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沖館川をきれいにする会 平成２４年度活動記録 
（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

イベント画像 記  事 

 

１．5/28 加川会長から寺嶋会長へバトンタッチ 

総会(出席：53 名)に於いて、これまで会長を務めてこられた加川氏

が顧問に退き、代わってこれまで副会長を務めてこられた寺嶋氏が

会長に推薦され、全会一致で承認されました。 

 寺嶋新会長の力強い就任のご挨拶がありました。 

 この他、新たに副会長には菅原前監事、監事に福士沖館第三町会町

会長が就任しました 

 

２．6/18 第１回役員会が開催されました 

  6～7 月の事業実施内容と期日、役員対応予定の確認他の打合せを行

いました。 

  また、会則の改定を次年度総会で行うことを確認しました。 

   出席者：加川顧問、寺嶋会長、新谷副会長、阿部副会長、菅原副会

長、片岡監事、福士監事、鳴海常任理事、高畑常任理事、川合常任

理事、木村常任理事、飯田常任理事、 成田事務局長、當麻事務局次

長、三戸事務局次長（15 名出席） 

 

３．平成 24 年度の活動がスタートしました！！ 

6/21 東青地域県民局地域整備部（幸畑字唐崎）へ出向き、「沖館川

をきれいにするための諸要望をさせていただきました。 

（川の浚渫、不法係留ボートの撤去、川岸堤の取り払い等を要望） 

東青地域県民局地域整備部：倉谷部長、伊藤河川砂防施設課長(副参

事)、鳴海副課長(主幹)に対応していただきました。 

当会：秋村市議、寺嶋会長、阿部副会長、菅原副会長、三戸事務局

次長の 5 名 

 

４．青森市環境部(柳川庁舎)への要望書提出 
6/22 青森市環境部へ出向き、「沖館川をきれいにするための諸要

望をさせていただきました。 
（家庭・工場等の下水道未転換の早期根絶、簡易浄化槽の水洗化

への行政指導の徹底等を要望） 
市側：木村次長、米沢氏、佐藤氏、村口氏（参事）、小堀氏、 
秋村氏に対応していただきました。 
当会：斉藤市議、山本市議、藤田市議、寺嶋会長、阿部副会長、

福士監事、三戸事務局次長の 7 名 
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イベント画像 記  事 

 

５．庁県土整備部（本庁）への要望書提出 

6/25 県庁県土整備部長への要望賞提出後、河川砂防課にて具体的

な内容の確認と対話をさせていただきました。 

（東青地域県民局と同内容の要望） 

県土整備部：成田部長に対応していただきました。 

当会：伊吹県議、寺嶋会長、阿部副会長、福士監事、 成田事務局

長、三戸事務局次長の 6名 

 

６．県庁県土整備部河川砂防課での対話 

6/25 県庁県土整備部 河川砂防課にて具体的な内容の確認と対話

をさせていただきました。 

県土整備部：白川河川砂防課長、今課長代理、笹総括主幹に対応し

ていただきました。 

当会：伊吹県議、寺嶋会長、阿部副会長、福士監事、 成田事務局

長、三戸事務局次長の 6名 

画像なし 

７．第１回クリーン作戦時の作業区域表示標識(Ｔ字型)設置 

6/25 各町会、沖館川を考える会、青森市森林博物館、東北森林管

理局の作業区域表示標識（Ｔ字型）設置 

寺嶋会長、福士監事、成田事務局長、三戸事務局次長の 4名で実施。 

画像なし 

８．沖館小学校への表敬訪問 

6/28 小形校長先生、湯沢教頭先生に役員交代のご挨拶をし、懇談

させていただきました。 

当会からは、寺嶋会長、福士監事、三戸事務局次長の 3 名で訪問。 

画像なし 
９．ＥＭ投入作戦への参加協力依頼 

  6/28 「海の日」に相野橋からＥＭ投入作戦への参加協力依頼を、

沖館川をきれいにする会役員並びに会員宛てに行いました。 

画像なし 

10．6/30 会報「なでしこ」 第 18 号発行 

  平成 24 年度定時総会と役員体制について、また、6月 2 日（土）“な

でしこ花壇”に苗の植え付けと遊歩道の 清掃活動について報告し

ています。 

 
画像なし 

11．沖館中学校への訪問 

7/2 櫻庭校長先生に役員交代のご挨拶をし、懇談させていただきま

した。 

当会からは、寺嶋会長、成田事務局長、三戸事務局次長の 3名で訪

問。 
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イベント画像 記  事 

 

