
・平成２６年４月 ２日 運営委員会 １９時 市役所新館５階入札室 １５名参加 

・平成２６年４月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業始め 積雪のため中止 

・平成２６年４月１２日 こどもエコクラブ例会 ９：３０ 市民参画センター 

            今年度の例会計画作り・新メンバーの紹介 

・平成２６年４月１３日 生活環境グループ・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 ７０名参加 

            市内７箇所のまちかど広場～土手町蓬莱広場 

            不燃ごみ２４ｋｇ・可燃ごみ１６ｋｇの計４０ｋｇ回収 

・平成２６年４月２７日 自然環境グループ だんぶり池作業始め ９時 ２２名参加 

            デッキ板木口塗装と板張り、イス・テーブル据付、作業小屋掲 

示板取付と補強柱塗装、赤沢取水口補修 

エコクラブ：生き物観察と各池案内立て札設置 

  

      クリーン大作戦           だんぶり池作業始め 

・平成２６年５月 ７日 運営委員会 １９時 市役所新館４階第一会議室 １０名参加 

・平成２６年５月１０日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 

            （弘前大学フィールドサイエンス研究会４名参加） 

旧デッキ撤去作業・ハラビロ萢泥上げ・写真展示パネル設置 

・平成２６年５月１６日 ブナ植樹県林政課打合せ １０時 だんぶり池 ３名参加 

・平成２６年５月１７日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 １３名参加 

            （弘前大学フィールドサイエンス研究会３名参加） 

旧デッキ撤去作業・ウルメ池ヤマナラシ移植 

・平成２５年５月２０日 市内中心部でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成２６年５月２１日 全体会資料作り ９時 市民参画センター ６名参加 

・平成２６年５月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ２６名参加 

            （弘前大学フィールドサイエンス研究会５名参加） 

            だんぶり池案内板取付・だんぶり島の池水口取付・草刈りなど 

            エコクラブ：「春のだんぶり池探検隊」（植物・水生生物・鳥） 



・平成２６年５月２６日 赤沢上流砂防ダム建設工事説明会 １３：３０ だんぶり池 

            市農村整備課４名とＨＥＰ２１から３名参加  

説明：中南県民局地域農林水産部林業振興課鎌田哲司課長ほか 

・平成２６年５月２９日 県ブナ植樹活動～だんぶり池トンボの森づくり～  

            だんぶり池 ９：３０～ 小沢小学校４年生６１名参加 

            挨拶：農林中央金庫青森支店 松浦康史支店長 

中南地域県民局地域農林水産部 三浦一昭部長 

ブナ植樹方法説明：公益社団法人青森県緑化推進委員会 宇野良樹専務理事 

記念標柱製作（チェーンソーアート）：青い森カービングクラブ 杉山 徹さん 

だんぶり池生き物観察会：ＨＥＰ２１村田孝嗣自然環境ＧＬほか５名参加 

  

ブナ植樹会             だんぶり池生き物観察会 

・平成２６年５月３０日 市民参加型まちづくり１％システム事業「だんぶり池下敷」 

            制作完成：２３００部 

・平成２６年５月３１日 ＨＥＰ２１広報誌第５号発行「特集～２０１３年度活動報告」 

     

      だんぶり池下敷            ＨＥＰ２１広報誌第５号 



・平成２６年６月４日 運営委員会 １９時 市役所新館４階第一会議室 １０名参加 

・平成２６年６月７日 全体会 １３：３０ 観光館多目的ホール ２３名参加 

           平成２５年度活動報告・平成２５年度決算・平成２６年度予算 

           平成２６年度活動計画・会則変更など 

           報告会「世界遺産プラハ歴史地区を歩く」 

講師：快適・文化環境グループ 須藤弘敏ＧＬ 

  

       全体会                  報告会 

・平成２６年６月８日 「第１１回身近な水環境全国一斉調査」 ９時 市役所集合 

２６名参加 

           土淵川徒町せせらぎ広場・岩木川ラバーダム浄水場取水口・ 

岩木川さくら堤せせらぎ広場にて水質調査実施 

（浄水場応対：赤石巧主幹兼浄水係長・今聡史主事） 

  

   身近な水環境全国一斉調査        身近な水環境全国一斉調査 

・平成２６年６月１０日 生活環境グループ例会 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２６年６月１２日 南地方小学校教育研究会理科部会 だんぶり池視察 ９時  

