
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 4/14 瀬川　陽子 50 西和賀町沢内地区保育所保護者会連合会
保育園・
幼稚園

自然 子育て研修会 西和賀町老人福祉センター二階 西和賀町 県南 継続

2 4/22 千田　典文 26 いちのせき健康の森 その他 自然 自然観察会「春の妖精」 いちのせき健康の森 一関市 盛岡 新規

3 4/28 瀬川　強 10 藤根地区交流センター 公民館 自然 成人講座「自然観察会」 西和賀町　カタクリ回廊 西和賀町 県南 新規

4 4/28 瀬川　陽子 10 藤根地区交流センター 公民館 自然 成人講座「自然観察会」 西和賀町　カタクリ回廊 西和賀町 県南 新規

5 4/28 吉田　偉峰 15 三陸春風の会　岩山支部 市民団体 自然
岩山地区の自然環境を楽しく学ぶ会
「岩山の星空を観察しよう」

盛岡市　岩山口近辺 盛岡市 盛岡 新規

6 5/4 鈴木　千里 10 杉のこもれ日 市民団体 その他 沢内心と体のバランス塾 西和賀町杉ノ下 西和賀町 県南 新規

7 5/16 小赤澤　直子 13 一関市小梨市民センター 公民館 ゴミ
平成29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

8 5/24 泉山　博直 34 岩泉町立小川小学校 小学校 自然 大峰登山 岩泉町立小川小学校、大峰 岩泉町 沿岸 新規

9 5/27 千田　典文 9 いちのせき健康の森 その他 自然 自然観察会「ノビネチドリの花」 いちのせき健康の森 一関市 県南 新規

10 5/28 木村　廣子 22 公益財団法人盛岡市文化振興事業団・河南公民館 公民館 ゴミ 環境講座（春） 河南公民館 盛岡市 盛岡 新規

11 5/29 千田　典文 12 一関市弥栄市民センター 公民館 自然 自然観察会（徳仙丈山） 一関市弥栄市民センター 一関市 県南 継続

12 5/29 小田嶋　順一 23 和賀地区自治協議会 市民団体 水質 水生生物調査 尻平川（横川目地区尻平橋付近） 北上市 県南 継続

13 5/29 亀山　喜作 9 箱清水ウォーキングの会 市民団体 自然 箱清水ウォーキングの会 岩手県滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 新規

14 6/3 佐井　守 40 湯田ダムビジョン推進協議会 その他 自然 カブトムシ採取会 湯田ダム管理支所 西和賀町 県南 新規

15 6/3 米澤　大介 40 湯田ダムビジョン推進協議会 その他 自然 カブトムシ採取会 湯田ダム管理支所 西和賀町 県南 新規

16 6/6 小沢　宗 4 大船渡市立越喜来小学校 小学校 水質 水生生物調査　水質調査 大船渡市立越喜来小学校 大船渡市 沿岸 新規

17 6/8 小田嶋　順一 21 和賀地区自治協議会 市民団体 水質 水生生物調査
北上市鈴鴨川（山口開拓１号橋より徒歩５
分）

北上市 県南 継続
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18 6/10 川田　昌代 11 一関市民センター 公民館 自然 少年教室「清庵学び塾」 蘭梅山または釣山 一関市 県南 継続

19 6/10 千田　典文 30 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 須川と本寺自然探訪 骨寺村荘園交流館（若神子亭） 一関市 県南 継続

20 6/11 千田　典文 15 中里まちづくり協議会 市民団体 自然 中里放課後子ども教室指導者研修会 いちのせき健康の森、祭畤桂沢 一関市 県南 新規

21 6/13 水木　高志 53 宮古市立磯鶏小学校 小学校 水質 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

22 6/20 佐井　守 34 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

23 6/20 内田　尚宏 34 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

24 6/20 菊池　拓巳 34 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

25 6/21 川村　晃寛 133 聖パウロ幼稚園
保育園・
幼稚園

自然 竹を使って流しそうめんで自然の恵みを体験 聖パウロ幼稚園 盛岡市 盛岡 継続

26 6/21 臼澤　良一 24 大槌町立大槌学園4年生大槌川上流チーム① 小学校 水質
4年生ふるさと科　単元名「大槌の環境守り隊」
大槌川上流域の水生生物調査

