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ね！甲山の生き
来て
も
に
の
見 甲山自然学習館

携帯からもＨＰを
ご覧いただけます。

シラサギが羽を広げたように見えるこ

クヌギが多い雑木林で
よく見られる。幼虫はク
ヌギなどの朽ち木を食
べ、その栄養状態によっ
て成虫の大きさ、大アゴ
の形状がまったく異な
る。体色も赤褐色から暗
褐色まで変異がある。

7月14日（日）24日（水）
甲山のどんなところにどんな生
きものがいるかな？
みんなでさがしてみましょう。

夏の仁川で生きもの発見
8月3日（土）28日（水）
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。

参加費：100円（保険・資料代）
集 合：甲山自然の家
締 切 : 7月14日→7月1日（月） 必着
7月24日→7月10日（水） 必着
持ち物：虫アミ、飼育ケースなど
※虫アミは1本105円で
貸し出しがあります。

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。

参加費：100円（保険・資料代）
集 合：甲山自然の家
締 切 : ８月５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。

察園」で毎年ひっそりと咲く可憐な花
です。
ていただこうと、夏休み期間中に花が
咲くように現在育てています。

参加費：100円（保険・資料代）
集 合：甲山自然の家
締 切 : 9月11日（水）必着
持ち物：虫アミ、飼育ケースなど
※虫アミは1本105円で
貸し出しがあります。

氏名、年齢

３．住所

社家郷山キャンプ場

キャンプ場から
山にどんどん登ると
な～んと！
甲山が下の方に
見え～る！！
てっぺんは、馬ノ背岩！

え付けを楽しみました。丈夫な根にするために、トマトを

時おり見ることができます。

寝かせて植える方法を教えてもらうと「知らなかった～」

コサギは「市民自然調査」で調査する
ように足の先が黄色いのが特徴です。

にしのみや

ウォッチング！

『市民自然調査』を実施します。

お送りください。

の生きものを市内の町中や水辺で探し、報告します。

西宮市立甲山自然環境センター

パンフレットは、市の環境学習関連施設（甲山自然

（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）

環境センター、環境学習サポートセンター、甲子園
浜自然環境センター、貝類館等）や

〒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

公民館、支所、図書館で入手できる
ほか、市のホームページからもダウ

飯ごうすいさん
バーベキュー

問い合わせ先

きものが水質指標になることや山・川・海のつながりのお話
を聞いた後、サバイバルゲームが行われていた現場に向かい
ました。到着すると、ゲームに使われた無数に散らばるBB弾
をみて驚きの声が上がり、皆さんのクリーン精神に火がつい
たようでした。
回収作業は 1 時間弱と短い時間でしたが、皆さんの頑張り
により、２３ ,１００粒の BB 弾が回収できました。有難うご

ンロードできます。
市内在住、在勤の皆様、ぜひご参加

ざいました。しかしまだまだ、BB 弾は拾い切れていません。

ください！

これからも継続的な活動が必要です。

甲山の北西、六甲山の東端に位置する「社家郷山」に

甲山自然環境センターでは、こうした市民の皆さんのご協

あるキャンプ場です。
「四季の道」などの散策道があり

力を得ながら甲山の自然環境が保全され、人間も含めた多く

カブトムシやクワガタムシなど生きものも、たくさん暮

の生き物が長く暮らせるエリアとして甲山周辺を残していけ

http://www.nishi.or.jp/index.html
六甲保養荘
▲

六甲山方

面

至
西宮
北

社家郷山キャンプ場は
「さくらやまなみバス」に乗って
西宮市内在住の方 1 人 100 円 （日帰り･宿泊とも）
「かぶとやま荘」で降りるとスグ！
市外在住の方 200 円 電話でのご予約が必要です。
※宿泊の方は 2 週間前からの予約が必要
入所：日帰り（午前 9:30 ～午前 11:30）
宿泊 （午前 9:30 ～午後 4:00）
退所：日帰り・宿泊とも午後 3 時まで
西宮市立甲山自然環境センター

道路

ればと考えています。

かぶとやま荘

社家郷山
キャンプ場

盤滝口

有料

■利用時間

5月25日、晴天のもと、甲山自然の家から林道を通り、仁
川広河原へハイキングをしました。参加者は広河原で川の生

調査期間は 6 月 1 日～ 10 月 31 日。40 種類

＊結果は締切期日以降にご連絡いたします。

阪急仁川駅方面→
五ヶ池

宝塚・逆瀬川方面→

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/

文
アガペ甲山病院

西宮甲山高校

甲山

鷲林寺

仁川

▲
神呪寺
卍

北山貯水池
北山公園
北山緑化植物園

甲山大師

キャンプファイヤー

西宮の自然

西宮市では、環境学習都市宣言 10 周年を記念し、

を明記の上、各回締切日までに下記申込み先へ

毎日オープンしています。ご利用は、お電話ください！

で水遊び

市民自然調査

1本に3,300粒入ります

４．電話、FAX番号

夏休みとなる 7 月 20 日 ( 土 ) ～ 8 月 31 日 ( 土 ) は

近くの沢

甲山エコひろば
「甲山ハイキングとクリーン作戦」

西宮市民の方へ！

ろがります！

■利用料金

と驚きの声が上がりました。参加者16名。

生きものの一つです。ソックスをはいている

らしています。頂上からは 360 度パノラマの景色がひ

キャンプ場では
こんなことができるよ！

農地では夏のような日差しの下、プチトマトとなすの植

細かくわかれています。町中に流れる川でも

う！

楽しも
の中で

5月18日、甲山自然の家から登山道を神呪寺めがけて
ハイキング。森の中を進み、草木や野鳥を観察しました。

右の写真は「コサギ」です。羽の先が「サギソウ」のように

１．ご希望のプログラム、日程 ２．参加者全員の

各イベントの申込み
お問い合わせ

初秋の田んぼや畑の様子を観察
してみましょう。どんな作物が育
っているかな？どんな生きものが
いるかな？

然環境センター内にある「甲山湿原観

●申し込み：はがき、またはFAXで、

初秋の甲山農地を見に行こう！
9月29日（日）

■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
●時間 ：10：00～11：30
締 切 : 8月3日→7月21日（日） 必着
午前中などの日帰りのプログラムで、
8月28日→8月14日（水）必着
気軽に自然体験できるコースです。
持ち物：ぬれてもいい靴、タモアミなど
●各回定員 ：20名程度
※タモアミは1本105円で
貸し出しがあります。
（応募者多数の場合は抽選）

夏の甲山湿原ウォッチング
8月18日（日）

とから「サギソウ」と呼ばれます。自

甲山自然学習館では、みなさんに見

夏の生きものをさがそう！

野鳥観察

生える多年草。高さが20～40cm。

ノコギリクワガタ

甲山エコひろば

森

7月～9月、日当たりのよい湿地に

サギソウ

甲山エコひろば
「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！！」

甲山自然の家
甲山キャンプ場
甲山自然学習館
兵庫県立
甲山森林公園
至 阪急甲陽園駅

交通のご案内

■甲山自然の家・甲山キャンプ場・甲山自然学習館
阪神西宮駅発（阪神バス）
・鷲林寺線「甲山大師」下車

徒歩 10 分

■社家郷山キャンプ場
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

＊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。

