
2020年度環境アドバイザー派遣実績一覧表
4,893 　　　　　人

No. 実施月日 アドバイザー
参加人数
（実績）

主催者 区分 分野 研修会等名 派遣先 市町村  活動地域 継続･新規

1 2020年4月13日 亀山　喜作 10 三陸春風の会　岩山支部 市民団体 自然
岩手公園　春の植物・樹木めぐり
　　　　～モリオカシダレを中心に～

岩手公園(盛岡城跡公園) 盛岡市 盛岡 継続

2 2020年4月16日 千田　典文 15 山目地区まちづくり協議会 市民団体 自然
山目市民センター成人事業「郷土史学習やまのめの文化財
探訪(トレッキング)

山目市民センター → 配志和神社 → 赤荻外山 一関市 県南 継続

3 2020年5月17日 水木　高志 14 八木沢川を守り育てる会 市民団体 水質 八木沢川を楽しもう 宮古市八木沢川　７地割付近 宮古市 沿岸 新規

4 2020年5月18日 粒針　文子 7 市民生活研究会 市民団体 自然 「新しい生活」環境講座　～　歩いて学ぶまちづくり　～ 盛岡市内名須川町～北山界隈 盛岡市 盛岡 継続

5 2020年5月25日 粒針　文子 8 市民生活研究会 市民団体 その他
これからどうなる？世界の環境の変化と食品の安全につい
て

プラザおでって 盛岡市 盛岡 新規

6 2020年5月25日 高橋　良和 8 盛岡ペットワールド専門学校 専門学校 水質 北上川の河川調査
盛岡ペットワールド専門学校
北上河原

盛岡市 盛岡 継続

7 2020年5月29日 佐井　守 14 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(沢内字弁天：厳島神社) 西和賀町 県南 継続

8 2020年6月1日 藤原　由美子 11 三陸春風の会　岩山支部 市民団体 自然 ミツバチの世界に学ぶ　２０２０ アイーナ６階 盛岡市 盛岡 新規

9 2020年6月5日 小田嶋　順一 24
和賀地区自治協議会
(笠松小学校)

市民団体 水質 水生生物調査 尻平川(おちあい橋上流100m付近) 北上市 県南 継続

10 2020年6月10日 内田　尚宏 91 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校と中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

11 2020年6月10日 佐井　守 91 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校と中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

12 2020年6月10日 菊池　拓巳 91 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校と中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

13 2020年6月12日 小赤澤　直子 6 特定非営利活動法人紫波みらい研究所 NPO その他 着物リメイク講座① 日詰６区公民館「ヒノヤサロン鈴の音」 紫波町 盛岡 継続

14 2020年6月12日 小沢　宗 25
奥州市市民環境部生活環境課
(大田代小学校)

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

15 2020年6月13日 大友　晃 28 岩手県立南青少年の家 公共施設 自然 ファミリートレッキング 北上市　国見山 金ケ崎町 県南 継続

16 2020年6月13日 千田　典文 35 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 本寺周辺の野鳥観察 骨寺村荘園交流館 一関市 県南 継続

17 2020年6月16日 花澤　淳 6
奥州市市民環境部生活環境課
(伊手小学校)

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

18 2020年6月19日 粒針　文子 7 新日本婦人の会 盛岡支部 パンジー班 市民団体 その他 新型コロナでどう変わる　〜　私たちの暮らしと環境　〜 よんずど 盛岡市 盛岡 継続

19 2020年6月22日 小田嶋　順一 22
和賀地区自治協議会
(和賀西小学校)

市民団体 水質 水生生物調査 鈴鴨川(開拓1号橋の下付近) 北上市 県南 継続

20 2020年6月22日 川田　昌代 16
奥州市市民環境部生活環境課
(衣川小学校)

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

21 2020年6月23日 高橋　良和 10 盛岡ペットワールド専門学校 専門学校 水質 中津川の河川調査
盛岡ペットワールド専門学校
中津川

盛岡市 盛岡 継続

22 2020年6月24日 小沢　宗 21
奥州市市民環境部生活環境課
(稲瀬小学校)

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

23 2020年6月25日 小沢　宗 17
奥州市市民環境部生活環境課
(黒石小学校)

