
No. 月日 アドバイザー 参加人数 主催者 区分 分野 研修会等名 派遣先 市町村
活動

地域
新規

1 4/6 小赤澤　直子 25 荒屋婦人会 市民団体 ゴミ 荒屋婦人会研修会 荒屋コミュニティセンター 八幡平市 盛岡 新規

2 4/12 小赤澤　直子 7 特定非営利活動法人　紫波みらい研究所 NPO ゴミ 環境講座「着物リメイク講座」 日詰6区公民館 紫波町 盛岡 継続

3 4/14 高橋　良和 40 天瀬地域資源保全会 市民団体 自然
平成31年度

天瀬地域資源保全会　研修会及び総会
天瀬地域公民館 雫石町 盛岡 新規

4 4/27 千田　典文 4 いちのせき健康の森 市町村 自然 自然観察会「春の散策」 いちのせき健康の森 一関市 県南 継続

5 5/4 鈴木　千里 14 杉のこもれ日 市民団体 その他 心と体のバランス塾 杉の下 西和賀町 県南 継続

6 5/9 内田尚宏 16 宮古地区社会教育振興協議会 市町村 自然
令和元年度

第1回宮古地区社会教育関係職員研修会
岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 沿岸 新規

7 5/9 菊池拓巳 16 宮古地区社会教育振興協議会 市町村 自然
令和元年度

第1回宮古地区社会教育関係職員研修会
岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 沿岸 新規

8 5/10 内田尚宏 16 宮古地区社会教育振興協議会 市町村 水質
令和元年度

第1回宮古地区社会教育関係職員研修会
岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 沿岸 新規

9 5/10 菊池拓巳 16 宮古地区社会教育振興協議会 市町村 水質
令和元年度

第1回宮古地区社会教育関係職員研修会
岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 沿岸 新規

10 5/10 小赤澤　直子 6 特定非営利活動法人　紫波みらい研究所 NPO ゴミ 環境講座「着物リメイク講座」 日詰6区公民館「鈴の音サロン」 紫波町 盛岡 継続

11 5/13 泉山　博直 19 岩泉町立小川小学校 学校 自然 岩泉町立小川小学校 大峰登山 大峰 岩泉町 沿岸 継続

12 5/14 小赤澤　直子 7 一関市小梨市民センター 市町村 ゴミ
令和元年度せんまや里山塾　リフォームコース（古

着の有効活用リメイク教室）
一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

13 5/16 大友　晃 33 岩手県立県南青少年の家 公共施設 自然 春山トレッキング 住田町種山ヶ原森林公園（物見山） 住田町 沿岸 継続

14 5/22 菅沼　賢治 147 岩手大学教育学部附属中学校 学校 自然
ヒューマンセミナー講演会

（地域に生きる、自分を活かす）

岩手大学教育学部附属

中学校体育館
盛岡市 盛岡 継続

15 5/25 千田　典文 10 いちのせき健康の森 市町村 自然 自然観察会「ノビネチドリの花」 いちのせき健康の森周辺 一関市 県南 継続

16 5/25 吉田　偉峰 19 八幡平銀河ステーション 市民団体 自然 星を見る会 七時雨山荘 八幡平市 盛岡 新規

17 5/28 粒針　文子 11 日本新婦人の会　パンジー班 市民団体 ゴミ プラごみの問題点と盛岡城址公園の植物について よんずど亭（吉田　吉野） 盛岡市 盛岡 新規

18 5/31 亀山　喜作 31 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 公共施設 自然 植物・樹木観察会 岩手県営運動公園　日本庭園 盛岡市 盛岡 新規

19 5/31 今宮　英男 30 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 公共施設 自然 植物・樹木観察会 岩手県営運動公園　日本庭園 盛岡市 盛岡 新規

20 5/31 高橋　良和 30 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 公共施設 自然 植物・樹木観察会 岩手県営運動公園　日本庭園 盛岡市 盛岡 新規

21 5/31 大友　晃 28 花巻太陽の子保育園
保育園・幼

稚園
自然 わくわく春散歩 滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 継続

22 6/1 吉田　偉峰 17 七時雨マウンテントレイルフェス実行委員会 市民団体 自然 七時雨MTF星見会 七時雨山荘 八幡平市 盛岡 新規

23 6/1 大友　晃 33 滝沢市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課 市町村 自然
たきざわファミリーふれあい講座

