
・平成２３年４月３日 NPO 法人 ECO リパブリック白神主催・HEP21 共催 

「緊急行動！津軽からがんばろう日本！！震災復興支援フォーラム」 

１３時 総合学習センター多目的ホール 

メインフォーラム『福島第一原発事故の検証と放射能汚染の正しい対策』 

パネラー：HEP21 代表・弘前大学理工学部  鶴見實教授 

     HEP21 会員・弘前大学非常勤講師 ヒューゴソン氏 

第１分科会：被災地の情報について   

第２分科会：効果的な災害支援とは 

第３分科会：市民生活の現状把握  

第４分科会：被災者受入れ体制を考える 

・平成２３年４月６日 運営委員会 １９時 ４階第一会議室 

           弘前市への震災義援金（寄付）決定 

・平成２３年４月９日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 １２名参加 

           看板、立て札の設置、木道の除雪、水取り入れ口点検など 

  

   震災復興支援フォーラム          だんぶり池作業始め 

・平成２３年４月１０日 生活環境・快適文化環境グループ ９時 １００名参加 

           「まちかど広場クリーン大作戦」 

           亀の甲広場・追手門広場・松森町広場など７箇所から出発～ 

           土手町蓬莱広場～まちなか情報センター～弘前駅前公園 

・平成２３年４月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ７名参加 

            土のうづくり・カナコ萢とウルメ池に水口設置 

・平成２３年５月８日 こどもエコクラブ 「地質の日 in 弘前２０１１」９：３０ 

 ９名参加 『恐竜のペーパークラフトづくり』 

弘前大学理工学部 1 号館第 1 講義室 

講師：弘前大学理工学部地球環境学科 根本直樹講師 

・平成２３年５月１１日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室  

・平成２３年５月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ６名参加 

            下ヤナギ堰の泥上げほか 



   

    まちかど広場クリーン大作戦      恐竜のペーパークラフトづくり 

・平成２３年５月１５日 こどもエコクラブ「地質の日 in 弘前２０１１」１２時 座頭石 

            ６名参加 『地層・岩石観察会』 

弘前大学理工学部地球環境学科・教育学部地学研究室・地学団

体研究会青森支部共催 

・平成２３年５月２３日 市内中心街でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成２３年５月２８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １１名参加 

            弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）５名参加 

ウルメ池バイパス水路掘削・カナコ萢放水路の底上げなど 

・平成２３年５月２９日 裂き織りと草木染め教室 ９：３０ 環境整備センター 

            講師：くみこ工房主宰 水田久美子さん 

・平成２３年６月１日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 

・平成２３年６月４日 自然環境グループ だんぶり池緊急作業 ９時 ５名参加 

           ウルメ池のメダカ・オタマジャクシなどをカナコ萢と 

だんぶり島の池へ移動 

・平成２３年６月４日 ダンボール箱迷路づくり ９：３０ 環境整備センター 

           講師：澁谷亨（ＨＥＰ２１事務局長）  

・平成２３年６月４日 全体会 １３：３０ 市民会館中会議室 １４名参加 

           平成２２年度決算・平成２３年度事業計画など 

  
こどもエコクラブ「地層・岩石観察会」        全体会 



・平成２３年６月５日 こどもエコクラブ「第８回身近な水環境全国一斉調査」 

９時 １８名参加（協力：弘前大学理工学部地球環境学科）   

土淵川徒町付近せせらぎ広場・岩木川ラバーダム・ 

城北桜づつみ公園せせらぎ広場 

・平成２３年６月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

            弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）４名参加 

            通路全体の草刈り・八丁萢の通路補修 

・平成２３年６月２０日 生活環境グループ例会 １８：３０ 市民参画センター 

・平成２３年６月２３日 弘前市主催・ＨＥＰ２１後援「環境月間シンポジウム」 

            １３：５０ 弘前文化センター大ホール 

            講演：『南極から地球が見える』  

講師：中山由美さん（朝日新聞報道記者） 

パネルディスカッション『わたしたちの白神山地』  

コーディネーター：鶴見實ＨＥＰ２１代表 

パネラー：中山由美さん 

渋谷拓弥さん（ECO リパブリック白神理事長） 

                 工藤光治さん（白神マタギ舎代表） 

               弘前第一中学校・東目屋中学校・西目屋中学校の皆さん 

・平成２３年６月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ５名参加  

            弘前南高校自然科学部（引率：神真波先生）３名参加 

            作業小屋の片付け・ウルメ池土盛り補修・モッケ萢草刈り 

・平成２３年６月２８日 小沢小学校４年生「だんぶり池観察会」１３時 ６７名 

            講師：村田孝嗣自然環境グループリーダー 

サポーター：土岐泰さん・武田直子さん 

  