12．7/5 沖館小学校 4 年生児童の課外授業への外部講師 

  小学校からの要請に応え、寺嶋会長課外授業の講師を務めました。 

   テーマ：「沖館川をきれいにするためには」 生徒数 131 名。 

   当会：寺嶋会長、三戸事務局次長の 2 名で対応。 

13．「海の日」に相野橋からＥＭ投入作戦を実施 

7 月 16 日（海の日）、海や水への感謝をこめた環境浄化イベント 

  「全国一斉 EM 団子・EM 活性液投入～EM で海・河川の浄化～」（U-net 主催）の一環で当会も参加したものです。

当日はあいにくの雨で参加者も昨年に比べると少なかったのですが、それでも２０名参加でした。 

   EM 団子・液は、株式会社 EM 研究機構が提供しているようです。EM 研究機構に関しては、「EM 菌について」のペ

ージでご確認ください。全国一斉と云っても主催者の掲げるスローガンであり、実際は参加している地域・団体

は全国に散在しているのが実態です。 

   当日は里村市議会議員（ＥＭエコーインストラクター）の挨拶の後、相野橋の上流側へＥＭ活性液(500ℓ)、ＥＭ

団子(550 個)の投入を行いました。 

   当会としても、有用微生物群（ゆうようびせいぶつぐん、EM、Effective Microorganisms）の効用に関する賛否

の声に耳を傾けつつ、少しでも川をきれいにしたいとの思いで会員に参加を呼びかけて来たところです。 

   なお、今後は投入効果の確認を行っていく必要を感じておりますので、確認の方法について検討することといた

しました。  

   ＥＭ団子の投入場所については判っているので、水質検査地点の見直しや、出来るだけ公平・客観的に判断でき

るようサンプル地点毎の写真を定期的に撮影するなどして比較し、公表して参りたいと考えております。 

 

14．7/8 第１回クリーン作戦実施 

  平成２４年度 第１回目のクリーン作戦が実施されました。（相野橋

～ベイ大橋間の沖館川土手）関係各町会・沖館川を考える会・青森

市森林博物館・東北森林管理局のご協力に感謝申し上げます。 

  除草作業の様子を伝える写真を左に紹介させて頂きます。 

   7/15 第１回クリーン作戦は 14 団体が参加し概ね終了しました。 

   7/17 作業区域表示標識（Ｔ字型）撤去。 

   7/18 今回のクリーン作戦で出た刈り草、ゴミ類が７箇所から撤去 

      されたのを確認 

 

画像なし 
15．7/20 会報「なでしこ」 第 19 号発行 

  寺嶋会長の会長就任の挨拶、6/21～6/25 の行政機関への要望につ

いて、沖館川クリーン作戦実施状況について報告しています。 
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イベント画像 記  事 

 

16．7/30 ホームページの内容検討のため役員会開催 

  かねてより制作中であった当会のホームページが最終段階に入っ

たことから、公開前に内容の確認をするために開催されたもので

す。 

   確認の結果、一部の内容については会則の改正が必要となるとの判

断から、今後会則の改正に向けた検討を行い次回の定時総会に諮り

承認された後、追加処理することとなりました。 

   前向きな意見と慎重な討議がなされました。 

（場所：沖館市民ｾﾝﾀｰ ２Ｆ小会議室 13：00～15：10） 

 

