
・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 

・平成２９年９月８日 県環境教育促進セミナー １３：３０～１５：３０ 

           青森市新町ウェディングプラザアラスカ「サファイア」 

           ～多様な主体が協働し、楽しく学ぶ体験型環境教育について～ 

           体験の機会の場の認定証授与式：鈴木日登美 県環境生活部長 

鶴見 実  ＨＥＰ２１代表 

           事例報告「弘前だんぶり池における取組」 

                          白戸久夫 ＨＥＰ２１事務局長 

           基調講演「体験型の環境教育」～多様な主体を巻き込んだ～ 

                     講師：杦本育生 ＮＰО法人環境市民代表 

・平成２９年９月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 ９名参加 

           上ヤナギ堰・下ヤナギ堰等の草刈、木道用水口の設置、 

           木道用渡板の製作（３ユニット） 

・平成２９年９月９～１０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９月１７日 エコクラブ ディキャンプ 脇元海辺ふれあいゾーン 

            ９：３０～１６：００  １８名参加 

            岸壁での釣り、ロープワーク、プチキャンプファイヤーなど 

  

   体験の機会の場の認定証授与式      エコクラブ ディキャンプ 

・平成２９年９月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ８時 １０名参加 

            アプローチ広場・ウルメ池等の通路の草刈、 

木道用渡板の製作（４ユニット） 

・平成２９年１０月５日 小沢小学校第２回だんぶり池観察会 ９時～１１時半 

            ５６名参加 

・平成２９年１０月５日 運営委員会 １８時 市役所新館５階第１会議室 ６名参加 

・平成２９年１０月１０日 生活環境グループ例会 １３時半～ 市民参画センター 



・平成２９年１０月１４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ８名参加 

 木道用渡板の製作（４ユニット） 

             だんぶり島の池アシ刈り取り・ヤナギ除去 

             もっけ萢・ハラビロ萢・上下ヤナギ堰の草刈 

・平成２９年１０月２８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ６名参加 

             木道用渡板の製作（５ユニット）・ウルメ池苅草の撤去 

・平成２９年１０月２８～２９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１０月２９日 エコクラブ 弘前公園探検隊パートⅣ ９時 弘前公園 

             １３名参加  

            弘前公園内の堀や池８箇所の水質測定（ｐＨ・伝導度） 

             植物や野鳥の観察・３０年ほど前の調査記録との対比 

   

小沢小学校第２回だんぶり池観察会       弘前公園探検隊パートⅣ 

・平成２９年１１月２日 運営委員会 １８時 市役所防災館３階会議室 ６名参加 

・平成２９年１１月４日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 １９名参加 

            墓地公園からＨＥＰ２１備品等の搬出（管理棟工事のため） 

立札の撤去、テーブル・イスの片付け、デッキ上部シート掛け 

            秋鍋会（豚汁） 

・平成２９年１１月１８～１９日 地球環境グループ 岩木地区文化祭 循環型社会ＰＲ 

活動（ダンボールコンポスト・温暖化防止） 

・平成２９年１１月２５日 自然環境グループ次年度計画会 １３時 市民参画センター 

             ４名参加 

・平成２９年１１月２５～２６日 地球環境グループ 板柳町民祭り 循環型社会ＰＲ 

活動（ダンボールコンポスト・温暖化防止） 

・平成２９年１２月７日 運営委員会 １８時 市役所防災館３階会議室 １０名参加 

・平成２９年１２月８日 だんぶり池カレンダー制作作業 １０時 市民参画センター 

            イラスト選定 ７名参加 

・平成２９年１２月９日 自然環境学習会準備会 １３時 市民参画センター ４名参加 



・平成２９年１２月１２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１２月２５日 だんぶり池カレンダー打合せ １０時 中南県民局にて 

             農村計画課と印刷業者、ＨＥＰ２１から４名参加 

   

