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甲山エコひろば甲山エコひろば 午前中などの日帰りのプログラムで、
気軽に自然体験できるコースです。

甲山バードウォッチング

冬の昆虫ウォッチング

春の仁川で生きもの発見

●各回定員 ：20名程度

　　　　　　　（応募者多数の場合は抽選）

●申し込み：はがき、またはFAXで、

　　　１．ご希望のプログラム　２．参加者全員の

　　　氏名、年齢　３．住所　４．電話、FAX番号

　　　を明記の上、各回締切日までに下記申し込み

　　　先へお送りください。

　　＊結果は締切期日以降にご連絡いたします。

■1通のお申し込みにつき1つのプログラムへ

　のご応募とさせていただきます。

■複数のプログラムをご希望の場合はその都度

　お申し込みください。

■同時にお申込みいただける人数は、最大6名

　様までといたします。

■プログラムによっては雨天の場合、中止する

　ことがありますのでご了承ください。

■小学生以下は保護者同伴

■参加費は一人の費用。３歳以下は参加費無料。

参加費：100円（保険・資料代）

集   合：甲山自然の家前

締   切 : 2月10日

持ち物：双眼鏡（有料貸出有）

2月24日（日）
この季節、甲山にはどんな野鳥が

いるかな？

3月27日（水）
春の仁川にはどんな生き物がいるか

な？　みんなでみつけてみましょう。

参加費：100円（保険・資料代）

集　合：甲山自然の家前

締　切 : 3月13日

持ち物：ぬれてもいい靴

＜甲山エコひろば　申込み方法＞

発行：西宮市立甲山自然環境センター           http://kabuto.leaf.or.jp
   　  〒662-0001兵庫県西宮市甲山町67番地   
TEL・FAX/ 0798-72-0037
企画：ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（LEAF）

■甲山自然の家・甲山キャンプ場・甲山自然学習館

■社家郷山キャンプ場

交通のご案内

阪神西宮駅発（阪神バス）
　・鷲林寺線「甲山大師前」下車　徒歩 10 分

阪急逆瀬川駅発（阪急バス）
　・かぶとやま荘行「かぶとやま荘」下車　徒歩 1 分

阪急西宮北口駅発（さくらやまなみバス）
　JR 西宮・さくら夙川・阪急夙川経由
　・「かぶとやま荘」下車　徒歩 1 分

携帯からもＨＰを

ご覧いただけます。

参加費：100円（保険・資料代）

集　合：甲山自然の家前

締　切 : 2月16日

持ち物：軍手

3月2日（土）
甲山ではどんな昆虫がどんなとこ

ろで冬越しをしているかな？みん

なで探してみよう！

　埋設電線取り換え工事のため上記期間、甲山自然の家および甲山キャンプ場

を休館します。なお、自然学習館は開館しますが、車での駐車場への進入が困

難となります。 ご迷惑をかけますが、ご理解とご協力をおねがいします。

休館のおしらせ休館のおしらせ 甲山自然の家・キャンプ場甲山自然環境センター周辺の自然のようすを

　＜自然学習館ブログ＞で ご覧いただけます！

http://kabutoyama.blogspot.jp/

期間：平成 25（2013）年２月１日（金）～２月２８日（木）

西宮市立甲山自然環境センター

〒662-0001

兵庫県西宮市甲山町67番地

TEL・FAX/0798-72-0037

（電話受付：9：00～17：00）

　http://kabuto.leaf.or.jp

（西宮市立甲山自然の家、甲山自然学習館、

　甲山キャンプ場、社家郷山キャンプ場）
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＊駐車場は宿泊者のみの

　ご利用になっています。

　ご来館は公共機関をご

　利用ください。

甲山湿原落ち葉かき　～ボランティア募集

　西宮市の天然記念物に指定されている甲山湿原の保全活動

の一環として、今年で7年目となる落ち葉かきを行います。湿

原に堆積した落ち葉などをかきだし、湿原内の富栄養化を防

ぎ地表に太陽の光が差し込む状態を作る重要な作業です。

参加希望の方は、下記申し込み先までお電話ください。

日時：① 1月19日（土）10:15～15:00
　　　② 1月26日（土）10:15～15:00(予備日 27日）
場所：西宮市立甲山自然環境センター内　甲山湿原