市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立黒石小学校 奥州市 県南 継続

24 2020年6月25日 泉山　博直 14 宮古市立新里小学校 小学校 水質 自然教室 閉伊川河原(湯ったり館そば) 宮古市 沿岸 新規

25 2020年6月25日 水木　高志 55 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）
岩手県宮古市八木沢　付近

宮古市 沿岸 継続

26 2020年6月28日 川田　昌代 13 赤生津地域活性化協議会 市民団体 自然 赤生津まるごと体験塾(源氏ボタル観察の学習会)6/7更新 奥州市前沢生母字荒谷　「赤生津分館」 奥州市 県南 新規

27 2020年6月28日 吉田　偉峰 86 岩手県立県北青少年の家 公共施設 自然 プラネタリウム鑑賞デー(同日4回実施) 岩手県立県北青少年の家 二戸市 県北 継続

28 2020年6月30日 花澤　淳 18
奥州市市民環境部生活環境課
(梁川小学校)

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

29 2020年6月30日 泉山　博直 15 岩泉町立大川小学校 小学校 水質 水生生物調査 岩泉町立大川小学校 岩泉町 沿岸 継続

30 2020年7月2日 水木　高志 49 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）
岩手県宮古市八木沢　付近

宮古市 沿岸 継続

31 2020年7月3日 水木　高志 36 山田町町民課 市町村 水質 水生生物調査 山田町立豊間根小学校 山田町 沿岸 新規

32 2020年7月4日 千葉　裕 28 狐禅寺子屋(一関狐禅寺市民センター) 市町村 水質 狐禅寺子屋「狐禅寺の川や沢の水辺調査をしよう」 一関市狐禅寺市民センター(滝沢川他) 一関市 県南 継続

33 2020年7月5日 高橋　良和 16 環境マイスター紫波 NPO 自然 環境マイスター紫波スキルアップ研修会 雫石役場、雫石七ツ森付近 雫石町 盛岡 新規

34 2020年7月9日 千田　典文 41 一関市立大東小学校 小学校 水質 3年生　総合的な学習の時間「水生生物調査」 砂鉄川　流矢橋付近 一関市 県南 新規

35 2020年7月9日 高橋　良和 24 安代地域多面的機能保全組織 市民団体 水質 安比川水生生物・水質調査 安代土地改良区(安比川　荷軽井沢橋付近) 八幡平市 盛岡 新規

36 2020年7月9日 河野　豊 13 八幡平市立田山小学校 小学校 水質 総合的な学習の時間 米白川河川公園 八幡平市 県北 継続

37 2020年7月10日 小赤澤　直子 6 特定非営利活動法人紫波みらい研究所 NPO その他 着物リメイク講座② 日詰６区公民館「ヒノヤサロン鈴の音」 紫波町 盛岡 継続

38 2020年7月10日 小田嶋　順一 18 遠野市立綾織小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立綾織小学校　４年教室 遠野市 県南 継続

39 2020年7月11日 小沢　宗 29 特定非営利活動法人奥州いわてNPOネット NPO 水質 故郷の川岩谷堂人首川水生生物調査 岩谷堂地内重染寺橋付近の人首川 奥州市 県南 継続

40 2020年7月12日 千田　典文 22 骨寺村ガイダンス運営協議会 市町村 自然 須川と本寺の自然観察 骨寺村荘園交流館(若神子亭) 一関市 県南 継続

41 2020年7月16日 櫻井　則彰 19 盛岡市文化振興事業団　都南公民館 市町村 自然 親子ホタル観察講座
盛岡市都南公民館(講話)
大ケ生(現地視察)

盛岡市 盛岡 継続

42 2020年7月16日 内田　尚宏 67 盛岡市立下橋中学校 中学校 自然 第1学年　川体験にむけての講演会 盛岡市立下橋中学校　多目的ホール 盛岡市 盛岡 継続

43 2020年7月16日 中野　雅幸 18 一戸町立一戸南小学校 小学校 水質 水生生物調査 一戸南小学校校庭付近　馬淵川河川敷 一戸市 県北 新規

44 2020年7月17日 櫻井　則彰 19 盛岡市乙部地区公民館 市町村 自然 親子ホタル観察講座
盛岡市乙部地区公民館(講話)
大ケ生(現地視察)