「安比高原ブナの森探検」
八幡平市安比高原ブナの森 八幡平市 盛岡 継続

24 6/1 千田　典文 43 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 須川と山麓の自然観察
栗駒山（須川岳）、健康の森、

荘園休憩所
一関市 県南 継続
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25 6/2 吉田　偉峰 353 高森高原まつり実行委員会 市町村 自然 高森高原まつり星空環境体験コーナー 高森高原レストハウス駐車場 一戸町 県北 継続

26 6/4 佐井　守 17 西和賀町立沢内小学校 学校 水質 水生生物を調べよう 弁天島（沢内字弁天厳島神社） 西和賀町 県南 継続

27 6/5 内田　尚宏 35 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

28 6/5 菊池　拓巳 35 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

29 6/5 佐井　守 33 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

30 6/6 内田　尚宏 35 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

31 6/6 菊池　拓巳 35 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

32 6/6 佐井　守 33 滝沢市立鵜飼小学校　４年 学校 水質 総合的な学習の時間「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校・金沢川支流域 滝沢市 盛岡 継続

33 6/7 千田　典文 23 一関市山目市民センター 市町村 自然 山目市民センター 成人事業「蘭梅山トレッキング」 配志和神社 一関市 県南 継続

34 6/8 大友　晃 19 岩手県立県南青少年の家 公共施設 自然 ファミリートレッキング
岩手県立県南青少年の家

（住田町種山ヶ原森林公園）
金ケ崎町 県南 継続

35 6/9 大友　晃 25 奥州市視覚障害者福祉協会 市民団体 自然 自然観察会 滝沢森林公園　ネイチャーセンター 滝沢市 盛岡 新規

36 6/10 小田嶋　順一 31 和賀地区自治協議会 市民団体 水質 水生生物調査（西和賀小・笠松小） 鈴鴨川 北上市 県南 新規

37 6/11 千田　　典文 22 北上市教育研修会　小学校理科部会 市町村 自然 市教研　理科部会　フィールドワーク みちのく民俗村 北上市 県南 新規

38 6/12 中野　雅幸 11 洋野町立帯島小学校 学校 自然 森と海のつながりを知ろう 帯島小学校 洋野町 県北 新規

39 6/14 小赤澤　直子 8 特定非営利活動法人　紫波みらい研究所 NPO ゴミ 着物リメイク講座③ 日詰６区公民館「ヒノヤサロン鈴の音」 紫波町 盛岡 継続

40 6/15 吉田　偉峰 42 矢巾町活動交流センター 公共施設 自然 やはぱーく令和元年夏至祭 矢巾町活動交流センター　やはぱーく 矢巾町 盛岡 新規

41 6/16 吉田　偉峰 34 矢巾町活動交流センター 公共施設 自然 やはぱーく令和元年夏至祭 矢巾町活動交流センター　やはぱーく 矢巾町 盛岡 新規

42 6/17 内田　尚宏 40 盛岡市立山岸小学校 学校 自然 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

43 6/17 佐井　守 38 盛岡市立山岸小学校 学校 自然 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

44 6/17 菊池拓巳 38 盛岡市立山岸小学校 学校 自然 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

45 6/18 千田　　典文 23 一関市立大東小学校① 学校 水質 ３年生　総合的な学習の時間「水生生物調査」 大東町 一関市 県南 新規

46 6/18 川田　昌代 22 一関市立大東小学校② 学校 水質 ３年生　総合的な学習の時間「水生生物調査」 大東町 一関市 県南 新規

47 6/18 臼澤　良一 20 大槌町立大槌学園 学校 水質 水生生物調査 大槌町立大槌学園 大槌町 沿岸 継続

48 6/18 加藤　直子 20 大槌町立大槌学園 学校 水質 水生生物調査 大槌町立大槌学園 大槌町 沿岸 継続

49 6/25 千田　典文 9 一関市狐禅寺市民センター 市町村 自然 高齢者学級千歳大学「自然観察会」 栗駒山 栗原市 県南 継続



50 6/26 小沢　宗 12 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 自然 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立稲瀬小学校 奥州市 県南 継続