１０名参加 ヤゴの採取など 

・平成２６年６月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 

            通路の草刈り作業             



・平成２６年６月２１日 自然環境グループ フィールドガイド作り校正作業 ９時 

            市民参画センター ７名参加 

・平成２６年６月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 

            （弘前実業高校農業クラブ（引率：鳴海純先生）７名参加） 

八丁萢・ハラビロ萢・もっけ萢・ヘイケ萢の草刈り 

            上ヤナギ堰・下ヤナギ堰の泥上げ、アプローチ広場斜路の整地 

            作業小屋東面へ「だんぶり池看板」取付 

  

弘前実業高校農業クラブ         だんぶり池作業小屋看板 

・平成２６年６月２４日 だんぶり池下敷仕分作業 １０時 参画センター ３名参加 

            市内全３７小学校５年生全員に配布のため１７６７部を仕分け 

・平成２６年６月２６日 だんぶり池下敷贈呈式 １０時 第三大成小学校 

            教育委員会：宮本隆嘉指導主事 

            第三大成小学校：髙橋眞弓校長・豊澤葵さん・林雄太さん 

            ＨＥＰ２１：鶴見實代表・村田孝嗣副代表・白戸久夫事務局長 

  

    だんぶり池下敷贈呈式           だんぶり池下敷贈呈式 

・平成２６年７月１日 だんぶり池下敷贈呈 １３時 弘前大学教育学部附属小学校 

           附属小学校：三浦正志副校長 

           ＨＥＰ２１：鶴見實代表・村田孝嗣副代表・白戸久夫事務局長 



・平成２６年７月２日 運営委員会 １９時 市役所新館４階第一会議室 １１名参加 

・平成２６年７月４日 大畑沢不法投棄物確認 だんぶり池のウルメ池・だんぶり島の池 

           メダカ・オタマジャクシ・ドジョウ・タニシなど大量死 

・平成２６年７月５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 

           新作業小屋建設予定個所デッキの床板張り 

デッキ下・ゲンジ萢・トイレ周辺など草刈り 

大畑沢不法投棄物の撤去作業 

           （環境管理課：藤田勝治課長・中道健郎主事） 

           中央公民館こども自然観察クラブ（応対：村田孝嗣自然環境ＧＬ） 

   

大畑沢不法投棄物確認          大畑沢不法投棄物撤去作業 

・平成２６年７月８日 大畑沢不法投棄 ＲＡＢ・東奥日報取材 １０時 だんぶり池 

           環境管理課：工藤亙課長補佐・中道健郎主事 

           ＨＥＰ２１：鶴見實代表・白戸久夫事務局長 

・平成２６年７月９日 だんぶり池作業小屋キット現地納入 ９時 フィンランド製  

建築面積：７．５㎡  ＨＥＰ２１：３名立ち会い 

・平成２６年７月１０日 フィールドガイド作り １３：３０ 市民参画センター 

            第２回校正作業 ６名参加 

  

    だんぶり池小屋キット納入        フィールドガイド作り 



・平成２６年７月１２日 自然環境グループ 屏風山地域自然観察会 ９時～１６時 

 １０名参加  観察場所：冷水沼・ベンセ湿原 

            トンボ：オオセスジイトトンボ・チョウトンボ・コフキトンボ・

コシアキトンボ・セスジイトトンボ・ハラビロトンボ・

ギンヤンマ・コサナエなど 

            鳥類：ダイサギ・アオサギ・ゴイサギ・カワウ・コジュリン・

ホオアカなど 

            植物：ノハナショウブ・コオニユリ・オカトラノオ・カキラン・ 

               ミズチドリなど 

・平成２６年７月１４日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業日 ９時 ６名参加 

            新作業小屋建設予定個所の床板張り 

・平成２６年７月１５日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業日 ９時 ２名参加 

            新作業小屋建設予定個所の床板張り完成 

・平成２６年７月１９日 白神塾準備会 ９時 市役所集合～暗門アクアビレッジ  

弘前大学学生等９名参加 暗門の滝自然観察林でブナ等の樹木

直径測定・暗門川水生生物調査 

・平成２６年７月１９～２０日 エコクラブ 白神暗門散策＆岩木高原エコキャンプ 

            ９：３０ 市役所駐車場集合 １３名参加 

            暗門の滝散策・暗門川水質調査～岩木青少年スポーツセンター 

            岩木高原散策・ネーチャークラフト作り 

     