17．８／１ ホームページを公開しました！！ 

 「沖館川をきれいにする会」のホームページが完成し公開されました。 

  今後とも会および会の活動に関わる情報を積極的に公開して参りま

す。 

  また、関係団体の活動紹介写真など当ホームページを活用して、活

動の報告・伸展のために活用して頂くようお願い申し上げます。 

  掲載したい情報がある場合は、事務局までご連絡ください。 

画像なし 

18．8/9 敬老会名簿への広告掲載についての役員打合せ実施 

会発足１０年の節目の年であること、活動情報をホームページを活用して公開できるように

なったことから、地域の皆さまに協力への感謝とホームページのアドレス情報をお知らせす

るため「青森市沖館地区社会福祉協議会」が発行する第 59 回 敬老会 名簿に当会として広告

を出す件について打合せ、内容確認の結果、一部追記することで承認されました。（右欄の pdf

ファイルがその内容です） 

出席：寺嶋会長、福士監事、成田事務局長、三戸同次長 

打合せに先立ち、アウガ４F のアイ・プラザにてネットサーフィンの仕方について講習を行い

ました。 

（場所：アウガ４F アイ・プラザ 19:30～21:00） 

 

画像なし 

19．8/20 会報「なでしこ」 第 20 号発行 

7/16 海の日に相野橋で EM 活性液・EM だんごの投入作戦実施 

   8/1 「沖館川をきれいにする会」のホームページ一般公開開始 

       ホームページ（ＨＰ）のトップページ紹介（一部） 

       今回は、ＨＰ公開の周知を目的に関係各町会内で回覧できるよう組・班分の部数をお配

りしました。 

画像なし 

20．第２回クリーン作戦実施に伴う除草区分標識設置 

9/24 沖館川（相野橋～ベイ大橋）土手に第２回クリーン作戦実施に伴う除草区分標識を設置

しました 

９月１７日実施の予定でしたが、敬老会のため延期しておりました。標識設置と同時にクリ

ーン作戦実施個所を確認したところ、森林博物館横と東北森林管理局青森事務所横について

は除草作業を終了しておりました。なお、沖館第三町会と大福町会の分担部分についても除

草して頂いておりましたので、明年度に沖館第三町会と大福町会の分担個所を再考すること

と致しました。（現在、西上古川第二町会の分担となっている沖館橋～田橋間を分担して頂く

ことで町会と交渉させて頂く予定） 

対応者：寺嶋会長、福士監事、成田事務局長、三戸同次長 
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イベント画像 記  事 

 

大福町会 久慈さんと町会勇士 

 

清掃活動中の寺嶋会長 

 

ベイタウン町会の皆さんです 

 

大福町会の皆さんです 

21．第２回クリーン作戦実施 

１０月７日(日) 平成２４年度 第２回目のクリーン作戦が実施さ

れました。（相野橋～ベイ大橋間の沖館川土手） 

関係各町会・沖館川を考える会・青森市森林博物館・東北森林管理

局のご協力に感謝申し上げます。 

天気に恵まれ秋晴れの中、切島町会をはじめとして相野橋～ベイ大

橋間の沖館川土手の草刈りと美化に取り組んで頂きました。各町会

の皆さまの地域環境に対する思いが、日頃土手の散策をしている方

や周辺の皆さまに伝わるよう願ってやみません。 

川には鴨が羽根を休め、小魚やボラ等の魚が泳ぎまわっていまし

た。土手に花を植えている町会や個人もあり、散策する人達に川面

の揺らぎと共に憩いを提供して下さっております。 

森林博物館横は木陰もあり、ゆっくり川の流れを眺めて心をリフレ

ッシュしてみてはどうでしょう。 

 

沖館第四町会の皆さんです 

 

   沖館第二町会の皆さんです 

 

沖館川を考える会の皆さんです 
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イベント画像 記  事 

 

切島町会の皆さんです 

21．第２回クリーン作戦実施(つづき) 

 

 

挨拶する寺嶋会長 

 

 

 

22．2 月 18 日 会則改正討議のための役員会が開催されました！！ 

昨年は当会発足 10 年の節目の年でしたが、昨今の環境の変化に対応

するため会則の見直しを行うこととしておりました。 

   事前に一部メンバーで改正素案を作成して準備し、去る２月１８日

(月)の役員会で素案を基に具体的な改正案作成のための討議を行い

ました。 

 ◇場所：沖館市民センター ２Ｆ中会議室（Ｂ）11 時～14 時 

  ＜出席者＞ 

   寺嶋会長 

   阿部副会長（出町町会町会長） 

   菅原副会長（中央富田町会町会長） 

   鳴海常任理事（西部 2 区会長） 

   木村常任理事（西部 4 区会長） 

   飯田常任理事（切島町会町会長） 

   片岡監事（元市民センター館長） 

   福士監事（沖館第 3町会町会長） 

   成田事務局長 

   三戸事務局次長 

 