大槌川かみよ稲穂館
松村砕石砂利プラント付近

大槌町 沿岸 継続

27 6/21 加藤　直子 24 大槌町立大槌学園4年生大槌川上流チーム② 小学校 水質
4年生ふるさと科　単元名「大槌の環境守り隊」
大槌川上流域の水生生物調査

大槌川かみよ稲穂館
松村砕石砂利プラント付近

大槌町 沿岸 継続

28 6/22 小沢　宗 14 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立玉里小学校 奥州市 県南 継続

29 6/23 川田　昌代 23 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 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

30 6/24 千田　典文 130 中里市民センター 市民団体 自然
家庭教育事業　親子チャレンジクラブ
ホタル観察会

龍澤寺、照井堰付近 一関市 県南 新規

31 6/24 吉田　偉峰 10 日詰子ども教室 児童館 自然 手作り望遠鏡で天の川を観よう！ 紫波町中央公民館 紫波町 盛岡 新規

32 6/24 川邉　弥生 8 北上機械鉄工業協同組合 企業 自然 「EMぼかし」を活用した初夏の寄せ植え講座 ハートパルきたかみ 北上市 県南 新規

33 6/27 河野　豊 33 矢巾町立煙山小学校 小学校 水質 水棲生物調査 矢巾町煙山小学校 矢巾町 盛岡 継続

34 6/27 安原　昌佑 33 矢巾町立煙山小学校 小学校 水質 水棲生物調査 矢巾町煙山小学校 矢巾町 盛岡 継続

35 6/27 米澤　大介 32 矢巾町立煙山小学校 小学校 水質 水棲生物調査 矢巾町煙山小学校 矢巾町 盛岡 継続



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

36 6/27 千田　典文 23 一関市狐禅寺市民センター 公民館 自然 高齢者学級「自然観察会」 八幡平 八幡平市 盛岡 継続

37 6/28 瀬川　強 12 岩手県立西和賀高等学校 高校 自然
平成29年度岩手県立西和賀高等学校第1学年
第2回総合的な学習の時間

西和賀高等学校及び西和賀町内 西和賀町 県南 継続

38 6/28 瀬川　陽子 11 岩手県立西和賀高等学校 高校 自然
平成29年度岩手県立西和賀高等学校第1学年
第2回総合的な学習の時間

西和賀高等学校及び西和賀町内 西和賀町 県南 継続

39 6/28 佐井　守 11 岩手県立西和賀高等学校 高校 自然
平成29年度岩手県立西和賀高等学校第1学年
第2回総合的な学習の時間

西和賀高等学校及び西和賀町内 西和賀町 県南 継続

40 6/28 吉田　偉峰 46 岩手大学教育学部附属幼稚園
保育園・
幼稚園

自然 昼の星空観察会 岩手大学教育学部附属幼稚園 盛岡市 盛岡 新規

41 6/28 小沢　宗 16 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 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

42 6/29 泉山　博直 13 岩泉町立大川小学校 小学校 自然 大川・釜津田小学校合同宿泊学習 氷渡探検洞宿泊施設　他 岩泉町 沿岸 新規

43 6/29 藤原　正 57 黒岩自治振興会 市民団体 自然
少年少女　白山わい・わい塾
くろいわいいとこ探検隊「ホタル観察会」

黒岩地区交流センター 北上市 県南 継続

44 6/30 泉山　博直 13 岩泉町立大川小学校 小学校 自然 大川・釜津田小学校合同宿泊学習 氷渡探検洞宿泊施設　他 岩泉町 沿岸 新規

45 6/30 川田　昌代 13 平泉町第13区自治会 その他 自然 ホタル観察会 平泉町・金鶏山麓 平泉町 県南 継続

46 6/30 千田　典文 60 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 ホタル観察会を観る会in本寺 骨寺村荘園交流館（若神子亭） 一関市 県南 継続