盛岡市 盛岡 継続

45 2020年7月17日 小沢　宗 25
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） 奥州市立羽田小学校 奥州市 県南 継続
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参加人数
（実績）

主催者 区分 分野 研修会等名 派遣先 市町村  活動地域 継続･新規

46 2020年7月17日 高橋　良和 27 雫石町立御明神小学校 小学校 水質 水生生物調査 雫石町立御明神小学校そばの竜川河川敷 雫石町 盛岡 継続

47 2020年7月17日 小田嶋　順一 20 遠野市立宮守小学校 小学校 水質 水生生物調査
宮守川
遠野市宮守町下宮守　（道の駅みやもり付近）

遠野市 県南 継続

48 2020年7月17日 中野　雅幸 13 洋野町立帯島小学校 小学校 自然 海とつながろう 帯島小学校 洋野町 沿岸 継続

49 2020年7月18日 吉田　偉峰 11 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

50 2020年7月19日 川田　昌代 20 赤生津地域活性化協議会 市民団体 自然 赤生津まるごと体験塾 奥州市前沢生母字二子地内　「月山憩いの広場」 奥州市 県南 新規

51 2020年7月19日 根子　英郎 27 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

52 2020年7月21日 小赤澤　直子 7 一関市小梨市民センター 市町村 その他
令和2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）①

一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

53 2020年7月24日 田中　實 14 教育振興会川舟貝沢実践班 市民団体 水質 自然観察会（水生生物） 西和賀町貝沢地区河川公園 西和賀町 県南 継続

54 2020年7月25日 吉田　偉峰 37 特定非営利活動法人　いちのへ文化・芸術NPO 市町村 自然
親子deサイエンス図書館
～星空（ソラ）はとってもおもしろい
未来に残そう満点の星空～

一戸町コミュニティセンター　ホール 一戸市 県北 継続

55 2020年7月27日 安原　昌佑 16 盛岡市立北陵中学校　科学部 中学校 水質 科学部水生生物調査(1回目) 北陵中学校 盛岡市 盛岡 継続

56 2020年7月29日 櫻井　則彰 32 盛岡市文化振興事業団　都南公民館 市町村 自然 親子ホタル観察講座
盛岡市都南公民館(講話)
大ケ生(現地視察)

盛岡市 盛岡 継続

57 2020年7月30日 小田嶋　順一 13 遠野市立遠野小学校 小学校 水質 水生生物調査 遠野市立遠野小学校理科室、学校より徒歩10分東舘橋付近 遠野市 県南 継続

58 2020年7月30日 佐藤　喜一 9 紫波町立紫波第一中学校 中学校 水質 科学部
紫波橋　北上川河川敷 もしくは 平沢川
紫波郡紫波町桜町下川原

紫波町 盛岡 継続

59 2020年8月1日 吉田　偉峰 17 浄土ヶ浜ビジターセンター 公共施設 自然 浄土ヶ浜　星空観察会 浄土ヶ浜ビジターセンター 宮古市 沿岸 継続

60 2020年8月1日 根子　英郎 18 東和地区教育振興運動実践協議会浮田支部 市民団体 自然
毒沢川水生生物調査隊
浮田地区コミュニティ会議共催事業

下浮田地内毒沢川 花巻市 盛岡 継続

61 2020年8月1日 川田　昌代 11 平泉町立平泉小学校４区ＰＴＡ 小学校 水質 太田川　カジカ調査 平泉町　４区ふれあいセンター 平泉町 県南 継続

62 2020年8月2日 佐藤　良平 125 ＫＭＹプロジェクト実行委員会 市民団体 水質 リバースクール狐禅寺第１弾「川遊びまつりin滝沢川」 一関市狐禅寺市民センター周辺　滝沢川 一関市 県南 継続

