
・平成２１年４月１１日 自然環境グループ・エコクラブ だんぶり池作業始め ９時 

２７名参加 春鍋会（豚汁など） 

 

               だんぶり池作業始め  

 

・平成２１年４月１２日 生活環境・快適文化環境グループ ９時 

「第８回まちかど広場クリーン大作戦」 １５５名参加 

            まちかど広場７箇所～蓬莱橋広場～駅前市民広場 

            ボーイスカウト弘前第１団第２団・㈱サンデー・ 

リベロ津軽スポーツクラブ・城東保育園・弘前大学「わどわ」

など参加。協賛：ＪＴ㈱・伸和産業㈱ 

 

              まちかど広場クリーン大作戦 

 

・平成２１年４月１５日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 １９名参加 

            弘前市景観計画懇談会委員・弘前市環境基本計画・弘前地区環

境整備センタープラザ棟業務・全体会等について 

・平成２１年４月１９日 農業環境グループ会議 １９時 市民参画センター 

 



・平成２１年４月２５日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

            カナコ萢木道補修、ウルメ池ヨシ・ガマ抜き作業、 

            水量調節止水板取付作業 

・平成２１年５月９日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

           カナコ萢木道補修作業・ウルメ池除草作業・畦草刈作業 

 
木道補修作業 

 

・平成２１年５月１３日 運営委員会 １９時 市役所２階第三会議室 

・平成２１年５月１６・１７日 地球環境グループ「家庭生ごみ堆肥化」見学勉強会 

               イトーヨーカドー地下 

・平成２１年５月１８日 市内中心街でカッコウの鳴き声が聞こえた日 

・平成２１年５月２０日 生活環境グループ １８：３０ 市民参画センター 

            「環境家計簿」学習会 

・平成２１年５月２３日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

            カナコ萢木道補修作業・ウルメ池除草作業・畦草刈作業 

・平成２１年５月２３日 こどもエコクラブ １３：３０ 市民参画センター 

            年間計画の作成 

・平成２１年５月２４日 全体会議準備 １３：３０ 市民参画センター 

・平成２１年５月２７日 快適・文化環境グループ会議 １７：３０ 市民参画センター 

「弘南電車大鰐線を見直そうプロジェクト（仮称）」 

弘前大学との地域づくり連携事業の一環へ参加決定 

・平成２１年６月３日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 

・平成２１年６月６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 

           畦草刈作業・ウルメ池除草作業 

・平成２１年６月６日 ダンボール迷路づくり ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 

           ４０名参加 



・平成２１年６月６日 ＪＴ㈱主催の清掃活動に参加 １１時 ＪＲ弘前駅周辺 

・平成２１年６月６日 全体会議 １３：３０ 弘前市民会館２階会議室 ２０名参加 

           予算・決算・年間活動計画等の報告 

 

                 全体会議 

 

・平成２１年６月７日 エコクラブ 第６回身近な水環境全国一斉調査 

           ９時 市役所集合 

・平成２１年６月１３日 自然環境グループ「腰巻川観察会」 ９時市役所集合  

            １２名参加 

 

腰巻川観察会 

 

・平成２１年６月２７日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １７名参加 

            カナコ萢木道補修作業・県有林間伐材運び出し 

・間伐材による橋の架け替え 

 

 

 



・平成２１年７月１日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２１年７月４日 エコクッキング １０時 環境整備センタープラザ棟 
           講師：高杉淑子さん 
・平成２１年７月４日 中央公民館「子ども自然観察クラブ」 だんぶり池観察 
           １０時  １２名参加 
・平成２１年７月５日 「第２回腰巻川観察会」 ９時市役所集合 １０名参加 
           サンライフ弘前→豊田小学校裏ビオトープ→社会保険事務所 

            →小比内遊水池→小比内児童公園 

 

第２回腰巻川観察会 

 

