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携帯からもＨＰを
ご覧いただけます。

湿原に生えるキセルア
ザミは、赤紫色の花が下向
きにつき、キセルのような
姿です。
アサギマダラは長い距
離を移動することで有名。
ひらりひらりと舞うよう
にとびます。

キセルアザミ と アサギマダラ

甲山ハイキング &
ダッチオーブン料理とスモークアラカルト

社家郷山で遊ぼう屋
＜トレッキング & ダッチオーブン料理 ＞

10月20日（日）9:00-14:00

11月2日（土）9:00-14:00

都市近郊の里山「甲山」をガイドの説明つきで楽しく散策
します。森林整備のための取り組みも紹介！
まき割り、火起こしから里山の生活を体験し、ダッチオーブ
ンを使ったメニューや野外燻製のレクチャーで大人の野外調理
にチャレンジします。

甲山の北に位置する「社家郷山」を説明ガイドと一緒にト
レッキング。頂上の展望は 360 度パノラマの魅力ある景色で
す。まき割り、火起こしから里山の生活を体験し、ダッチオー
ブンを使ったメニューや野外燻製のレクチャーで大人の野外調
理にチャレンジします。
※登山レベルの目安は中級クラスです。

甲山で遊ぼう屋
＜農地でサツマイモ堀りと野外調理＞
11月17日（日）10:00-14:00
冬野菜の観察、サツマイモ収穫体験から普段の生活と農の
つながりを学びます。また、甲山ハイキングの後、里山の恵み
いっぱいのサツマ汁を作ります。
場 所：甲山自然環境センター
甲山周辺農地
定 員：お子さんとその保護者 30 名程度
参加費：大人 １人 １０００円
こども 1 人 中学生以下５００円（3 歳以下は無料）
締 切：10 月25日（金）必着

＜ 社 家郷 山 を 満 喫！
しっ か り 登 山と温泉でほっこり＞
12月7日（土）9:00-15:00
「甲山」から六甲山系東端「社家郷山」へ自然観察をしなが
らハイキング、五感を使って季節を楽しみます。
頂上の展望は 360 度パノラマの景色！
六甲保養荘で昼食後、温泉でほっこり！
※登山レベルの目安は中級クラスです。
場 所：甲山キャンプ場 から 社家郷山ハイキングコース
定 員：２０名（中学生以上対象）
参加費：1 人 ２8００円（食事、入浴など）
締 切：11月15日（金）必着

場 所：社家郷山キャンプ場 及び 社家郷山ハイキングコース
定 員：２５名（中学生以上対象）
参加費：1 人 １５００円（保険代、食材費など）
締 切：10月11日（金）必着

甲山で遊ぼう屋
＜里山で楽しむ木こり体験と野外調理＞
12月1日（日）10:00-14:30
森林や湿原の保全整備を体験します。森に入って整備の仕
方を学び、間伐をした後、まき割り、しいたけの収穫。お昼は、
しいたけを使ったきのこ汁を作り、「里山」を楽しみます。
場 所：甲山自然環境センター
定 員：お子さんとその保護者 35 名程度
参加費：大人 １人 １０００円（しいたけのミニホダ木付）
こども 1 人 中学生以下５００円（3 歳以下は無料）
締 切：11 月8 日（金）必着

甲山周辺をハイキングされるときは
ぜひお立ち寄りください！
昆虫や鳥、甲山のフィールドのことが

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。

申込み

参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 : 9月19日(木)
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
貸し出し有。

■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。

秋の甲山湿原ウォッチング
参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 : 10月10日(木)
持ち物：双眼鏡、ルーペなど
※双眼鏡は1つ300円で
貸し出しが有。

＊天候により、プログラム内容を変更する場合があることを
ご了承いただいた上、お申込みください。

秋の甲山ハイキングとクリーン活動
11月10日（日）
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。散乱BB弾
を拾います。

参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 : 10月25日（金）必着
持ち物：軍手、お茶

甲山周辺の木の実や自然素材を
使って、オリジナルリースを作り
ます。

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。

●各回定員 ：20名程度
（応募者多数の場合は抽選）

リースをつくろう!
11月30日（土）

●時間 ：10：00～11：30

●申込み：はがき、またはFAXで、
１．ご希望のプログラム、日程 ２．参加者全員の
参加費：100円（保険・資料代）
材料費 : 1050円
集 合：甲山自然の家
締 切 : 11月14日(木)必着
持ち物 :軍手、持ち帰り用袋

氏名、年齢

12月14日（土）

４．電話、FAX番号

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。

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター
（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）

参加費：100円（保険・資料代）

〒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

甲山産の稲わらを使ったしめ縄 材料費 :1050円
でお米の文化に触れてみましょう。 集 合：甲山自然の家

締 切 : 11月28日(木)
持ち物 : 持ち帰り用袋

原サポーター養成講
湿
・
座
林
森 甲山の自然を守る

３．住所

を明記の上、各回締切日までに下記申込み先へ

お正月のしめなわ作りに挑戦!

甲山自然環境センターには西宮市の天然記念物に指定されている湿原や、多くの
生きものを育む森林や仁川があります。森林、湿原やこの豊かな自然環境は手放し
には維持できるものではありません。

申込み

センターでは、甲山の自然を保全する管理方
法や整備技術を学ぶ森林・湿原サポーター養成

申込み方法：往復はがきにて 「イベント名、日程、参加者氏名、年齢、
性別、住所、電話 ,FAX 番号」を明記
各締切日までにお送りください。
一枚のはがきで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。
申込み先：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
＊天候により、プログラム内容を変更する場合があることを
ご了承いただいた上、お申込みください。

ー西宮市立甲山自然環境センターには甲山自然の家、甲山自然学習館、甲山キャンプ場、社家郷山キャンプ場があります。ー

甲山自然学習館

10月5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
を観察しましょう。

甲山自然環境センター主催イベント

家族で甲山を楽しもう！
ゆっくり、自然が楽しめる「甲山エコひろば」です！

秋の仁川で生きもの発見

10月27日（日）

環境学習都市宣言 10 周年記念事業

場 所：甲山キャンプ場
周辺散策道
定 員：２５名（中学生以上対象）
参加費：1 人 １５００円（保険代、食材費など）
締 切：9月27日（金）必着

甲山エコひろば

休館のおしらせ
期間：平成 26 年 2 月 3 日 (月) ～ 2 月 21 日 (金）

講座を開催しています。現在9期目の受講生が実
際に木を伐ったり手入れの方法を経験する実技
講習を受けています。
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りのいろいろ」がわかる季節展示もあ

社家郷山キャンプ場・甲山自然学習館は通常通りの営業となっ

ります！

ておりますので、是非ご利用ください。お待ちしております。
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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

甲山

鷲林寺

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

甲山大師

のため休館となります。

五ヶ池

宝塚・逆瀬川方面→

甲山自然の家と甲山キャンプ場が施設集中メンテナンス

わかります！「秋の七草」や「どんぐ

阪急仁川駅方面→

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

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。