63 2020年8月2日 高橋　良和 8 ガールスカウト岩手県第３団 その他 水質 団集会 中津川河川敷(歴史文化館前） 盛岡市 盛岡 継続

64 2020年8月3日 安原　昌佑 15 盛岡市立北陵中学校　科学部 中学校 水質 科学部水生生物調査(2回目) 北陵中学校 盛岡市 盛岡 継続

65 2020年8月3日 花澤　淳 21
奥州市　市民環境部　生活環境課
（奥州市立水沢南中学校）

中学校 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立水沢南中学校 奥州市 県南 継続

66 2020年8月4日 吉田　偉峰 36 岩手県立陸中海岸青少年の家 公共施設 自然 令和2年度マリンランド陸中自然体験①　海の子野外教室 岩手県立陸中海岸青少年の家 山田町 沿岸 継続

67 2020年8月4日 千田　典文 21 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」
赤荻字外山の里山
一関市赤荻字外山

一関市 県南 継続

68 2020年8月4日 小沢　宗 29
奥州市市民環境部生活環境課
(奥州市立水沢中学校)

市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立水沢中学校 奥州市 県南 継続

69 2020年8月4日 川田　昌代 29
奥州市市民環境部生活環境課
(奥州市立水沢中学校)

市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立水沢中学校 奥州市 県南 継続

70 2020年8月5日 千田　典文 22 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

「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

71 2020年8月5日 菅原　民子 29 古代の流れ源流「網代滝」を守る会 市民団体 水質 みずさわエコキッズ令和2年度第2回活動 小黒石自然体験交流館 奥州市 県南 継続

72 2020年8月6日 藤原　正 15 黒岩自治振興会 自治会 自然 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

73 2020年8月6日 小沢　宗 28
奥州市市民環境部生活環境課
(奥州市立江刺第一中学校)

市町村 水質 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 奥州市立江刺第一中学校 奥州市 県南 継続

74 2020年8月6日 千田　典文 13 涌津まちづくり協議会 市民団体 自然 放課後子ども教室・学びの土曜塾「自然探検と沢遊び」 いちのせき健康の森 一関市 県南 継続

75 2020年8月8日 吉田　偉峰 13
特定非営利活動法人
　　いちのへ文化・芸術NPO

NPO 自然 ごしょの自然体験「縄文の星空を体験しよう」 御所野縄文公園 一戸町 県北 新規

76 2020年8月9日 川田　昌代 34 金沢市民センター 公共施設 水質 かざFes！2020 金沢市民センター 一関市 県南 継続

77 2020年8月15日 内田　尚宏 35 特定非営利活動法人遠野エコネット NPO 自然
夏のエコキャンプ「水辺の安全講習（レスキュー法・実践
編）」

猿ヶ石川及び河川敷
遠野市附馬牛町（ふるさと村周辺）

遠野市 県南 継続

78 2020年8月15日 菊池　拓巳 35 特定非営利活動法人遠野エコネット NPO 自然
夏のエコキャンプ「水辺の安全講習（レスキュー法・実践
編）」

猿ヶ石川及び河川敷
遠野市附馬牛町（ふるさと村周辺）

遠野市 県南 継続

79 2020年8月18日 小赤澤　直子 9 一関市小梨市民センター 市町村 その他
令和2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）②

一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

80 2020年8月19日 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近く山形川と土谷川の合流地点 葛巻町 県北 継続

81 2020年8月20日 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 上郷小学校 遠野市 県南 継続

82 2020年8月21日 中野　雅幸 26 軽米町立軽米小学校 小学校 水質 水生生物による水質調査
雪谷川河川敷公園
028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第4地割

軽米町 県北 新規

83 2020年8月21日 川田　昌代 2 束稲山麓地域世界農業遺産認定推進協議会 市民団体 自然
束稲山麓地域の農林業システムの映像制作に伴う動植物
撮影に係る現地指導

奥州市生母地区、平泉町長島地区、一関市舞川地区 奥州市 県南 新規

84 2020年8月24日 田村　麗丘 15 花巻市 建設部 公園緑地課 市町村 自然 市内花壇見学バスツアー 花巻市内および、まなび学園 花巻市 県南 継続

85 2020年8月25日 内田　尚宏 36 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および中津川 盛岡市 盛岡 継続

86 2020年8月25日 菊池　拓巳 36 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および中津川 盛岡市 盛岡 継続