   検討は、役員会メンバー１５名中１０名の出席を得て、活発な意見

交換を行いました。時間の関係で一部項目について十分な確認がで

きませんでした。 

   このため、最終確認と今回都合により出席できなかった役員への説

明を行うため、４月１日（月）に再度役員会を開催することとなり

ました。 

   平成 25 年 4月 1日(月)於：沖館市民センター２Ｆ小会議室 

 11 時～15 時 
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イベント画像 記  事 

 

23．2 月 18 日 会則改正討議のための役員会（つづき） 

 

 

講義中の寺嶋会長 

 

大勢の児童たち 

 

開講挨拶する寺嶋会長 

24．3 月 21 日 沖館小学校で課外授業が行われました！！ 

◇平成２５年３月２１日（木）９：００～１０：００ 

  沖館小学校 １階会議室で、「沖館川と環境について」の課外授業が 

 行われました。参加：４学年児童 約１３０名 

◇沖館川をきれいにする会より寺嶋会長と三戸事務局担当が参加し、義 

 を行いました。 

◇当日は、配布した資料の他にプロジェクタを使用して視覚に訴えなら 

 授業をさせて頂きました。 

◇授業内容は、沖館川の歴史、水系、状況、青森県の取り組み、沖館 

  川をきれいにする会の取り組み状況等々について、お話させて頂きし 

 た。 

◇生徒の皆さんには、熱心にお話を聞いて頂きました。 

◇これをきっかけに、これまで以上に憩いの場・ふるさとの川として沖 

館川の環境美化・水質改善にも興味を持って頂ければ幸いです。 

◇校長先生を始め教頭先生、学年主任の先生、副学年主任の先生、各 

 学級担任の先生方の環境教育に対する熱意が感じられ、寺嶋会長も 

 感激しておりました。 

◇反省点：資料は既存のＰＤＦファイルとワード文書でしたが、スクリ 

ーンサイズを十分に生かしたものとするためにはパワーポイントを使 

用して制作する方が良かったと感じました。次回は、改善して対応し 

たいと思います。 

◇沖館小学校様より丁重なお礼のお手紙を頂戴致ししました。4/1 の役 

員会の場で寺嶋会長より報告しております。 

 

参加された児童の感想文が同封されておりましたので PDF 化して 

活動記録（過年度）に掲載しております。 

「2013.3.21_沖小児童感想文.pdf」 
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イベント画像 記  事 

 

 

 

 
役員会開催理由説明をする 

成田事務局長 

25．4 月 1日 会則改正討議のための役員会が開催されました！！ 

◇２月１８日に引き続き２回目の役員会が沖館市民センターで開催致し

ました。 

 ◇場所：沖館市民センター ２Ｆ小会議室 11 時～14 時 

  ＜出席者＞ 

   寺嶋会長 

   阿部副会長（出町町会町会長） 

   菅原副会長（中央富田町会町会長） 

   川合常任理事（浪館浅井町会長） 

   飯田常任理事（切島町会町会長） 

   福士監事（沖館第 3町会町会長） 

   成田事務局長 

   三戸事務局次長 

 

◇今回は、前回討議結果の確認と残った項目についての討議を行いまし

た。主な討議対象は細則作成に関わる具体的な内容と記述についてで

した。 

◇今回で、会則の改正と細則の修正・作成について成案ができました。

今後、平成２５年度の総会に諮り承認して頂き、発効させたいと存じ

ます。 

 ※今回もプロジェクターを活用して、紙の資料は最小限にとどめまし

た。 

  スクリーンでの視認性向上のため、パワーポイントを活用しました。 

 

ここまでを平成 24 年度の活動とさせて頂きました。 
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時系列活動記録 