 こどもエコクラブ水環境全国一斉調査    小沢小学校だんぶり池観察会 

・平成２３年６月２９日 だんぶり池付近でニホンザルの群れ十数頭確認 

            （村田孝嗣自然環境グループリーダー） 

・平成２３年７月２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ５名参加 

           ゲンジ萢・ヘイケ萢・アプローチ広場の草刈りなど 



・平成２３年７月２日 中央公民館「子ども自然観察クラブ」１１名、サポーター２名 

           １０：３０～ だんぶり池観察会  

講師：村田孝嗣自然環境グループリーダー 

・平成２３年７月６日 運営委員会 １９時 市民参画センター １２名参加 

・平成２３年７月１６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 １０名参加 

            弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）５名参加 

草刈り（散策路・上ヤナギ堰・ウルメ池）、ガマの穂取り 

・平成２３年７月１６日 自然環境グループ 「だんぶり池ホタル観察会」 １９時 

・平成２３年７月２３日 地球環境グループ 「エネルギー展」１０時 

 イトーヨーカドー 

・平成２３年７月２３日 竹とんぼ作り教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 

            講師：尾崎行雄さん 

・平成２３年７月２３日 和徳公民館子供会 だんぶり池ホタル観察会 １９時 

・平成２３年７月３０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ７名参加 

            ルリボシ池草刈り・ウルメ池木道撤去・トンボ羽化殻学習会 

  

  だんぶり池ニホンザルの群れ       ７月３０日トンボ羽化殻学習会 

・平成２３年８月６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ８名参加 

           カナコ萢・八丁萢の草刈り、廃材の移動、机椅子セットの組立、 

           アプローチ広場テラス階段の移設 

・平成２３年８月２０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ４名参加 

            カナコ萢・ゲンジ萢大畑沢側・だんぶり島の池・散策路草刈り 

            だんぶり島の池・ヘイケ萢ガマの穂刈り 

・平成２３年８月２０日 地球環境グループ 「省エネ展」 １０時  

 イトーヨーカドー 

・平成２３年８月２２日 生活環境グループ例会 １８：３０ 市民参画センター 

・平成２３年８月２７日 こどもエコクラブ「ワンデーキャンプ」 ９時 ８名参加 

五所川原市脇元海岸ふれあいゾーン 

生き物さがし、釣り、夕ごはん作り 

・平成２３年９月６日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 １０名参加 



・平成２３年９月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ７時 ９名参加 

            カナコ萢、だんぶり島の池草刈り・カナコ萢木道、丸木橋補修 

・平成２３年９月１８日 裂き織りと草木染め教室 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟 

            講師：水田久美子さん（くみこ工房主宰） 

・平成２３年９月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

            弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）６名参加 

            カナコ萢・ウルメ池草刈り 

・平成２３年９月２６日 小沢小学校４年生 だんぶり池観察会 ９時 ６７名参加 

            講師：村田孝嗣自然環境グループリーダー 

            サポーター：武田直子さん・高杉淑子さん・葛西義夫さん・ 

佐藤正さん 

・平成２３年９月２６日 市民環境部環境保全課主催「カラス一斉追い払い」１８時  

弘前公園植物園周辺 懐中電灯による追い払いへ参加 

・平成２３年１０月１日 「第２回ひろさきお寺の日」 １４：３０ ９０名参加 

             講演会：『津軽地方の仏像』 文化センター   

              講師：須藤弘敏快適・文化環境グループリーダー 

                 （弘前大学人文学部教授） 

            『仏像特別見学会』報恩寺地蔵菩薩半跏像など 市立博物館 

  

 こどもエコクラブワンデーキャンプ       第２回ひろさきお寺の日 

・平成２３年１０月１日 布ぞうり作り教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 

            講師：石田美津子さん 

・平成２３年１０月５日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 １０名参加 

・平成２３年１０月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 

            弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）５名参加 

            ウルメ池通路、ハラビロ萢～ヤナギ堰の草刈り 

・平成２３年１０月１１日 生活環境グループ「上下水道施設見学会」１３時 ８名参加 

             樋の口浄水場・弘前市下水処理場・岩木川浄化センター  

 



・平成２３年１０月１１日～１１月３０日 全国子どもエコクラブ壁新聞展 

             ９：００～１６：００ 環境整備センター 

・平成２３年１０月１１日～１２月１０日 第６回廃品おもしろ工夫展 in プラザ棟 

             ９：００～１６：００ 環境整備センター 

・平成２３年１０月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １７名参加 

             テーブル組立・丸太イス片付け・ウルメ池泥上げ 

・平成２３年１０月２２日 親子で楽しむ木の工作 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟  講師：尾崎行雄さん 

・平成２３年１１月２日 運営委員会 １９時 市役所６階第二会議室  

・平成２３年１１月５日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 ２４名参加 

            作業小屋片付け・アプローチ広場腐食ゲート撤去・立て札撤去 

            こどもエコクラブ生き物観察スケッチ 

秋鍋（きのこ汁）・ゆで栗作り 

  
    上下水道施設見学会           だんぶり池作業納め 

・平成２３年１１月１３日 わら座布団作り教室 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟  講師：尾崎行雄さん 