集合・解散：甲山自然環境センター内　甲山自然の家

　　　　　　当日公共の交通機関でお越し下さい。

対象：一般市民、小学生は保護者同伴　　　　参加費：無料

持物：弁当・水筒・軍手・あたたかい服装（汚れてもいい靴）・

　　　防寒対策必要

申込先：西宮市立甲山自然環境センター「甲山湿原落ち葉かき」係

　　　　TEL/FAX:0798-72-0037（9時～17時）

締切：1月13日（金）

社家郷山キャンプ場も楽しいぞ！
　社家郷山（しゃけごうやま）キャンプ場は、甲山の北西、 六甲山系の東端、

ちょうど入り口部に位置します。 

　仁川の上流の谷あいの北側に、みどりの屏風の ようにひろがる社家郷山。

その豊かな自然の中で、 ハイキングやキャンプを楽しむことができます。 

落葉樹の幹が青空に映える冬の社家郷山も素敵です。日帰りでアウトドア

を満喫しませんか？　甲山キャンプ場とともに、< 甲山自然環境センター >

に 属するキャンプ場です。 

■〒662-0006 西宮市越水字社家郷山１－１１９　 

　TEL&FAX　0798-72-2682（土・日・月・祝） 

　TEL&FAX　0798-72-0037（火～金） 

■休場日　年末年始（12/29 ～ 1/3）

　　　　　 祝日を除く火～金（夏休みを除く） 

■予約申込み期間　　　<2 人以上で利用 > 

　市内在住の方：●夏休み以外分――６ヶ月前～２週間前 

                       ●夏休み分――１月中旬抽選予約受付 

　市外在住の方：●通年――５ヶ月前～２週間前　 

　10 月 27 日、西宮まちたび博の一環として、社家郷山を楽しむ

イベントがありました。集合時間の 9 時は肌寒く感じましたが、準

備体操で体を温め、ダッチオーブン料理の下準備をして、ハイキン

グスタート！ハイキングでは社家郷山で見ることのできる動植物の

話や、森林整備の話などを聞きながら頂上を目指します。頂上の「馬

の背」では西宮が一望でき、参加者 28 名みんなで記念撮影を行い

ました。

　下山途中から昼食の話が出て、キャンプ場に着くころにはみんな

超空腹状態。パンにサラダ、パスタやスモークチキンなど講師の方

に教わりながらグループに分かれて調理を行いました。

社家郷山ハイキングとダッチオーブン料理
 ＆スモークアラカルト

野外調理とは思えないほどの豪華な

メニューに笑みがこぼれました！

おいしく満足！

カ
サ

コ
ソ…カサカサ…落ち葉がうたう…

　11 月 10 日、10 時の気温 16℃。甲山

周辺は紅葉が美しくなってきました。先週

から咲き始めたノジギクを見ながら仁川広

河原へ。水温は 13℃と冷たく、転ばないよ

う注意をしながら生きものさがしを開始。限られた範囲での活動ながらも

比較的たくさんの種類が見つかりました。環境省の水生生物による水質で

きれいな水 ( 水質階級Ⅰ) からややきれいな水 ( 水質階級Ⅱ) にすむ生きも

のがたくさん見つかりました。トビゲラ、カワゲラ、カゲロウ等の幼虫も

数匹観察、ヘビトンボの幼虫が見つかったのも久しぶりでした。終了間際、

観察していたゲンジボタルの幼虫がカワニナに接近し食べ始めました。な

かなか目にすることのない貴重な観察ができました。

感想・ホタルの幼虫、初めて見ました。

　　・これから甲山の自然ウォッチングに参加してみたいと思いました。

　　・また参加したいと子どもたちが言っていました。大人も楽しめ　　

　　　スタッフの方も親切で安心。

　　・ヘビトンボの赤ちゃんが見ることができてうれしい。

・今日はじめて知ったのですが、ＢＢ弾の多さにびっくりしました。みんなと楽　

　しんで参加できましたが、すごく残念なことに一部の人のモラルの低下により

　このような状態を生んでしまったこと、非常に悲しく思います。

・ＢＢ弾の多さにびっくりしました。少しでしたが、きれいになってよかったです。

・９０名もの人数で清掃したのに思ったほどきれいになっていないような気がし

　た。ショックを受けた。

・予想以上にありすぎて、拾っても拾ってもきりがなかった。

・環境をきれいにすることって大切だなと思った。良い体験をありがとうござい

　ます。

甲山エコひろば
～秋の仁川で生きもの発見～

　秋に日本にやってきて、

春に大陸へ渡っていく冬

鳥。林のふちや公園、家の

庭にも来る。オスはオレン

ジ色の腹、黒い顔。メスは

オリーブ色、尾のあたりが

オレンジっぽい。どちらも

つばさに白い模様がある。ジョウビタキ

■利用時間

　日帰り利用

　　 入所 9:30 ～ 11:30

　宿泊利用

　　入所 9:30 ～ 16:00

　退所はともに 16 時

　　　（夏休みは 15 時） 

仁川の自然を守ろう！
～自然保護地区おそうじ大作戦！～

　甲山の麓にある仁川広河原周辺は、

西宮市の条例により「仁川自然保護

地区」と定められていますが、この

地域で以前よりサバイバルゲームが

行われ、プラスチック製の弾（ＢＢ弾）

が散乱し問題となっています。

　11 月 24 日、このＢＢ弾を拾う「おそうじ大作戦！」が行われました。

参加者は、応募された市民 23 名、春風エココミュニティ会議メンバー、

甲英高等学院ハンドボール部、神戸女学院大学大学院インターン、ごみ問

題について JICA 研修を受けている大洋州研修生、環境学習・森林整備の

ボランティア、市役所職員など総勢100名。とてもよく冷える日でしたが、

地面にしゃがんで、ひたすら小さな「玉」を拾いました。

　約 1 時間で、約 3300 個入る

ペットボトルが 38 本。

約 125,400 個となりました。

感想

自然学習館の展示

　冬の昆虫についての展示や町中でもよく見られる

アオスジアゲハ、ヤマトシジミなどの標本も展示

　冬になると落葉樹が葉を落とし、森の中の様子がよくわかります。

冬鳥たちが実をついばんだり、集団で枝の間を飛び回る様子など、

いろんなところでエサを探す姿が見られます。

自然学習館でもご紹介していますので、ぜひお立ち寄りください。

みんなで湿原を守ろう！

●時間 ：10：00～11：30
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