87 2020年8月25日 泉山　博直 8 岩泉町立安家小学校 小学校 水質 水生生物調査 岩泉町立安家小学校 岩泉町 沿岸 継続

88 2020年8月25日 小田嶋　順一 50 遠野北小学校 小学校 水質 総合　水生生物学習
早瀬川　初根橋上流
〒028-0503

遠野市 県南 継続

89 2020年8月26日 内田　尚宏 35 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および中津川 盛岡市 盛岡 継続

90 2020年8月26日 菊池　拓巳 35 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および中津川 盛岡市 盛岡 継続

91 2020年8月26日 河野　豊 18 盛岡市立米内小学校 小学校 水質 水生生物調査 盛岡市立米内小学校 盛岡市 盛岡 継続
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92 2020年8月26日 千田　典文 14 一関市立弥栄小学校 小学校 水質 弥栄の環境調査隊～水生生物調査をしよう～ 一関市弥栄小学校／一関市弥栄平沢地区北沢川 一関市 県南 継続

93 2020年8月27日 大友　晃 16 盛岡市西部公民館 公民館 自然 自然環境講座（「安比高原ブナ二次林」の観察）
西部公民館　⇔　安比高原
(市公用バスで移動)

盛岡市 盛岡 継続

94 2020年8月27日 花澤　淳 13
奥州市市民環境部生活環境課
(奥州市立木細工小学校)

小学校 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 新規

95 2020年8月27日 高橋　良和 13 八幡平市立田頭小学校 小学校 水質 水生生物調査 松川中の橋付近 八幡平市 県北 継続

96 2020年8月27日 泉山　博直 4 岩手県立葛巻高等学校 高校 自然 野生の動植物の保護についての学習会 岩手県立葛巻高等学校（２階演習室か勇往会館） 葛巻町 県北 継続

97 2020年8月28日 内田　尚宏 92 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

98 2020年8月28日 佐井　守 90 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

99 2020年8月28日 菊池　拓巳 92 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

100 2020年8月28日 加藤　直子 82 大槌町立　大槌学園 小学校 水質 水生生物による水質調査
大槌町立　大槌学園
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割71番9号

大槌町 沿岸 継続

101 2020年8月28日 臼澤　良一 82 大槌町立　大槌学園 小学校 水質 水生生物による水質調査
大槌町立　大槌学園
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割71番9号

大槌町 沿岸 継続

102 2020年9月1日 千田　典文 12 一関市　厳美市民センター 公民館 自然
厳美市民センター女性教育事業「いきいき生活塾」環境学
習講座

一関市厳美市民センター 一関市 県南 継続

103 2020年9月1日 川田　昌代 21 一関市立花泉小学校 小学校 水質 水生生物による水質調査 金流川(一関市立花泉小学校) 一関市 県南 継続

104 2020年9月1日 内田　尚宏 17 金ヶ崎町立西小学校 小学校 水質 水生生物調査 金ヶ崎町立西小学校 金ケ崎町 県南 継続
105 2020年9月2日 千田　典文 19 一関市立室根西小学校 小学校 水質 川へ行こう 室根西小学校 一関市 県南 継続

106 2020年9月2日 高橋　良和 10 盛岡ペットワールド専門学校 専門学校 水質 中津川の水生生物調査
盛岡ペットワールド専門学校
および中津川

盛岡市 盛岡 継続

107 2020年9月3日 内田　尚宏 117 岩手大学教育学部附属小学校 小学校 水質
総合的な学習の時間　『加賀野大研究』「わたしたちの中津
川」

中津川の川原（富士見橋～上の橋） 盛岡市 盛岡 継続

108 2020年9月3日 菊池　拓巳 117 岩手大学教育学部附属小学校 小学校 水質
総合的な学習の時間　『加賀野大研究』「わたしたちの中津
川」

中津川の川原（富士見橋～上の橋） 盛岡市 盛岡 継続

109 2020年9月3日 佐井　守 117 岩手大学教育学部附属小学校 小学校 水質
総合的な学習の時間　『加賀野大研究』「わたしたちの中津
川」

中津川の川原（富士見橋～上の橋） 盛岡市 盛岡 継続

110 2020年9月4日 臼澤　良一 58 大船渡市立猪川小学校 小学校 水質 水生生物調査 猪川小学校付近　立根川　轆轤石橋付近 大船渡市 沿岸 継続

111 2020年9月4日 加藤　直子 58 大船渡市立猪川小学校 小学校 水質 水生生物調査 猪川小学校付近　立根川　轆轤石橋付近 大船渡市 沿岸 継続

112 2020年9月4日 佐藤　喜一 68 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」(総合的な学
習)