47 6/30 小赤澤　直子 12 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 新規

48 6/30 佐井　守 24 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

49 6/30 内田　尚宏 24 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

50 6/30 菊池　拓巳 24 滝沢市立鵜飼小学校 小学校 水質 総合学習「鵜飼を流れる水を調べよう」 滝沢市立鵜飼小学校 滝沢市 盛岡 継続

51 6/30 小沢　宗 14 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 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

52 7/3 亀山　喜作 18 盛岡市立津志田老人福祉センター 公民館 自然 アンチエイジング講座 滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 新規

53 7/6 小沢　宗 9 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立人首小学校 奥州市 県南 継続
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54 7/8 大友　晃 18 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
平成29年度第1回
たきざわファミリーふれあい講座

鞍掛山 滝沢市 盛岡 新規

55 7/10 臼澤　良一 20 釜石市役所環境課 市町村 自然 自然に親しむ市民のつどい「ホタル観察会」 甲子町中小川地区 釜石市 沿岸 新規

56 7/10 内田　尚宏 32 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

57 7/10 佐井　守 32 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

58 7/10 千葉　喜彦 31 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

59 7/12 亀山　喜作 5 三陸春風の会　岩山支部 市民団体 自然 岩山の植物観察会 岩山周辺 盛岡市 盛岡 新規

60 7/12 小田嶋　順一 12 遠野市立綾織小学校 小学校 水質 水生生物による水質調査 遠野市立綾織小学校 遠野市 県南 新規

61 7/12 泉山　博直 25 岩泉町立門小学校 小学校 水質 水生生物調査 門小学校付近　小本川河川敷 岩泉町 沿岸 継続

62 7/13 佐井　守 15 西和賀町立沢内小学校 小学校 水質 第3学年「水生生物調査」 弁天島（厳島神社） 西和賀町 県南 新規

63 7/13 本多　サト子 5 もったいない研究会 市民団体 ゴミ
和服等家庭に眠っている資源を使った
リフォーム講習会

大船渡市働く婦人の家 大船渡市 沿岸 新規

64 7/14 佐井　守 13 雫石町立御明神小学校 小学校 水質 「環境を考える」「竜川の水生生物調査」
雫石町立御明神小学校
及び学校そばの竜川河川敷

雫石町 盛岡 継続

65 7/15 千田　典文 48 中里まちづくり協議会 市民団体 自然
中里放課後子ども教室事業
沢登り・虫取り体験

いちのせき健康の森、祭畤桂沢 一関市 県南 新規

66 7/15 大友　晃 17 オンリーワンクラブ その他 自然 森林公園で自然と親しもう 滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 新規

67 7/15 佐藤　喜一 11 紫波町環境課循環政策室 市町村 水質 平成29年度紫波町環境マイスター養成講座
紫波町役場201会議室及び一級河川滝名
川

紫波町 盛岡 新規

68 7/16 千田　典文 48 中里まちづくり協議会 市民団体 自然 中里放課後子ども教室指導者研修会 いちのせき健康の森、祭畤桂沢 一関市 県南 新規

69 7/17 本多　サト子 24 藤里振興会　環境保健部 公民館 自然 藤里振興会環境保健部研修会 大船渡温泉 大船渡市 沿岸 新規

70 7/18 小赤澤　直子 12 一関市小梨市民センター 公民館 ゴミ
平成29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

71 7/19 小田嶋　順一 16 遠野市立上郷小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立上郷小学校 遠野市 県南 新規
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72 7/19 内田　尚宏 13 金ヶ崎町立西小学校 小学校 水質 金ヶ崎町立西小学校　総合的な学習の時間
金ヶ崎町立西小学校5年教室
及び黒沢川の水生生物調

金ヶ崎町 県南 新規

73 7/19 千葉　喜彦 14 遠野市立小友小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立小友小学校 遠野市 県南 新規

74 7/19 小沢　宗 20 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立羽田小学校 奥州市 県南 継続

75 7/20 髙橋　正一 9 葛巻町立吉ヶ沢小学校 小学校 水質 水生生物による水質調査 葛巻町立吉ヶ沢小学校及び吉ヶ沢川 葛巻町 盛岡 新規

76 7/20 本多　サト子 5 もったいない研究会 市民団体 ゴミ
和服等家庭に眠っている資源を使った
リフォーム講習会

大船渡市働く婦人の家 大船渡市 沿岸 新規

77 7/20 小沢　宗 21 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立大田代小学校 奥州市 県南 継続