51 6/27 高橋　良和 11 盛岡ペットワールド専門学校 学校 自然 北上川の河川調査
盛岡ペットワールド専門学校、

北上川河原
盛岡市 盛岡 継続

52 6/27 千田　典文 6 一関市弥栄市民センター 市町村 自然 自然観察会（束稲山） 束稲山（木工芸館「遊鵬」集合） 一関市 県南 継続

53 6/28 千田　典文 60 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 第7回「ホタルを観る会in本寺」 骨寺村荘園交流館（若神子亭） 一関市 県南 継続

54 6/28 小沢　宗 17 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 自然 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立梁川小学校 奥州市 県南 継続

55 6/28 佐井　守 32 更木地区交流センター 市町村 自然 ホタル観賞会 更木地区交流センター 北上市 県南 継続

56 7/2 水木　高志 52 宮古市立磯鶏小学校 学校 自然 総合的な学習の時間「八木沢川探検隊」 八木沢川（上流） 宮古市 沿岸 継続

57 7/4 吉田　偉峰 70 盛岡市立湯沢児童センター 児童館 自然 七夕会 盛岡市立湯沢児童センター 盛岡市 盛岡 新規

58 7/6 根子　英郎 55 安俵子供会育成会 市民団体 水質 安俵子供会「安俵地域の水質及び生き物調査」 安俵集落センター 花巻市 県南 継続

59 7/9 泉山　博直 15 岩泉町立大川小学校 学校 水質 水生生物調査 岩泉町立大川小学校 岩泉町 沿岸 継続

60 7/9 高橋　良和 10 盛岡ペットワールド専門学校 学校 水質 北上川の河川調査
盛岡ペットワールド専門学校、

北上川河原
盛岡市 盛岡 継続

61 7/9 小田嶋　順一 16 遠野市立上郷小学校 学校 水質 水生生物調査 遠野市立上郷小学校 遠野市 県南 継続

62 7/10 小田嶋　順一 14 遠野市立綾織小学校 学校 大気 水生生物調査
遠野市立綾織小学校理科室、

砂子沢川
遠野市 県南 継続

63 7/10 小沢　宗 19 奥州市市民環境部生活環境課（羽田小学校） 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 大田代川（新まごころ橋） 奥州市 県南 継続

64 7/11 小沢　宗 39 奥州市市民環境部生活環境課（姉体小学校） 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 北上川（藤橋上流） 奥州市 県南 継続

65 7/11 中野　雅幸 20 洋野町立帯島小学校 学校 水質 森と海のつながりを知ろう 帯島小学校・高家川・中野白滝 洋野町 沿岸 継続

66 7/11 水木　高志 28 宮古市立千徳小学校 学校 水質 水生生物調査 千徳小学校・近内川 宮古市 沿岸 新規

67 7/11 佐井　守 27 宮古市立千徳小学校 学校 水質 水生生物調査 千徳小学校・近内川 宮古市 沿岸 新規

68 7/11 根子　英郎 27 宮古市立千徳小学校 学校 水質 水生生物調査 千徳小学校・近内川 宮古市 沿岸 新規

69 7/12 櫻井　則彰 15 盛岡市乙部公民館 公民館 自然 親子ホタル観察講座 盛岡市乙部地区公民館・大ケ生 盛岡市 盛岡 継続

70 7/13 佐藤　喜一 10 紫波町産業部環境課環境室 市町村 水質 令和元年度 紫波町環境マイスター養成講座
紫波町役場201会議室（講義）、

滝名川（実習）
紫波町 盛岡 継続

71 7/13 千葉　裕 30 狐禅寺寺子屋（一関市狐禅寺市民センター） 市町村 自然 狐禅寺寺子屋「滝沢川の水生生物をさがそう」 滝沢川 一関市 県南 継続

72 7/14 望月　達也 17 特定非営利活動法人　accommon NPO 自然 あそびのHIROBA/楽しく伸び伸び 国立岩手山青少年交流の家・鞍掛山 滝沢市 盛岡 新規

