止活動推進センター主催 

『ＳＴＯＰ温暖化！家庭から始まる省エネルギー』 
弘前大学創立５０周年記念会館みちのくホール 

    講演 



      「経済的手段を用いた環境学習～インセンティブとしての環境ラベル」 
           講師：弘前大学教育学部教授  猪瀬武則氏 
      「欧州における環境保護意識とラベル～スウェーデンの事例から」 
           講師：弘前大学人文学部助教授 森 樹男氏 
      「東京都における省エネラベルの取組み」 
        講師：東京都環境局都市地球環境部計画調整課地球温暖化対策推進係 
           杉山 明氏 
    パネルディスカッション「海外経験にみる環境認識と省エネラベル」 
       コーディネーター 猪瀬武則氏 

パネラー 森 樹男氏・杉山 明氏 
            弘前大学教育学部助教授   杉原かおり氏 
            弘前大学大学院理工学研究科  下山智裕氏 

  
環境シンポジウム（弘前大学創立５０周年記念会館みちのくホール） 

・平成１７年１２月１７日 春の小川を育てるむらづくり支援事業ワークショップ  
１９時 松木平町民会館  

・平成１８年１月１１日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年１月１４日 自然環境グループ 『だんぶり池学習会』 １３時～ 
            弘前地区環境整備センター プラザ棟 
  「だんぶり池に住む生物の変遷」 弘前大学教育学部理科教育講座教授 大高明史氏 
  「だんぶり池の水温分布」       弘前大学教育学部３年   小笠原蒿輝氏 

「雪に住む動物」           弘前大学教育学部３年   山崎千恵子氏 
  「水草の話」             北里大学研究生      樋口 伸介氏  
  「土淵川・富田の清水の化学成分と水温・気温の変化」 
         弘前大学理工学部地球環境学科大学院 マイノール・アヒマッティ氏 
  「一枚の写真～スギタニルリシジミ」    津軽昆虫同好会会員   菊池幸夫氏 
  「自然環境グループ２００５年の活動で出会ったいきものたち」 
              自然環境グループリーダー 明徳中学校教諭 村田孝嗣氏 
・平成１８年１月２９日 松木平～春の小川を育てるむらづくり支援事業 



ワークショップ（意見交換会）１３：３０～ 松木平町民会館 
         企画・進行：ＨＥＰ２１事務局長  澁谷 亨 
         コーディネーター：ＨＥＰ２１代表 鶴見 実 

「弘前だんぶり池ができるまで」 
講師：弘前市下水道総務課課長補佐（環境カウンセラー） 白戸久夫 

     「細越ホタルの里誕生まで」講師：細越ホタルの里の会書記  佐藤鐵雄氏 
     「牛沢ため池のめざすもの」講師：やまつづみの会代表    中田信雄氏 
     「ビオトープと自然再生」 

講師：自然環境グループリーダー 明徳中学校教諭    村田孝嗣氏 

  

     だんぶり池学習会           松木平ワークショップ 
・平成１８年２月１日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年２月５日 雪灯ろう製作 型枠詰め作業 １３時～ 
・平成１８年２月８日 雪灯ろう製作 削り出し作業  ９時～ 
・平成１８年２月１８日 自然環境グループ 次年度事業計画会 １３時 
            参画センター 
・平成１８年２月２５日 ペットボトル炭酸ガスミニロケット遊び ９：３０ 
            弘前地区環境整備センタープラザ棟 
            講師：HEP21事務局長 澁谷 亨氏 
・平成１８年３月１５日 運営委員会 １９時 弘前大学理工学部２０７セミナー室 
・平成１８年３月２１日 自然環境グループ 砂沢溜池～十三湖・冬鳥を見送る会 

８：３０市役所集合 
 

 



    

雪灯ろう完成           