78 7/21 小赤澤　直子 10 めだかの学校住田教室 市民団体 水質 めだかの学校　住田教室 下有住地区公民館 住田町 沿岸 新規

79 7/22 小沢　宗 26 NPO法人奥州・いわてNPOネット その他 水質 人首川生物調査 重染寺地区人首川 奥州市 県南 新規

80 7/23 根子　英郎 63 安俵子供会育成会 公民館 水質 安俵子供会　安俵地域水質及び生き物調査 安俵公民館 花巻市 県南 継続

81 7/23 千田　典文 18 一関学習交流館 その他 自然
「あこおぎ子ども広場」夏休み特別プログラム
栗駒山登山

栗駒レストハウス→栗駒山頂→須川高原温
泉

一関市 県南 継続

82 7/27 櫻井　則彰 26 盛岡市乙部地区公民館 公民館 自然 親子ホタル観察講座 盛岡市乙部地区公民館～大ヶ生 盛岡市 盛岡 継続

83 7/27 安原　昌佑 7 盛岡市立下小路中学校 中学校 水質 中津川の水生生物調査・講義 下小路中学校 盛岡市 盛岡 継続

84 7/27 本多　サト子 5 もったいない研究会 市民団体 ゴミ
和服等家庭に眠っている資源を使った
リフォーム講習会

大船渡市働く婦人の家 大船渡市 沿岸 新規

85 7/28 櫻井　則彰 39 盛岡市文化振興事業団　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～大ヶ生 盛岡市 盛岡 継続

86 7/28 安原　昌佑 6 盛岡市立下小路中学校 中学校 水質 中津川の水生生物調査・講義 下小路中学校 盛岡市 盛岡 継続

87 7/28 小田嶋　順一 16 遠野市立遠野小学校 小学校 水質 水生生物調査 来内川、遠野小学校 遠野市 県南 新規

88 7/29 吉田　偉峰 42 浄土ヶ浜ビジターセンター その他 自然 浄土ヶ浜しぜんかんさつかい夏（夜） 浄土ヶ浜ビジターセンター 宮古市 沿岸 新規

89 7/29 千田　典文 10 山目まちづくり協議会　山目市民センター 公民館 自然 赤荻探検隊 赤荻宿地区の里山 一関市 県南 新規



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

90 7/29 吉田　偉峰 300 カシオペア環境研究会 市町村 自然 カシオペア環境フェスティバル　環境講演会 二戸市シビックセンター 二戸市 県北 新規

91 7/30 河野　豊 23 舘前子供会 その他 水質 水生生物調査 矢巾町太田川 矢巾町 盛岡 新規

92 7/31 大友　晃 42 川口学童保育クラブ 児童館 自然 森林公園で自然と触れあおう！ 滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 新規

93 8/1 安原　昌佑 10 盛岡市立北陵中学校科学部 中学校 水質 学校周辺の川の水生生物調査 盛岡市立北陵中学校　第二理科室 滝沢市 盛岡 新規

94 8/2 千葉　喜彦 22 奥州市立江刺第一中学校 中学校 水質 平成29年度　水生生物調査 人首川 奥州市 県南 新規

95 8/2 小沢　宗 10 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 自然
平成29年度奥州市こどもエコクラブ交流会
兼みずさわエコキッズ第2回活動