屏風山地域自然観察会冷水沼      白神暗門散策＆岩木高原エコキャンプ 

・平成２６年７月２６日 開校！白神塾 ９時 市役所集合～暗門アクアビレッジ  

弘前市少年少女発明クラブ・ＨＥＰ２１エコクラブ 

４５名参加 暗門の滝自然観察林でブナ等の樹木直径測定・ 

            ブナ林腐葉土厚測定・暗門川水生生物調査 

            環境管理課：渋谷輝之係長・中道健郎主事・藤田匡人主事 

            ＨＥＰ２１：村田孝嗣ＧＬ・鶴見實代表 



   

 白神塾ブナ林腐葉土厚測定        白神塾暗門川水生生物調査 

・平成２６年７月２７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ６名参加 

            だんぶり池小屋キット組み立て準備作業 

            カナコ萢ガマの穂刈・ウルメ池アメリカセンダングサ除草 

・平成２６年７月３０日 自然環境グループ フィールドガイド完成 ５００部 

・平成２６年８月４日 自然環境グループ だんぶり池小屋キット組み立て準備作業 

           ９時 ５名参加 

・平成２６年８月６日 運営委員会 １９時 市役所新館６階第一会議室 １２名参加 

・平成２６年８月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 

           小屋キット底板防腐塗装・通路の草刈り・カナコ萢除草 

   

    だんぶり池フィールドガイド     だんぶり池小屋キット底板防腐塗装 

・平成２６年８月１０日 エコクラブ 夏のエコクッキング ９時 清水交流センター 

            １３名参加 講師：高杉淑子さん 

            メニュー：サフランライス・ラタトイユ・チキンソテー・ 

                 グレープフルーツゼリー 

・平成２６年８月１６日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ８名参加 

            小屋キット底板据付・側板組立・屋根葺き作業・カナコ萢除草 

            小屋組立完成 

・平成２６年８月１９日 自然環境グループ だんぶり池臨時作業 ９時 ９名参加 



            小屋屋根補強・通路草刈り・トイレ周辺草刈り 

・平成２６年８月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １１名参加 

            小屋屋根補強・軒先補強・内部補強・通路草刈り 

            小屋補強完成 

  

  だんぶり池小屋キット底板据付      だんぶり池小屋キット側板組立 

  

  だんぶり池小屋キット屋根葺き       だんぶり池小屋キット組立完成 

   

   だんぶり池小屋屋根補強         だんぶり池小屋軒先補強 

・平成２６年９月３日 運営委員会 １９時 市役所新館５階入札室 １０名参加 

・平成２６年９月１３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 



            アプローチ広場・通路の草刈り・カナコ萢除草 

・平成２６年９月２６日 地球環境グループ後援 ＮＰＯ法人アセット主催 講演会 

            「再生可能エネルギーの今後」 １４時 文化センター会議室 

            講師：北村和也氏（日本再生エネルギー総合研究所代表） 

            ４０名参加 アセット事務局：グリーン電力証書とは 

・平成２６年９月２７～２８日 地球環境グループ イトーヨーカドー １０～１５時 

ダンボールコンポスト・省エネ活動普及 

・平成２６年９月２８日 自然環境グループ だんぶり池集合後、作業を中止し志賀坊森 

林公園散策へ ９時 ９名参加 

  

 講演会「再生可能エネルギーの今後」       志賀坊森林公園散策 

・平成２６年９月３０日 赤沢復旧工事に伴うだんぶり池カナコ萢仮設導水工事打合せ  

９時 ６名参加 中南県民局林業振興課・富士建設（株） 

市農村整備課・市環境管理課・ＨＥＰ２１事務局 

・平成２６年１０月１日 運営委員会 １９時 市役所新館４階第一会議室 ９名参加 

・平成２６年１０月９日 小沢小学校４年生だんぶり池自然観察会 １０時 ６４名参加 

            （学校から往復徒歩で参加） 講師：村田孝嗣ＧＬ 

・平成２６年１０月１０日 だんぶり池新設小屋屋根工事完成 （有）石戸谷板金 

  

    小沢小学校自然観察会         だんぶり池新設小屋屋根工事完成 