・平成２１年７月７日  小沢小学校４年生 ７１名 「だんぶり池観察会」１４時 
            案内：自然環境グループ村田孝嗣ＧＬ・土岐泰さん 

 
              小沢小学校だんぶり池観察会 
 
・平成２１年７月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １３名参加 
            カナコ萢木道補修・草刈作業 
・平成２１年７月１２日 木工教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 
            スライド本立て作り 講師：尾崎行雄さん（木工ランド） 
 



・平成２１年７月１７日 和徳公民館「夕暮れ時の自然観察会」だんぶり池 １８：３０ 

            案内：自然環境グループ村田孝嗣ＧＬ 

・平成２１年７月１８日 自然環境グループ「ホタルに親しむ会」１８：３０  
だんぶり池 

・平成２１年７月２６日 木工教室 ９：３０ 環境整備センタープラザ棟 
            木製ミニプランター作り 講師：尾崎行雄さん（木工ランド） 
・平成２１年７月２６日 農業環境グループ「太陽光発電見学会」９時 ８名参加 

フジタ板金工場・弘前セキノ興産見学 

 
太陽光発電見学会 

 
・平成２１年８月１～２日 こどもエコクラブ「エコキャンプ」 

五所川原脇元海岸 海辺ふれあいゾーン １５名参加 

 
                脇元海岸エコキャンプ 
 
 
 
 
 
 



・平成２１年８月８日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １１名参加 
           カナコ萢木道補修・草刈作業・ガマの穂刈り（ウルメ池）  

 
８／８だんぶり池作業 

 
・平成２１年８月８～９日 「エコで遊ぼう inプラザ棟」環境整備センタープラザ棟 

空き缶で万華鏡作り・ペットボトルロケット工作など   
             ９：３０  講師：渋谷 亨（ＨＥＰ２１事務局長） 
・平成２１年８月１２日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
・平成２１年８月２２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １２名参加 
            カナコ萢ヨシ刈作業・通路草刈り 
・平成２１年８月２２～２３日 地球環境グループ １０～１８時 

「環境フェスティバル inヨーカドー」 
弘前イトーヨーカドー地下通路にて  
県あおもりアースレンジャーつがるの会と共同企画 

 
環境フェスティバル inヨーカドー 

 
・平成２１年８月３０日 「全国こどもエコクラブ壁新聞展」開催１０月３１日まで 
             環境整備センタープラザ棟 
 



・平成２１年９月２日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
           だんぶり池作業小屋への太陽光発電設備設置などについて 
・平成２１年９月５日 ダンボールドームハウス作り 環境整備センタープラザ棟 
           ９：３０  講師：渋谷 亨（ＨＥＰ２１事務局長） 
・平成２１年９月６日 農業環境グループ「自然栽培農法見学会」 １０時  

           農業環境グループ斉藤良雄ＧＬ所有の畑や田んぼを見学  
           稲・りんご・すもも・大豆・ミニトマト菜園など 

 
自然栽培農法見学会 

 
・平成２１年９月１２日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 １０名参加 
            アプローチ広場と通路の草刈作業・ヤナギ堰水路確保作業 
            ・カナコ萢イヌビエ除去作業 
・平成２１年９月１３日 秋の草木染め教室 １０時 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２１年９月１６日 生活環境グループ会議 １８：３０ 参画センター 
・平成２１年９月２４日 小沢小学校 ４年生７０名 「だんぶり池観察会」１３：３０ 
            案内：自然環境グループ村田孝嗣ＧＬ・土岐泰さん 

 
              小沢小学校だんぶり池観察会 
 
 
 



・平成２１年９月２６日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ９名参加 
            カナコ萢木道補修・カナコ萢ヨシ刈り・ヤナギ堰草刈り 
            ＮＰＯ法人スポネット弘前 「キッズスポーツひろば with 

            だんぶり池」 ２０名 

 
スポネット弘前だんぶり池  

 
・平成２１年９月２７日 地球環境グループ・こどもエコクラブ 

「市民参画センター交流まつり」参加  １０時 
酸性雨の測定・活動紹介など 
青森県教育委員会社会教育委員のエコクラブ視察 
元藤崎教育委員長  ：小笠原睦男氏 
アピオあおもり副館長：小山内世喜子氏 
弘前市社会教育委員 ：一条敦子氏 
県指導課指導主事  ：中山康夫氏 