赤石小学校 紫波町 盛岡 継続

113 2020年9月4日 川田　昌代 15 胆沢平野土地改良区 市民団体 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

114 2020年9月5日 本多　サト子 10
いわて男女共同参画サポーターの会気仙ブロック
ブロック長　滝澤ひろ子

市民団体 その他 リフォーム講習会（浴衣地等の再利用マスク作り等） 大船渡市防災観光交流センター（おおふなぽーと） 大船渡 沿岸 継続

115 2020年9月7日 大友　晃 5 岩手県立県北青少年の家 公共施設 自然
9月29日(火)開催予定の事業「レッツ！トレッキング」の職員
実地踏査

網張温泉登山口～三ツ石山～松川温泉登山口(リフト使用)
　～　三ツ石山　～  八幡平市松尾寄木松川温泉登山口

二戸市 県北 継続

116 2020年9月11日 小赤澤　直子 7 特定非営利活動法人紫波みらい研究所 NPO その他 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

117 2020年9月15日 小赤澤　直子 10 一関市小梨市民センター 市町村 その他
令和2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）③

一関市小梨市民センター 一関市 県南 継続

118 2020年9月16日 千田　典文 20 平泉町立長島小学校 小学校 水質 水生生物調査 平泉町立長島小学校 平泉町 県南 新規

119 2020年9月17日 千田　典文 9
一関市弥栄市民センター
(弥栄地区まちづくり協議会)

市民団体 自然 弥栄市民センター成人事業自然観察会 一関市厳美町照井堰用水路沿い市道 一関市 県南 継続

120 2020年9月18日 水木　高志 50 宮古市立磯鶏小学校 小学校 自然 総合的な学習の時間『八木沢川探検隊』 八木沢川（上流）　岩手県宮古市八木沢　付近 宮古市 沿岸 継続

121 2020年9月19日 吉田　偉峰 41 岩手県立県北青少年の家 公共施設 自然 プラネタリウム鑑賞デー(同日4回実施) 岩手県立県北青少年の家 二戸市 県北 継続

122 2020年9月21日 吉田　偉峰 9 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

123 2020年9月23日 佐藤　喜一 15 紫波町立上平沢小学校 小学校 水質 滝名川について調べよう 紫波町立上平沢小学校(滝名川) 紫波町 盛岡 継続

124 2020年9月24日 小赤澤　直子 8 久慈市長内市民センター 公共施設 その他 着物リメイク教室① 久慈市長内市民センター 久慈市 沿岸 継続

125 2020年9月27日 木幡　英雄 45 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③外山森林公園で森の生
き物たちを観察しよう！」

盛岡市外山森林公園 盛岡市 盛岡 継続

126 2020年9月29日 大友　晃 25 岩手県立県北青少年の家 公共施設 自然 「レッツ！トレッキング」
網張温泉登山口～三ツ石山～ 松川温泉登山口(リフト使用)
　～　三ツ石山　～ 八幡平市松尾寄木松川温泉登山口

二戸市 県北 継続

127 2020年10月4日 水木　高志 36 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 宮古市八木沢臺7地割 宮古市 沿岸 継続

128 2020年10月6日 吉田　偉峰 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星空セミナー「星空観察会～宇宙への誘
い」

国立岩手山青少年交流の家 滝沢市 盛岡 継続

129 2020年10月8日 小赤澤　直子 8 久慈市長内市民センター 公共施設 その他 着物リメイク教室② 久慈市長内市民センター 久慈市 沿岸 継続

130 2020年10月8日 千田　典文 15 一関市狐禅寺市民センター 公共施設 自然 高齢者学級千歳大学「自然観察会」 栗駒山 一関市 県南 継続

131 2020年10月12日 小赤澤　直子 10 特定非営利活動法人　まぁむたかた 市民団体 その他 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 沿岸 継続