小黒石自然体験交流館「こぐりん」 奥州市 県南 継続

96 8/4 大友　晃 38 巻堀児童館 児童館 自然 自然観察会 滝沢森林公園 滝沢市 盛岡 新規

97 8/7 佐藤　喜一 15 紫波町立紫波第一中学校科学部 中学校 水質 科学部 紫波橋　河川敷 紫波町 盛岡 新規

98 8/8 藤原　正 9 黒岩自治振興会 公民館 水質
少年少女学級　白山わい・わい塾
くろいわいいとこ探検隊「水辺の生物調査」

親水公園「お滝さん」 北上市 県南 継続

99 8/11 千田　典文 39 一関学習交流館 その他 自然
「あこおぎ子ども広場」夏休み特別プログラム
沢のぼり体験

真湯温泉付近の沢（桂沢）及び、いちのせき
健康の森

一関市 県南 継続

100 8/18 内田　尚宏 93 盛岡市立下橋中学校 中学校 水質 第１学年　川体験 盛岡市立下橋中学校 盛岡市 盛岡 継続

101 8/20 根子　英郎 13 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

102 8/21 内田　尚宏 34 盛岡市立下橋中学校 中学校 水質 第１学年　川体験 盛岡市立下橋中学校 盛岡市 盛岡 継続

103 8/22 小赤澤　直子 11 一関市小梨市民センター 公民館 ゴミ
平成29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

104 8/22 千葉　裕 20 奥玉市民センター 公民館 水質
奥玉少年自然奉仕体験講座「川の探検」
事前学習会

一関市立奥玉小学校 一関市 県南 継続

105 8/22 佐井　守 25 葛巻町立小屋瀬小学校 小学校 水質 水生生物調査 葛巻町立小屋瀬小学校及び裏の土谷川 葛巻町 盛岡 継続

106 8/22 小田嶋　順一 13 遠野市立附馬牛小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立附馬牛小学校 遠野市 県南 新規

107 8/22 根子　英郎 11 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立伊手小学校 奥州市 県南 継続



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
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地域
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108 8/23 佐井　守 14 遠野市立宮守小学校 小学校 水質 総合的な学習 遠野市立宮守小学校 遠野市 県南 新規

109 8/25 小赤澤　直子 9 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 新規

110 8/25 佐藤　喜一 75 紫波町立赤石小学校 小学校 水質 わたしたちの町を流れる川について調べよう 滝名川 紫波町 盛岡 継続

111 8/25 田村　麗丘 21 花巻市建設部公園緑地課 市町村 自然 市内花壇見学ツアー 花巻市内及び花巻市学び学園 花巻市 県南 新規

112 8/25 小田嶋　順一 47 遠野市立遠野北小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立遠野北小学校 遠野市 県南 新規

113 8/26 千田　典文 19 中里市民センター 市民団体 自然
家庭教育事業　親子チャレンジクラブ
栗駒山登山に挑戦

栗駒山 一関市 県南 新規

114 8/27 吉田　偉峰 15 東京農業大学大学院（両角研究室） その他 自然 宮沢賢治の勉強会（賢治スコープ体験学習会） 陸前高田グローバルキャンパス 陸前高田市 沿岸 新規

115 8/28 川田　昌代 15 胆沢平野土地改良区 市民団体 自然 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 新規

116 8/28 小沢　宗 11 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立木細工小学校 奥州市 県南 継続

117 8/29 千葉　裕 20 奥玉市民センター 公民館 水質
奥玉少年自然奉仕体験講座「川の探検」
（水生生物調査）

一関市立奥玉小学校 一関市 県南 継続

118 8/29 泉山　博直 17 釜津田自然愛護少年団 小学校 水質 平成29年度　水生生物調査 岩泉町立釜津田小学校 岩泉町 沿岸 継続

119 8/30 河野　豊 17 八幡平市立平舘小学校 小学校 水質 総合的な学習「地域の環境」実施の為 八幡平市立平舘小学校 八幡平市 盛岡 継続

120 8/31 髙橋　正一 13 久慈市立夏井小学校 小学校 水質 総合学習「川の生き物について」 久慈市立夏井小学校 久慈市 沿岸 新規

121 9/1 内田　尚宏 29 盛岡市立下橋中学校 中学校 水質 第１学年　川体験 盛岡市立下橋中学校 盛岡市 盛岡 継続

122 9/3 大友　晃 11 イオンモール盛岡 企業 自然 安比高原散策 安比高原 八幡平市 盛岡 新規

123 9/5 安原　昌佑 14 盛岡市立下小路中学校 中学校 水質 中津川の水生生物調査 下小路中学校 盛岡市 盛岡 継続

124 9/5 根子　英郎 114 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 岩谷堂小学校 奥州市 県南 継続