・平成２３年１１月１６日 だんぶり池ウルメ池浚渫工事 

・平成２３年１２月７日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室  

・平成２３年１２月７日 ＨＥＰ２１忘年会「能登や」８名参加 ２０：３０   

・平成２３年１２月１０日 自然環境グループ 自然学習会事前準備会 １３時  

市民参画センター 

・平成２３年１２月１７日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり １４時 参画センター 

・平成２３年１２月２３日 ミニ門松作り教室 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟   講師：尾崎行雄さん 

・平成２３年１２月２６日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり １４時 参画センター 

・平成２３年１２月２９日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり １３時 参画センター 

・平成２４年１月３日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり ９時 土岐泰サポーター宅 

 

 



・平成２４年１月６日 こどもエコクラブ「親子エコクッキング」９時 １１名参加 

           千年交流センター 講師：高杉淑子さん 

           鶏ひき肉と卵のどんぶり・豆腐とセリのけんちん汁ほか 

・平成２４年１月１１日 運営委員会 市役所６階第二会議室 １９時 

・平成２４年１月１４日 自然環境グループ「第６回自然学習会」 １３時 ３０名参加 

            総合学習センター２階視聴覚室 

「山の水、どこが甘いか、しょっぱいか」弘前大学理工学部地球環境学科 古代 吉さん 

「福島原発の事故は東日本の表層土壌にどんな影響をおよぼしたのか」 

弘前大学理工学部地球環境学科 今 温希さん 

「森林土壌のどこに放射能があつまるか、米はどうか」 

弘前大学理工学部地球環境学科 大和田 愛さん 

「農業者の課題」 農業環境グループ 久保田勝二さん 

「冬のだんぶり池：水中の生物はどうしてるの？」 

                  弘前大学教育学部理科教育研究室 菊池智子さん 

                                  大高明史さん 

                                  木村 啓さん 

                                  木村直哉さん 

「刈り取りは植生をどう変えるか：八丁萢実験区での調査」 

                  弘前大学教育学部理科教育研究室 大高明史さん 

菊池智子さん 

                                  木村 啓さん 

「２０１１年のハグロトンボ目撃情報のまとめ」 自然環境グループ 村田孝嗣さん 

「溜池とともに暮らす鳥ヨシゴイ」 弘前大学農学生命科学部動物生態学研究室 

                                金澤友紀代さん 

  
      親子エコクッキング            自然学習会   

・平成２４年１月２１日 布ぞうり作り教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟  

  講師：石田美津子さん 

・平成２４年２月１日 運営委員会 市役所２階会議室 １９時 

 



・平成２４年２月５日 自然環境グループ「ヤゴの抜け殻標本作り」９：３０  

２０名参加  環境整備センタープラザ棟  

講師：村田孝嗣グループリーダー 

・平成２４年２月５～８日 「第３６回弘前城雪燈籠まつり」へ１０回目の参加 

 南内門～下乗橋の間に 1 基製作 のべ２０名参加 

・平成２４年２月１１日 自然環境グループ だんぶり池小屋の雪下ろし 

アニマルトラッキング ９時 ９名参加 

  
    ヤゴの抜け殻標本作り            雪燈籠づくり 

  
   ２０１２ＨＥＰ２１雪燈籠         だんぶり池小屋の雪下ろし 

・平成２４年２月１１日 「エコスイーツ・クッキング」 ９：３０  

            環境整備センタープラザ棟   講師：高杉淑子さん 

・平成２４年２月１２日 自然環境グループ「ヤゴの抜け殻標本作り」 ９：３０  

環境整備センタープラザ棟  講師：村田孝嗣グループリーダー 

・平成２４年２月１８日 「リサイクルそり作り教室」 ９：３０  

            環境整備センタープラザ棟   講師：尾崎行雄さん 

・平成２４年２月２０日 生活環境グループ例会 １８：３０ 参画センター 

・平成２４年３月７日 運営委員会 １９時 市役所会議室 

・平成２４年３月１６日 こどもエコクラブ ２０１２だんぶり池カレンダー完成 

・平成２４年３月２５日 「こどもエコクラブ全国フェステイバル２０１２」 

開催地：東京都新宿区早稲田大学理工学院 



土岐泰サポーター・都谷森瞳さん・都谷森晴さん参加 

・平成２４年３月３１日 自然環境グループ 冬鳥見送り会 ８時 市役所出発 

砂沢溜池、狄ケ館溜池、森田・越水付近の水田 

ガン、ハクチョウ、カモ類 

  

２０１２だんぶり池カレンダー  こどもエコクラブ全国フェステイバル２０１２ 

 


