
甲山では、いろんな植物や生きものを見つけることが

できるよ！見つけたものを自然学習館にある図鑑や本

でしらべることもできます。
甲山
自然環境
センター
だより

2013/4.5.6

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。

春の仁川で生きもの発見！

■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

締   切 : 4月6日→3月25日（月）必着

     　　 4月21日→4月8日（月）必着

持ち物：ぬれてもいい靴、タモアミなど

　　※タモアミは1本105円で貸し出し

　　　があります。

4月6日（土）21日（日）
　甲山近くを流れる仁川にどんな

生きものが暮らしているかな？

みんなで見つけてみましょう。

5月25日（土）
　深緑に包まれた甲山でのんびり

ハイキング。自然に感謝しつつ憩

いの場をみんなできれいにしまし

ょう。

参加費：100円（保険・資料代）

集　合：甲山自然の家

締　切 : 5月13日（月）必着

持ち物：お茶、軍手
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■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。

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/

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。

西宮市天然記念物「甲山湿原」の落ち葉かき

　今年で７年目となる甲山湿原の落ち葉かきは、湿原に落ち葉がた

まり、富栄養になるのを防ぐために行っています。1 月 19 日と

26 日に 2 回開催しました。19 日はケーブルテレビの取材があり、

地元ニュースで放映されました。26 日には神戸女学院大学農業研

究会や大学院アジア

留学生の参加もあり、

大盛況のうちに終了

しました。集めた落

ち葉は堆肥箱に入れ、

落ち葉堆肥になりま

す。里山における落

葉樹の役割り、自然

の循環を学ぶ環境学

習に活用します。

　常緑小高木。雌雄異株。

厚くつやのある葉。

　春になるとにおいのある

小さな丸い花を枝につけ

る。白い花やえんじ色の花

の も の も あ る。10 月 ～

11 月、直径 4 ～ 6mm の

丸い実が黒紫色に熟し、鳥

が好んで食べる。

甲山自然学習館

●時間 ：10：00～11：30
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甲山ハイキングとクリーン作戦

6月1日（土）
　西宮市の天然記念物に指定され

ている甲山湿原。甲山湿原の様子

を観察します。

　甲山の森をハイキングして、農地をめ

ざします。甲山農地の自然を楽しんで、

夏野菜のお話しや苗付けを体験します。

畑の土はどんな感じかな？　土にもヒミ

ツがあるよ。お家でできる育て方もマス

ターしちゃおう！

参加費：100円（保険・資料代）

集　合：甲山自然の家

締　切 : 5月20日（月）必着

持ち物：双眼鏡、ルーペなど

　　※双眼鏡は1つ300円で貸し出

　　　しがあります。

参加費：100円（3歳以下無料）

集　合：甲山自然の家

定　員：３０名

持ち物：水筒、タオル、帽子、　

　　　　軍手、ビニール袋

締　切 : 5月2日（木）必着

●申し込み：往復はがきで、

　甲山自然環境センターへ

１．プログラム名　２．参加者全

員の氏名、年齢　３．住所　

４．電話、FAX番号を明記

初夏の湿原と森の遠足

　甲山のふもと、仁川でホタルの観賞と甲山自然

環境センター内の「モリアオガエルの観察池」で

生態観察。モリアオガエルの産卵のスライドも上

映します。

参加費：100円（保険代）

集　合・解散：甲山自然の家

定　員 : 各回 30 名（15 家族）（応募多数の場合は抽選）

締　切 : 5月30日（木）必着

●申し込み：往復はがきで、甲山自然環境センターへ

　１．プログラム名、ご希望の日　２．参加者全員の氏名、　

　年齢　３．住所　４．電話、FAX番号を明記

ホタルとモリアオガエルの観察会
みんなで農地めざしてハイキング！
　夏野菜の作り方を学ぼう!!

6月14日（金）　6月22（土）

講師：足立　勲　氏

　　　　（宝塚自然保護協会、関西学院大学非常勤講師）

５月～１０月 （8 月は除く）

　（全 5 日間　10 講座）

第 1 回開講日は

５月１１日（土）10:15 ～ 15:00

参加費：2000 円
（野外調理材料費５００円別途必要）

内　容：森林・湿原保全についての講義と実習

締　切：4 月 27 日（土）必着

申し込み：はがきに住所・氏名・年齢・電話、　

　　　　　FAX 番号を明記、

　　　　　甲山自然環境センターまで

森林･湿原サポーター養成講座

こ
ん
な生きもの見つけたよ

！
ヒサカキ

　甲山周辺では 2008 年度から、NPO 法人こども環境

活動支援協会により「環境省モニタリングサイト 1000

里地調査」が行われています。植物など周辺の自然を調

査するほか、カメラを設置し哺乳類の調査もしています。

　カメラには、夜の森でいろいろな動物が行き来してい

る様子が写されていました。甲山周辺は、外来種も含め

様々な生物が生息していることがわかりました。調査結

果を自然学習館で展示しています。

　ぜひお越しください！

ハクビシン （外来種）

キツネ

アライグマ
　　　　（外来種）タヌキ

夜の森は ………

イノシシやネコがあらわれたり、

シジュウカラが飛んでいる姿も！

　ニホントカゲは、16

～ 25cm。日当たりの

よい草地や石垣でよく

見かけます。光沢のあ

る体で、小さい時は尾

が青い。ミミズや昆虫

を食べます。

　目の回りが白い

の で「メ ジ ロ」と

いいます。黄緑色。

虫、木の実やウメ

やヤブツバキなど

花の蜜をすう。

鳴き声は「チ―」、

「長兵衛、忠兵衛、

長忠兵衛」と聞こ

えるよ。

ちょうべえ　　ちゅうべえ

ちょうちゅうべえ

　家のかべにくっつい

て虫を食べている。家

を守っているみたいだ

から「家守（ヤモリ）」。

　フジやニセアカ

シヤの花によく来

る。ずんぐりした

大きなハチ。

「ブ～ン」

大きな羽音

　性質は温厚。

捕まえたりしなけれ

ば、人を攻撃してく

ることはないよ。

場　所：甲山自然環境センター

対　象：西宮市在住の 16 歳以上（在勤、在学可）

定　員：30 名（応募者多数の場合抽選）

※講座修了後、森林・湿原の保全活動に参加の意欲のある方

甲山エリアの森・湿原・自然を守ろう！

No.21

5月18日（土）10:00～12:00

初夏にさまざまな花が咲くのが楽しみです。

18:30 ～ 21:00

＊ご希望の方には野菜苗、たい肥等販売いたします。

みんながかいてくれた絵を紹介！

●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。

甲山エコひろば甲山エコひろば