125 9/7 安原　昌佑 8 盛岡市立北陵中学校科学部 中学校 水質 川の水生生物と鮭の稚魚放流について 盛岡市立北陵中学校 滝沢市 盛岡 新規
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126 9/9 木幡　英雄 15 盛岡市環境企画課 市町村 自然 環境学習講座「木質バイオマスを学ぼう」 滝沢市外山森林公園 滝沢市 盛岡 継続

127 9/15 内田　尚宏 30 盛岡市立下橋中学校 中学校 水質 第１学年　川体験 盛岡市立下橋中学校 盛岡市 盛岡 継続

128 9/15 小赤澤　直子 19 特定非営利活動法人まぁむたかた 市民団体 ゴミ 和服リメイク講習会
あしなが育英会　陸前高田レインボーハウ
ス

陸前高田市 沿岸 新規

129 9/16 大友　晃 11 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 平成29年度第1回たきざわふれあい講座 八幡平市安比高原ブナの二次林 八幡平市 盛岡 新規

130 9/16 木幡　英雄 18 公益財団法人盛岡市文化振興事業団・河南公民館 公民館 自然 環境講座「秋の自然観察会」 岩山登山路 盛岡市 盛岡 新規

131 9/19 千葉　裕 19 奥玉市民センター 公民館 水質
奥玉少年自然奉仕体験講座「川の探検」
事後学習会

一関市立奥玉小学校 一関市 県南 継続

132 9/25 根子　英郎 39 奥州市市民環境部生活環境課 市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立姉体小学校 奥州市 県南 継続

133 9/26 千田　典文 8 一関市弥栄市民センター 公民館 自然 自然観察会（須川高原） 一関市弥栄市民センター 一関市 県南 継続

134 9/28 安原　昌佑 10 盛岡市立北陵中学校科学部 中学校 水質 川の水生生物の研究発表・展示方法について 盛岡市立北陵中学校 滝沢市 盛岡 新規

135 9/29 小赤澤　直子 17 特定非営利活動法人まぁむたかた 市民団体 ゴミ 和服リメイク講習会
あしなが育英会　陸前高田レインボーハウ
ス

陸前高田市 沿岸 新規

136 10/10 亀山　喜作 6 三陸春風の会 市民団体 自然 岩山の植物観察会2017秋 盛岡市　岩山 盛岡市 盛岡 新規

137 10/21 千田　典文 5 いちのせき健康の森 その他 自然 自然観察会「真湯渓谷の紅葉」① いちのせき健康の森 一関市 盛岡 新規

138 10/22 千田　典文 4 いちのせき健康の森 その他 自然 自然観察会「真湯渓谷の紅葉」② いちのせき健康の森 一関市 盛岡 新規

139 10/28 川村　晃寛 20 浄土ヶ浜ビジターセンター その他 自然 浄土ヶ浜しぜんかんさつかい秋 浄土ヶ浜ビジターセンター 宮古市 沿岸 新規

140 10/28 吉田　偉峰 31 二戸市商工観光流通課 市町村 自然 星空観察会in折爪岳2017 折爪岳山の家周辺 二戸市 県北 新規

141 10/29 大友　晃 12 盛岡市環境企画課 市町村 自然
環境学習講座「近郊自然歩道を散策しよう
～大ヶ生・朝島山コース～」

朝島山 盛岡市 盛岡 継続

142 11/4 若生　和江 22 三陸春風の会 市民団体 温暖化
岩手の伝統・郷土料理を学ぶ
エコクッキング講座

おでって内　もりおか女性センター 盛岡市 盛岡 新規

143 11/11 千葉　和 50 とうわ野鳥の会 市民団体 自然
自然講演会「火のある暮らしを身近に
薪の駅の取り組み」

東和図書館 花巻市 県南 継続

144 11/25 鈴木　千里 50 キラキラみらい☆クリエイション 市民団体 ゴミ 花巻子どものまち「未来町」 花巻市総合体育館第2アリーナ 花巻市 県南 新規
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145 11/26 鈴木　千里 50 キラキラみらい☆クリエイション 市民団体 ゴミ 花巻子どものまち「未来町」 花巻市総合体育館第2アリーナ 花巻市 県南 新規

3790 新規 74
継続 71