     だんぶり池作業納め        だんぶり池カレンダー制作作業 

・平成２９年１２月２５日 エコクラブ 壁新聞作り １３時 市民参画センター 

・平成３０年１月９日 エコクラブ 壁新聞が完成し環境管理課へ提出 

・平成３０年１月１１日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階防災会議室    

７名参加 

・平成３０年１月１５日 だんぶり池カレンダー制作作業 １０時 市民参画センター 

            ７名参加 午後は業者打合せ 

・平成３０年１月２０日 自然環境グループ 「第１２回自然環境学習会」 １３時 

            市立観光館多目的ホール ６５名参加 

       話題提供 

     ①「絵本とビオトープのお話」 青森中央短期大学ビオトープサークル  

舘田伶奈さん・須藤李奈さん 

②「ナマコ幼体の成長における環境ストレスの影響」  

            文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定校・弘前南高校  

北山二千翔さん・須藤陽也さん・原田秀悟さん・赤石千聡さん 

阿部春花さん・小林 玲さん       

③「タデアイの抗菌活性について」 弘前南高校 

 石田太陽さん・小笠原 舜さん・小口理久さん 
       ④「弘前市天王沢林道におけるクロスジシロカゲロウの記録」  

    弘前大学フィールドサイエンス研究会・農学生命科学部生物学科２年 

富永豪太さん           

⑤「蝶と蛾の採集記録」 

 弘前大学フィールドサイエンス研究会・農学生命科学部生物学科１年 

 蛯名敢大さん 

⑥「青森県における淡水エビ類の生息状況」  

            弘前市在住 木村直哉さん・弘前大学教育学部 大高明史さん 
   ⑦「津軽地方のニホンザリガニと共生ヒルミミズ類」 

                弘前大学教育学部  大高明史さん 



⑧「風穴の不思議－温風穴とは？」  

            秋田北部風穴研究会 鳥潟幸男さん 
             ⑨「津軽地方の水草ガシャモクについて」 

津軽植物の会 石戸谷芳子さん 

       ⑩「虫こぶコレクションⅡ」    

ひろさき環境パートナーシップ２１自然環境ＧＬ 村田孝嗣 

   

      自然環境学習会              自然環境学習会 

・平成３０年１月２９日 だんぶり池カレンダー制作作業 １０時半 市民参画センター 

            ６名参加 

・平成３０年２月１日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階防災会議室 

６名参加 

・平成３０年２月２日 だんぶり池カレンダー制作作業 １１時 市民参画センター 

           第１校業者打合せ ５名参加 

・平成３０年２月９日 だんぶり池カレンダー制作作業 １３時 市民参画センター 

           第２校打合せ ６名参加 

・平成３０年２月１１日 エコクラブ 第７回市民ボランティア交流まつり ヒロロ３階 

ヒロロスクエア 展示参加 

・平成３０年２月１３日 生活環境グループ例会 １３時半 市民参画センター 

・平成３０年２月１４日 だんぶり池カレンダー制作作業 １０時半 市民参画センター 

           第２校業者打合せ ２名参加 

・平成３０年２月１７日 だんぶり池小屋の雪下ろし ９時 ８名参加 



  

   だんぶり池小屋の雪下ろし         だんぶり池小屋の雪下ろし 

・平成３０年３月１日 運営委員会 １８時 市役所市民防災館３階防災会議室 

６名参加 

・平成３０年３月５日 ２０１８だんぶり池カレンダー完成  

Ａ２版４００部・Ａ３版３５０部・Ａ４版１００部  

仕分け作業 １３時半 市民参画センター ５名参加 

・平成３０年３月９日 だんぶり池カレンダー仕分け・配布作業 １０時  

市民参画センター ７名参加 教育委員会等訪問 

    

２０１８だんぶり池カレンダー     だんぶり池カレンダー仕分け作業 

・平成３０年３月１６日 「弘前だんぶり池における自然環境の再生・復元および維持管 

            理活動」公益社団法人日本水環境学会「水環境文化賞」表彰式 

            １６時 札幌市北海道大学工学部オープンホール 

            村田孝嗣副代表・自然環境ＧＬ出席 



  

   表彰式会場ＨＥＰ２１展示          水環境文化賞表彰式 

  

    水環境文化賞表彰状            水環境文化賞メダル 

・平成３０年３月１９日 小沢小学校４年生 だんぶり池カレンダー贈呈 １０時 

            出席：鶴見代表・佐藤正さん・土岐さん 

・平成３０年３月２４日 自然環境グループ 冬鳥見送り会 ８時半～１４時 ６名参加 

            石渡サンデー駐車場集合 砂沢溜池・狄ケ館溜池・十三湖など 

            オナガガモ・コハクチョウ・オオハクチョウ・マガン・ヒシク

イ・ミコアイサ・ヒドリガモ・カンムリカイツブリ・カワアイ

サ・ハクガンなど 

・平成３０年３月２５日 こどもエコクラブ全国フェスティバル２０１８  

            １０時～１６時 東京都江東区日本科学未来館 

            壁新聞部門にてＨＥＰ２１エコクラブ壁新聞が青森県選抜・ 



絵日記部門にて山谷圭汰さんが優秀賞受賞・自由参加 

  

   小沢小学校カレンダー贈呈           冬鳥見送り会 

 