132 2020年10月13日 吉田　偉峰 8 山田町役場　復興企画課　地域おこし協力隊 市町村 自然 オランダ島　専門家による試験宿泊キャンプ 大島（オランダ島） 山田町 沿岸 継続

133 2020年10月14日 中野　雅幸 10 洋野町立帯島小学校 小学校 自然 鮭の生態から海の環境について考えよう 有川家さけ・ますふ化場 洋野町 沿岸 継続

134 2020年10月15日 大友　晃 30 岩手県立南青少年の家 公共施設 自然 秋山トレッキング 駒ヶ岳(金ケ崎町) 金ケ崎町 県南 継続

135 2020年10月17日 木幡　英雄 10 盛岡市立みたけ児童センター 児童館 自然 親子遠足 県営運動公園 盛岡市 盛岡 新規

136 2020年10月18日 大友　晃 25 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
たきざわ自然体験セミナー「安比高原ブナの森ファミリー探
検」

安比高原ブナの森 滝沢市 盛岡 継続

137 2020年10月21日 小沢　宗 31 大和リース株式会社 岩手 支店 企業 自然 岩手県の環境学習 アイーナ 盛岡市 盛岡 新規

138 2020年10月22日 小赤澤　直子 8 久慈市長内市民センター 公共施設 その他 着物リメイク教室③ 久慈市長内市民センター 久慈市 沿岸 継続

139 2020年10月23日 藤原　由美子 36 大更コミュニティセンター 市町村 自然 大更婦人学級　第２回講座 大更コミュニティセンター 八幡平市 盛岡 継続

140 2020年10月27日 粒針　文子 40 社会福祉法人　滝沢市保育協会 保育園・幼稚園 その他 今だからこそ、必要な環境問題について学ぶ 元村保育園　ホール 滝沢市 盛岡 新規
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141 2020年10月29日 大友　晃 11 盛岡市環境企画課 市町村 自然
盛岡市環境学習講座「もりおか近郊自然歩道を散策しよ
う！」

もりおか近郊自然道「岩山散策路」岩山公園付近 盛岡市 盛岡 継続

142 2020年10月31日 吉田　偉峰 29 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 御所野縄文ＷＥＥＫ縄文の黄昏　お月見体験会 御所野縄文博物館・御所野縄文公園 二戸市 県北 継続

143 2020年11月1日 千田　典文 22 骨寺村ガイダンス運営協議会 公共施設 自然 栗駒山麓ジオパークと真湯探訪 骨寺村荘園交流館（若神子亭） 一関市 県南 継続

144 2020年11月1日 佐藤　良平 92 ＫＭＹプロジェクト実行委員会 市民団体 自然 リバースクール狐禅寺第２弾「サケの遡上観察会」 一関市狐禅寺市民センター周辺　滝沢川 一関市 県南 継続

145 2020年11月7日 大友　晃 17 盛岡広域スポーツコミッション 市町村 自然 第５回スポーツパル交流会「散策路を歩こう！」 盛岡近郊自然歩道（岩山展望台，岩山散策コース） 盛岡市 盛岡 新規

146 2020年11月12日 内田　尚宏 89 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

147 2020年11月12日 佐井　守 89 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

148 2020年11月12日 菊池　拓巳 89 盛岡市立山岸小学校 小学校 水質 中津川探検隊 盛岡市立山岸小学校及び中津川河川敷 盛岡市 盛岡 継続

149 2020年11月14日 吉田　偉峰 22 浄土ヶ浜ビジターセンター 公共施設 自然 浄土ヶ浜　星空観察会 浄土ヶ浜ビジターセンター 宮古市 沿岸 継続

150 2020年11月16日 亀山　喜作 8 三陸春風の会　岩山支部 市民団体 自然 植物観察会 盛岡市岩山 盛岡市 盛岡 継続

151 2020年11月19日 小赤澤　直子 9 特定非営利活動法人　まぁむたかた 市民団体 その他 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 沿岸 継続

152 2020年11月23日 粒針　文子 9 高齢者と家族の防災を考える会 市民団体 自然
これからの食を大事にする学び　その1　〜伝統食が守って
きた自然環境と身土不二のあり方〜

