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ヒサカキ

携帯からもＨＰを
ご覧いただけます。

甲山自然学習館は国内
産のスギを使ったエコハ
ウスです。ソーラーシステ
ムによる暖房設備、地中の
冷たい空気を利用する夏
の冷房設備、雨水タンクな
どいろいろな工夫がされ
ています。

家族で甲山を楽しもう！
ゆっくり、自然が楽しめる！

「冬の甲山でバードウォッチング」
冬の澄んだ空気の中で甲山をハ
イキングしながら野鳥を観察しま
しょう。

参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 : 2月3日(月)
持ち物：水筒、タオル、
双眼鏡（持っている方）
※双眼鏡は1つ300円で貸し出し有。

「早春の昆虫ウォッチング」
3月9日（日）
昆虫たちは冬の間どのように過
ごしているのかな？ 朽木や落ち葉
の中を探してみましょう。

参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 : 2月19日(水)
持ち物：水筒、タオル、
片手ぐわ（持っている方）

春の仁川はどんな生きものたち
が生活しているかな？
この時期に見られる生き物を観察
してみよう。

■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。

●時間 ：10：00～11：30
参加費：100円（保険・資料代）
集合：甲山自然の家
締切 :3月5日（水）
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。

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）

●申込み：はがき、またはFAXで、

冬は歩くとホカホカあったかくなりますよ！
後の木々の間から「チッ

葉っぱの落ちた
エナガ

チッ」「ツツピー」など鳥の声も！

バードウォッチングには最適！

さぁ

出かけましょう！

そして、甲山自然学習館でひと休み！

甲山や自然についての展

←年に何回かは雪が
積もる甲山。
銀世界の仁川広河原

示や本があり、「いきもの情報」もわかります！

夏休み中のご利用は、団体は抽選を行います。申し込み要綱につ
いては、甲山自然の家にお問い合わせください。ホームページ
（http://kabuto.leaf.or.jp/）からもダウンロードできます。
＜市内の団体は＞要綱参照の上、往復はがきに必要事項を明記し、
甲山自然の家まで
1 月 15 日（水）必着。
＜一般個人は＞１月２７日 ( 月）9:00 ～ お電話で受付けます。

４．電話、FAX番号

＊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

対象に10月下旬から計5回（１回は雨天中止）開かれました。このプ
ログラムはフコク生命、生活協同組合コープこうべ、西宮市・NPO法
人こども環境活動支援協会が共同で企画したものです。

11月17日（日）、この季節にしては暖かい晴天の中で

11月26日は1～6歳の親子15組が紅葉の始まった社家郷山の森の

スタート。甲山の南斜面にある神呪寺さん所有の農地でサ

中を親子で散歩したり、いろいろな葉っぱやどんぐりを拾ったり、石

ツマイモを収穫。無農薬で作られたサツマイモの規格外の

を見つけたり、ゆったりと森を楽し

大きさに子どもも大人も大喜びでした。農地ボランティア

みました。
甲山農地でとれた野菜を使い昼食
を作ったプログラムでは、「ふだん

ぎり・焼きいもを作りました。焼きいも＆おにぎりづくり

あまりごはんを食べない子どもが

ではボランティアで参加した神戸女学院大学農業研究会の

『おかわり』をしました。」という

学生5人がポイントをレクチャーしてくれました。子ども
手伝いもしっかりしてくれました。

うれしい感想も聞かれました。
町中からスグ！の「森」が
楽しめる！ 社家郷山キャンプ場！

が遊びに来てくれました。「みやたん」登場で子どもたち
は大はしゃぎ、一緒に記念撮影もできてよかったね。
「西宮産の安心安全なサツマイモをふんだんに使った昼
食を甲山の自然の中でいただき、満腹・満足！」とご感想
を頂きました。

みんなで
守ろう！
西宮の湿
原！
甲山湿原にいる
ヒメタイコウチは
とってもめずらしい
水生昆虫なんです！

西宮市の天然記念物に指定されている甲山湿原の

申込み：はがき・またはFAXにて必要事項
（参加者全員の氏名・年齢・住所・TEL／FAX）をご記入の上、
甲山自然の家・落ち葉かきボランティア係りまでお申込み下さい。
連絡先 西宮市立甲山自然環境センター
〒662-0001 西宮市甲山町67番地 TEL・FAX/0798－72－0037

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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五ヶ池

宝塚・逆瀬川方面→

年末年始（12/29 ～ 1/3）
■料金 一人 100 円（市内在住）
祝日を除く火～金（夏休みを除く）
■利用時間
■予約申込み期間
<2 人以上で利用 >
日帰り利用
市内在住の方：●夏休み以外分——６ヵ月前～２週間前
入所 9:30 ～ 11:30
●夏休み分—HP 夏休み抽選方法をご覧ください 宿泊利用
市外在住の方：●通年——５ヵ月前～２週間前
入所 9:30 ～ 16:00
■〒662-0006 西宮市越水字社家郷山１－１１９
退所はともに 16 時
TEL&FAX 0798-72-2682（土・日・月・祝）
（夏休みは 15 時）
TEL&FAX 0798-72-0037（火～金）

仁川

アガペ甲山病院

▲
神呪寺
卍

北山貯水池
北山公園
北山緑化植物園

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

西宮甲山高校

■休場日

かぶとやま荘

甲山大師

甲山自然の家と甲山キャンプ場は 施設集中メンテナンスのため休館となります。

期間：2014 年 2 月 3 日 (月) ～ 2 月 21 日 (金）

甲山で遊ぼう屋
農地でサツマイモ堀と野外調理

昼食中には嬉しいハプニング！！なんと、「みやたん」

2月1日（土）10:15-15:00 予備日 2日（日）

の光があたるようにする重要な作業です。

「ちびっこと新ママ・パパのための森の子育て」が就学前の乳幼児

〒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

日時：1月25日（土）10:15-15:00 予備日 26日（日）

出し、湿原内の富栄養化を防ぐと共に、地表に太陽

環境学習都市宣言 10 周年記念事業

たちはお姉さんの指導で普段しなかったというお料理のお

ィア募集

葉かきを行います。湿原に堆積した落葉などをかき

社家郷山で
＜もりの子育て＞イベントが開かれました

（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）

ボランテ

「チーッ」
カワセミ

った後、甲山キャンプ場に移動。みんなでさつま汁とおに

３．住所

「オキクニジュウシ」
（お菊二十四）

氏名、年齢

＊西宮市の小学生はエコカード、在住在勤の中学生以上の市民の方は
市民活動カードをお持ちください。エコスタンプを押印します。

保全活動の一環として、今年度で8年目となる落ち

イカル

さんにサツマイモについて植え方や特徴などを教えてもら

お送りください。

＜利用期間＞平成 26 年 7 月 19 日（土）～ 平成 26 年 8 月 31 日（日）

休館のおしらせ

ルリビタキ

夏の山歩きは、緑が美しい！ですが、汗ダクダク！

１．ご希望のプログラム、日程 ２．参加者全員の
を明記の上、各回締切日までに下記申込み先へ

夏休みのご利用について

湿原落ち葉かき

寒い冬に外に出るのはチョット…という方も多いのでは？

「ヒッ ヒッ」

申込み

＊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。

「春の仁川で生き物発見」
3月27日（木）

「ツリリリ」

お待ちしています。

甲山エコひろば
2月22日（土）

「ジュリ、ジュリ」

冬こそ甲山でハイキング！

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

＊駐車場は施設利用者の
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。