73 7/14 木幡　英雄 16 特定非営利活動法人　accommon NPO 自然 あそびのHIROBA/楽しく伸び伸び 国立岩手山青少年交流の家・鞍掛山 滝沢市 盛岡 新規

74 7/14
皆川　千里

（鈴木千里）
250 オーガニックフェスタ実行員会 その他 ゴミ オーガニックフェスタinいわて2019 矢巾町活動交流センター　やはぱーく 矢巾町 盛岡 新規



75 7/16 小赤澤　直子 9 一関市小梨市民センター 市町村 ゴミ せんまや里山塾　リフォームコース 一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

76 7/16 内田　尚宏 8 葛巻町立五日市小学校 学校 水質 水生生物調査 馬淵川袖山橋付近 葛巻町 盛岡 新規

77 7/17 小田嶋　順一 17 遠野市立達曽部小学校 学校 水質 水生生物調査 達曽部川　鋳物大橋下流 遠野市 盛岡 継続

78 7/18 小田嶋　順一 13 遠野市立宮守小学校 学校 水質 水生生物調査 宮守川 遠野市 盛岡 継続

79 7/18 櫻井　則彰 34 盛岡市都南公民館 公民館 自然 親子ホタル観察講座 盛岡市都南公民館・大ケ生 盛岡市 盛岡 継続

80 7/19 櫻井　則彰 31 盛岡市都南公民館 公民館 自然 親子ホタル観察講座 盛岡市都南公民館・大ケ生 盛岡市 盛岡 継続

81 7/19 小赤澤　直子 6 めだかの学校　住田教室 市民団体 ゴミ めだかの学校　住田教室 下有住地区公民館 住田町 沿岸 継続

82 7/20 小沢　崇 14 特定非営利活動法人奥州・いわてNPOネット NPO 水質 岩谷堂ふるさとの川、人首川水生生物調査 岩谷堂長禅寺橋付近の人首川 奥州市 県南 継続

83 7/21 根子　英郎 25 とうわ野鳥の会 市民団体 水質 川の生き物を調べよう 東和町落合　毒沢川 花巻市 県南 継続

84 7/21 河野　豊 30 畑地区農地水資源管理組合（畑自治会） 自治会 自然 「地域の川にふれよう」 畑地区集落センター・鴨田川 八幡平市 盛岡 継続

85 7/23 河野　豊 15 八幡平市立田山小学校 学校 水質 総合的な学習の時間 米白川河川公園 八幡平市 盛岡 継続

86 7/23 小田嶋　順一 14 遠野市立小友小学校 学校 水質 水生生物調査 遠野市立小友小学校 遠野市 県南 新規

87 7/27 阿部　慶元 60 束稲山さくらの会 市民団体 自然 ひらいずみネイチャーウォーキング 西行桜の森　木工芸館「遊鵬」 平泉町 県南 継続

88 7/27 安原　昌佑 25 山後公民館 公民館 自然 山後資源保全組合　生き物調査 山後公民館 八幡平市 盛岡 継続

89 7/27 藤原　正 49 公益社団法人　岩手県緑化推進員会北上支部 市町村 自然
令和元年度（第28回）憩いの森「夏のわんぱく自然教

室」
北上市憩いの森 北上市 県南 新規

90 7/27 吉田　偉峰 20
岩手県県北広域振興局経営企画部

二戸地域振興センター
その他 自然 ごしょのＪＯＭＯＮナイト 御所野縄文博物館・御所野縄文公園 一戸町 県北 新規

91 7/28 田中　實 7 教育振興会川舟貝沢実践班 市民団体 自然 自然観察会（水生生物） 西和賀町貝沢公民館、横川 西和賀町 県南 新規

92 7/30 吉田　偉峰 10 岩山夜空の観察会 市民団体 自然 令和元年　たのしい夏休み・夜空のわくわく観察会 盛岡市加賀野児童公園 盛岡市 盛岡 新規

93 7/31 吉田　偉峰 20 八幡平銀河ステーション 市民団体 自然 星を見る会 七時雨山荘 八幡平市 盛岡 新規

94 7/31 小田嶋　順一 11 遠野市立遠野小学校 学校 水質 水生生物調査 遠野小学校理科室、東舘橋付近 遠野市 県南 継続

95 8/1 吉田　偉峰 30 折爪岳振興協議会 市町村 自然 折爪岳星空観察会 折爪岳山の家 二戸市 県北 新規

96 8/1 菅原　民子 30 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市こどもエコクラブ交流会 小黒石自然体験交流館「こぐりん」 奥州市 県南 継続