プラザおでって 盛岡市 盛岡 新規

153 2020年12月3日 小赤澤　直子 6 久保公民館　女性学級 市町村 その他 楽しくリメイク！講座 久保公民館 岩手町 県北 新規

154 2020年12月4日 吉田　偉峰 22 一戸町商工会 その他 自然 北部ブロック商工会青年部研修会
一戸商工会
(オンライン参加もある)

一戸町 県北 新規

155 2020年12月10日 小赤澤　直子 7 久保公民館　女性学級 市町村 その他 楽しくリメイク！講座 久保公民館 岩手町 県北 継続

156 2020年12月10日 吉田　偉峰 16 一戸町教育委員会　奥中山地区公民館 市町村 自然 令和2年度いちのへ町民セミナー 奥中山地区公民館 一戸町 県北 継続

157 2020年12月17日 小赤澤　直子 6 久保公民館　女性学級 市町村 その他 楽しくリメイク！講座 久保公民館 岩手町 県北 継続

158 2020年12月25日 川村　晃寛 3 盛岡市乙部地区公民館 市町村 その他 乙部地区公民館講座「クリスマスクラフト講座（仮）」 乙部地区公民館 盛岡市 盛岡 継続

159 2021年2月11日 吉田　偉峰 105 岩手県立県北青少年の家 公共施設 自然 ステラパル冬祭り(同日3回実施) 岩手県立県北青少年の家 二戸市 県北 継続

160 2021年2月14日 清水　義輝 13 高齢者と家族の防災を考える会 市民団体 自然
これからの食を大事にする学び　その2　〜岩手の自然農法
と伝統野菜〜

プラザおでって→ｱｲｰﾅ 盛岡市 盛岡 継続

161 2021年2月14日 藤原　由美子 13 高齢者と家族の防災を考える会 市民団体 自然
これからの食を大事にする学び　その3　〜自然界における
ハチの役割〜

プラザおでって→ｱｲｰﾅ 盛岡市 盛岡 継続

162 2021年2月28日 藤原　正 14 日本ボーイスカウト北上第１団 その他 自然 雪中自然観察会 古民家又兵衛 北上市 県南 新規

163 2021年3月2日 若生　和江 24 盛岡地方生活研究グループ連絡協議会 市民団体 その他 盛岡地方生活研究グループ連絡協議会研修会 八幡平市農民研修センター第１研修室 八幡平市 盛岡 新規

164 2021年3月6日 千田　典文 18 いちのせき健康の森 公共施設 自然 自然観察会「冬芽の観察会」 いちのせき健康の森 一関市 県南 継続

165 2021年3月12日 菅原　省司 34 宮古市環境生活課環境保全係 市町村 温暖化 「海の温暖化」のこと知っていますか 宮古市役所市民交流センター２階多目的ホール 宮古市 沿岸 新規

166 2021年3月14日 櫻井　則彰 25 ガールスカウト岩手県連盟 その他 その他 スキルアップ集会 SDGsについて
さくらホール
オンライン(zoom)

盛岡市 県南 新規

167 2021年3月20日 若生　和江 10 笑いのたねプロジェクト 市民団体 その他 ワラタネ食堂 ワラタネスクエア 北上市 県南 新規

168 2021年3月26日 若生　和江 50 花巻農業協同組合　女性部 公共施設 その他 SDGsの講演について JAいわて花巻 本店 営農指導拠点センター 花巻市 県南 新規

169 2021年3月27日 櫻井　則彰 11 川上塗装工業(株) 企業 その他 社内研修(SDGｓの理解を深める)
川上塗装工業(株)3F
サスティナブルスタジオ盛岡ソノツヅキ

盛岡市 盛岡 新規

170 2021年3月28日 加藤　直子 15 株式会社かまいしDMC 企業 自然 根浜海岸林再生実行委員会と地域の勉強報告会
根浜海岸観光施設
根浜レストハウス

釜石市 沿岸 新規

171 2021年3月28日 臼澤　良一 15 株式会社かまいしDMC 企業 自然 根浜海岸林再生実行委員会と地域の勉強報告会
根浜海岸観光施設
根浜レストハウス

釜石市 沿岸 新規

  4,893         