・ ５月２８日 定時総会開催：加川会長から寺嶋会長へバトンタッチされました。 

・ ６月１８日 第１回役員会が開催 

・ ６月２１日 東青地域県土整備部への要請文提出 

・ ６月２２日 青森市環境部(柳川庁舎)への要望書提出 

・ ６月２５日 県庁県土整備部長へ要望書提出 

・ ６月２５日 第１回クリーン作戦時の作業区域表示標識(Ｔ字型)設置 

・ ６月２８日 沖館小学校へ表敬訪問 

・ ６月２８日 「海の日」に相野橋からＥＭ投入作戦への参加協力依頼を、沖館川をきれいにする会役員並びに 

会員宛てに行った。 

・ ６月３０日 会報「なでしこ」第１8 号発行。 
・ ７月 ２日 沖館中学校へ表敬訪問 
・ ７月 ２日 沖館小学校 4 年生児童の課外授業への外部講師派遣 
・ ７月 ８日 第１回クリーン作戦が実施されました。（実際の実施期日は町会・団体で前後しております） 
・ ７月１６日 （海の日）にＥＭ投入作戦が実施。（相野橋にて、参加２０名） 
・ ７月２０日 会報「なでしこ」第 19 号が発行。 
・ ７月３０日 ＨＰでの情報公開に先立ち、内容検討のため役員会開催。 
・ ８月 １日 「沖館川をきれいにする会」のホームページ一般公開。 
・ ８月 ９日 敬老会名簿への広告掲載に関する打合せ他を実施。 
・ ８月２０日 会報「なでしこ」第 20 号発行されました。 
・ ８月２９日 東青地域県民局県土整備部河川砂防施設課へのサポーター活動連絡票他提出資料について確認 

実施。 
・ ９月 １日 ＨＰ サイトマップレイアウト他見直し。 
・ ９月 １日 定期水質検査実施 
・ ９月 ３日 東青地域県民局県土整備部河川砂防施設課へ第 2 回クリーン作戦に関わる活動連絡票、参加者 

名簿提出。 
・ ９月 ４日 東青地域県民局県土整備部河川砂防施設課よりポリ袋・軍手をサポーター活動用として支援を 

受けた。 
・ ９月 ４日 支援資材を第 2 回クリーン作戦実施案内とともに関係個所（１４個所）へ配布。 
・ ９月 ４日 支援資材を第 2 回クリーン作戦実施案内とともに関係個所（１４個所）へ配布。 
・ ９月２４日 沖館川土手除草分担区分標識を設置。 
・ ９月２４日 ベイ大橋～沖館橋間は、東北森林管理局青森事務所様と森林博物館様で除草実施済確認。 
・１０月 ７日 第２回クリーン作戦が実施され、関係する殆んどの町会がこの日草刈りと清掃活動実施。 
・１０月 ９日 東青地域県民局県土整備部河川砂防施設課へ第 2 回クリーン作戦に関わる活動実施報告書、 

ゴミ集積場所案内図を提出。 
・１０月１４日 沖館川土手除草分担区分標識を撤去。 
        なお、富田・中央富田町会の除草区分の見直しを行った。 
・１０月２０日 会報「なでしこ」第２１号発行。 
・１０月３１日 （株）トラスト・メイト様 会の趣旨に賛同されご寄附頂きました。 
・１２月 ８日 Ｕ‐ネット主催の比嘉照夫教授講演会で寺嶋会長が「沖館川をきれいにする活動について」 
         事例発表（会発足の経緯～現在までの活動状況）：里村市議要請に対応 
・１２月１７日 役員会開催（会則改正に向けた打合せ） 
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・  １月 ７日 役員会開催（会則改正に向けた打合せ） 
         ２月１８日（月）沖館市民センターにて改正案作成打合せのための役員会開催を決定。 
・  ２月１８日 会則改正に関わる役員会開催（出席者：１０名）。 
・  ３月２１日 沖館小学校４学年児童に対する「沖館川と環境について」の課外授業に講師として参加。 
・  ３月２１日 午後「平成 24 年度青森県循環型社会形成推進功労者等表彰及びもったいない・あおもり県民 

運動推進会議表彰並びに受賞者発表会」に出席。（寺嶋会長、事務局：三戸） 
・  ４月 １日 沖館市民センターにおいて、会則改正及び細則作成に関わる役員会開催。 