97 8/3 吉田　偉峰 26 NPO法人　いちのへ文化芸術NPO NPO 自然 親子deサイエンス図書館 一戸町コミュニティセンター 一戸町 県北 継続

98 8/4 望月　達也 27 陸前高田市教育委員会管理課 市町村 自然 教育支援活動「夏の自然探検隊in生出」 交流促進センター 陸前高田市 沿岸 新規

99 8/4 川村　晃寛 37 盛岡市環境部環境企画課 市町村 自然
盛岡市環境学習講座

「エコキッズ④森っ子探検隊！」
盛岡市都南つどいの森 盛岡市 盛岡 継続



100 8/5 藤原　正 21 黒岩自治振興会 市民団体 水質 少年少女学級　白山わい･わい塾「水辺の生物調査」 親水公園「お滝さん」 北上市 県南 継続

101 8/5 水木　高志 41
閉伊川サクラマスMANABIプロジェクト

実行委員会
市民団体 自然

台湾×東京×岩手　森・川・海とそのつながりを学ぼ

う
リバーパークにいさと 宮古市 沿岸 継続

102 8/6 吉田　偉峰 15 一社ことのは医療研究所 その他 自然 2019　みんなの食堂 暮らしの保健室 盛岡市 盛岡 新規

103 8/6 亀山　喜作 10 岩山自然観察会 市民団体 自然 街の植物観察会 盛岡市大通～中津川近辺 盛岡市 盛岡 継続

104 8/6 千田　典文 36 一関学習交流館 市町村 自然
放課後子ども教室推進事業『あこおぎ子ども広場』夏

休み特別プログラム沢登り体験
まつるべ桂沢・いちのせき健康の森 一関市 県南 継続

105 8/7 櫻田　文昭 30
滝沢市教育委員会事務局　生涯学習スポーツ

課
市町村 その他

たきざわ少年少女ものづくり講座「未来に続く家づくり

エコハウスセミナー」
ビッグルーフ滝沢　大会議室 滝沢市 盛岡 継続

106 8/7 吉田　偉峰 14 リリー会 市民団体 自然 星空観察会 浅岸せせらぎ公園（浅岸公民館脇） 盛岡市 盛岡 新規

107 8/8 阿部　慶元 33 一関市役所千厩支所地域振興課 市町村 水質 「自然deイングリッシュ」 津谷川（室根平原地区会館付近） 一関市 県南 新規

108 8/9 根子　英郎 26 花巻市東和総合支所地域振興課地域支援室 市町村 自然 令和元年　東和こども大学　第2回 ①花巻市東和総合支所　②落合川 花巻市 県南 継続

109 8/9 吉田　偉峰 32 星まもる子 市民団体 自然 星まもる子～星空観察会～in旧大村小学校 旧大村小学校 雫石町 盛岡 新規

110 8/9 千田　典文 22 山目地区まちづくり協議会 市民団体 自然 山目市民センター少年事業「わくわくぼうけんじゃー」
一関市山目字館　蘭梅山

いこいの森
一関市 県南 継続

111 8/17 泉山　博直 10 田野畑村教育委員会 市町村 水質

令和元年度新たのはた21世紀学園

たのはたっ子わんぱくランド

「みんなでワイワイ！川あそび」

農村環境改善センター付近の川

（普代川）
田野畑村 沿岸 新規

112 8/20 小赤澤　直子 9 一関市小梨市民センター 公共施設 ゴミ せんまや里山塾　リフォームコース 一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