 
               参画センター交流まつり 
 

 

 

 



・平成２１年１０月７日   運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 １８名参加 
・平成２１年１０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・カナコ萢ヨシ刈り等 
・平成２１年１０月１０日 「生藍染め教室」 １０時 整備センタープラザ棟 

講師：斉藤サツ子さん 
・平成２１年１０月１４日 「弘前小学校理科教育研究会一日研修会」  

だんぶり池 ２３名参加 １２：３０～ 
自然環境グループ対応：村田ＧＬ・土岐さん・ 

             高杉さん・武田さん 
             自然観察会、ウルメ池ヨシ・ガマ抜き取り、カナコ萢畦道の

土のう積み・立て札づくり 

 
小学校理科教育研究会一日研修会  

 
・平成２１年１０月１７日 「エコクッキング」 １０時 環境整備センタープラザ棟 
               講師：高杉淑子さん（茶道・料理家） 
・平成２１年１０月１８日 こどもエコクラブ 「津軽の食と産業まつり」見学 
             克雪トレーニングセンター 

 
             「津軽の食と産業まつり」見学 
 



・平成２１年１０月２０日 快適・文化環境グループ １０時 ２０名参加 
「長勝寺庫裡等解体修理工事現場見学会」 

・平成２１年１０月２４日 自然環境グループ だんぶり池作業 ９時 ２５名参加 
            「体験版一日ボランティア」 ボランティア支援センター 
            カナコ萢木道補修・カナコ萢通路土嚢積み・赤沢取水口の泥上げ 

ヘイケ萢、ゲンジ萢、ハラビロ萢、もっけ萢、八丁萢の草刈り払いと片づけ 
・平成２１年１０月３１日 快適・文化環境グループ  １３時  ３６名参加 

弘前市中央公民館共催 弘南電車おおわに線事業 
「大鰐町大圓寺の仏像を訪ねる会」                        
協力：大圓寺 工藤弘典住職 
国指定重要文化財「阿弥陀如来坐像」（寺伝大日如来）ほか見学 
講師：快適・文化環境グループリーダー 
弘前大学人文学部教授 須藤弘敏 

・平成２１年１１月４日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室  
・平成２１年１１月７日 自然環境グループ だんぶり池作業納め ９時 ２９名参加 
            作業小屋片付け・秋鍋会(芋煮、シチュー、栗など) 

  
体験版一日ボランティア       大鰐町大圓寺の仏像を訪ねる会 

  

大鰐町大圓寺の仏像を訪ねる会        だんぶり池作業納め 
 
 



・平成２１年１１月１８日 生活環境グループ 環境保全課出前講座  １７名参加 
｢地球温暖化とくらし」 １８時半 市民参画センター 

講師：環境保全課環境保全係 伊藤三保主事  

 
環境保全課出前講座 

 
・平成２１年１２月２日 運営委員会 １９時 市役所会議室 
・平成２１年１２月５日 ＨＥＰ２１忘年会 １８時 本町「佐和家」 
・平成２１年１２月１２日 自然環境グループ 自然学習会準備会議 １３時 市民参画センター 
・平成２１年１２月１５日 ＨＥＰ２１第３号広報紙発行 
・平成２１年１２月１６日 中南地域県民局地域農林水産部農村計画課 

「中山間ふるさと・水と土保全対策事業」にて 
「だんぶり池クリアファイル」２０００部作成 会員等へ配布 

       
ＨＥＰ２１第３号広報紙        だんぶり池クリアファイル 

 
・平成２１年１２月１９日 リサイクルキャンドル教室 環境整備センタープラザ棟 
             ９時半 講師：澁谷 亨（ＨＥＰ２１事務局長） 
・平成２１年１２月１９日 こどもエコクラブだんぶり池カレンダーづくり 
             １０時 市民参画センター 
・平成２１年１２月２３日 ミニ門松作り教室 環境整備センタープラザ棟 
             ９時半 講師：尾崎行雄さん 
・平成２１年１２月２５日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり ９：３０ 市民参画センター  
・平成２２年１月６日 運営委員会 １９時 市役所２階第一会議室 
 