113 8/21 小田嶋　順一 29 遠野市立附馬牛小学校 学校 水質 水生生物調査 猿ｹ石川　片岸橋付近 遠野市 県南 継続

114 8/21 内田　尚宏 95 盛岡市立下橋中学校 学校 自然 川体験 盛岡市立下橋中学校 盛岡市 盛岡 継続

115 8/23 小赤澤　直子 6 めだかの学校　住田教室 市民団体 ゴミ めだかの学校　住田教室 下有住地区公民館 住田町 沿岸 継続

116 8/24 大友　晃 70 花巻太陽の子保育園
保育園・幼

稚園
自然 八幡平親子登山 八幡平ビジターセンター・茶臼岳 八幡平市 盛岡 継続

117 8/26 内田　尚宏 40 盛岡市立山岸小学校 学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

118 8/26 佐井　守 38 盛岡市立山岸小学校 学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

119 8/26 菊池　拓巳 38 盛岡市立山岸小学校 学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校・中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

120 8/27 泉山　博直 21 葛巻町立葛巻小学校 学校 水質 水生生物による水質調査 葛巻町立葛巻小学校 葛巻町 盛岡 新規

121 8/27 小田嶋　順一 30 遠野市立遠野北小学校 学校 水質 水生生物調査 遠野北小学校・来内川 遠野市 県南 継続

122 8/27 根子　英郎 29 遠野市立遠野北小学校 学校 水質 水生生物調査 遠野北小学校・来内川 遠野市 県南 継続

123 9/3 小沢　宗 37 奥州市市民環境部生活環境課 学校 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立岩谷堂小学校 奥州市 県南 継続

124 9/3 花澤　淳 36 奥州市市民環境部生活環境課 学校 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立岩谷堂小学校 奥州市 県南 継続



125 9/3 川田　昌代 37 奥州市市民環境部生活環境課 学校 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立岩谷堂小学校 奥州市 県南 継続

126 9/4 加藤　直子 47 大船渡市立猪川小学校 学校 水質 水生生物調査 猪川小学校付近　立根川 大船渡市 沿岸 継続

127 9/4 川田　昌代 23 胆沢平野土地改良区 市町村 自然 奥州市若柳小学校　ビオトープ生き物勉強会 円筒分水アクアパーク 奥州市 県南 継続

128 9/4 泉山　博直 16 岩泉町立安家小中学校 学校 水質 水生生物調査 岩泉町立安家小中学校 岩泉町 沿岸 新規

129 9/6 佐藤　喜一 68 紫波町立赤石小学校 学校 水質 「わたしたちの町を流れる川について調べよう」 紫波町立　赤石小学校 紫波町 盛岡 継続

130 9/6 内田　尚宏 30 岩手大学教育学部附属小学校 学校 水質 総合的な学習の時間「わたしたちの中津川」 中津川 盛岡市 盛岡 継続

131 9/6 佐井　守 30 岩手大学教育学部附属小学校 学校 水質 総合的な学習の時間「わたしたちの中津川」 中津川 盛岡市 盛岡 継続

132 9/6 菊池　拓巳 30 岩手大学教育学部附属小学校 学校 水質 総合的な学習の時間「わたしたちの中津川」 中津川 盛岡市 盛岡 継続

133 9/18 粒針　文子 31 大更コミュニティセンター 公共施設 ゴミ 大更婦人学級　第３回講座 大更コミュニティセンター 八幡平市 盛岡 継続

134 9/20 小赤澤　直子 7 めだかの学校　住田教室 市民団体 ゴミ めだかの学校　住田教室 下有住地区公民館 住田町 沿岸 継続

135 9/21 吉田　偉峰 35 八幡平銀河ステーション 市民団体 自然 星を見る会 七時雨山荘 八幡平市 盛岡 継続

136 9/24 小沢　宗 20 奥州市市民環境部生活環境課 学校 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立衣川小学校 奥州市 県南 継続

137 9/25 大友　晃 27 岩手県立県南青少年の家 公共施設 自然 栗駒山トレッキング 岩手県立県南青少年の家 金ケ崎町 県南 継続

138 9/28 水木　高志 43 八木沢川を守り育てる会 市民団体 自然 八木沢川に親しもう 八木沢川　7地割 宮古市 沿岸 継続

139 9/29 千田　典文 18 一関学習交流館 公共施設 自然
放課後子ども教室推進事業『あこおぎ子ども広場』

自然観察といろいろな遊びに挑戦
いわて子どもの森 一戸町 県北 継続