・平成２２年１月９日 自然環境グループ「自然学習会」総合学習センター  
           １３時  ４０名参加 

「白神山地地域の沢水化学成分から何がわかるか？」～那須野広太さん 
「弘前地域のゴミ量は９分別で増えたのか？」～野村真里恵さん 
「弘前市の企業が考える環境への社会的責任」～鈴木美恵さん 
「地域住民による生態系保全活動」～坪内智子さん 
「川に入った落ち葉のゆくえ」～千葉修子さん 
「だんぶり池の植生の変遷」～朽木奈緒さん・大高明史さん・木村啓さん 

             「秋季に大陸から飛んでくる赤トンボ」～奈良岡弘治さん 

 
                         自然学習会 
 
・平成２２年１月９日 こどもエコクラブ 壁新聞づくり １６時半 
           総合学習センター 
・平成２２年１月１０日 こどもエコクラブ「エコクッキング」９時 清水交流センター 

・平成２２年１月１７日 リサイクルそり作り教室 環境整備センタープラザ棟 
             ９時半 講師：尾崎行雄さん 

・平成２２年１月２３～２４日 地球環境グループ・あおもりアースレンジャー共同企画  

「環境イベント」１０時～１６時 イトーヨーカドーオートスロープ 

だんぶり池活動紹介（ＨＥＰ２１の活動紹介とパネル展示） 

             こどもエコクラブ活動紹介・人力発電実演など 

・平成２２年１月３０日 ＨＥＰ２１有志による新年会 １８時  
国指定重要文化財 亀甲町「石場家住宅」 

  
     地球環境グループ環境イベント       「石場家住宅」新年会 
 
 
 



・平成２２年２月３日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 
・平成２２年２月６日 「エコクッキング教室」１０時 環境整備センタープラザ棟 

津軽のお雑煮・なます・ジャガイモオムレツ 講師：高杉淑子さん 
・平成２２年２月７～１０日 第８回ＨＥＰ２１雪燈籠づくり 1 基製作 
              南内門～下乗橋の間に設置 
・平成２２年２月１１日 自然環境グループ だんぶり池作業小屋雪降ろし ９時 
            小沢龍神温泉駐車場集合 ６名参加 

  
     ２０１０ＨＥＰ２１雪燈籠        だんぶり池作業小屋雪降ろし 
 
・平成２２年２月１１日 リサイクル竹スキー作り教室 環境整備センタープラザ棟 
            ９時半 講師：尾崎行雄さん 

・平成２２年２月１３日 自然環境グループ 「だんぶり池冬の観察会」 ９時 
・平成２２年３月３日 運営委員会 １９時 市役所４階第一会議室 

・平成２２年３月１５日 ＨＥＰ２１第４号広報紙発行 

 
ＨＥＰ２１第４号広報紙 

 
 
 
 
 
 
 
 



・平成２２年３月１９日 こどもエコクラブ「2010 だんぶり池カレンダー」完成 
・平成２２年３月２０日 自然環境グループ「冬鳥を見送る会」８時 市役所集合 

９名参加 狄ケ館溜池・越水周辺の田んぼ 
マガン・ヒシクイ・コハクチョウ・オナガガモなど 

・平成２２年３月２７日 「環境マネジメントセミナー」１３：３０青森市民ホール 
環境マネジメントシステムの事例紹介 
青森ＥＡ２１研究会・ＮＰＯ法人ＥＣＯリパブリック白神 
・青森環境マネジメントフォーラムとＨＥＰ２１の共催 

    
      だんぶり池カレンダー           冬鳥を見送る会 




