「なつやすみ」は
かぶとやまであそぼう！

かぶとやまのひみつ

かぞくで

森たんけんできる

「しゃけごうやま」！！

なんといっても GOOD!
しぜんの中でつくる・たべる！

No.26

社家郷山のてっぺんから
西宮を見ると…

甲山にはどんな生きものが暮らしているのかな？
みんなで探してみよう

12( 土）

場所：甲山自然環境センター
締切：6/26
参加費：100 円（保険・資料代）
持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物、虫アミ、虫かご
＊虫アミは１本 108 円で貸し出しがあります。

西宮大橋
甲山

甲山の田んぼと畑で農体験

夏の田んぼにはどんな草がはえているかな？
生きものがいるかな？
締切：7/3
場所：甲山神呪寺農地
参加費：100 円（保険・資料代）
持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物、サンダル（田んぼ移動用）

９月 23( 火・祝）

社家郷山からは
甲山や西宮の南部、大阪湾が一望！
あなたの家から社家郷山が見えますか？

一人 100 円
一人 200 円

10:15 ～ 12:45
締切：9/9
「森の整備体験」、「落ち
葉たい肥づくり」、昔して
いた「山の暮らし」を体
験してみませんか？

お問い合わせは
TEL 0798-72-0037

場所：社家郷山キャンプ場
参加費：100 円（保険・資料代）
持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物
共催：生活協同組合コープこうべ

テントをはって
夜の森をたのしめる！

町からスグなのに
森の中で「デイキャンプ」
できる！
しゃ

け

ごう

家郷山で遊ぼう
社
屋
グループでも
山・ 家族でも
みんな一緒に 楽しめます！
甲

と
ぶ
か

甲山自然の家、キャンプ場を
使ったことがない方！ 自然に
ふれたい方！ 西宮ですぐに自
然豊かな緑を楽しむことができ
ます！

夏野菜で野外調理
彩り豊かな夏野菜を使って
野外料理にチャレンジ！

対象：小学生以上
場所：甲山神呪寺農地、甲山キャンプ場
参加費：1500円（大人） 1000円（小学生～17歳）
締切：7/24

クリッ

10:00-15:00

夏休み自由研究
「田んぼ・畑の生きものかんさつ」

甲山自然環境センター

申込み

■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 ：10：00～12：00
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。
日程により多少の時間変更があります。

●各回定員 ：20名程度（応募者多数の場合は抽選）
●申込み：往復はがき
①ご希望のプログラム名、日程 ②参加者全員のお名前、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。

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター
イベントの申込み先・問い合わせは
西宮市立甲山自然環境センター

ク !!

▲

かぶとやま荘
六甲保養荘

社家郷山

検索

http://kabuto.leaf.or.jp

社家郷山
キャンプ場

←

〜採れたて夏野菜のランチもお楽しみに！〜

クリッ

畑や田んぼの生きものを見つけたり、田んぼで草抜きをしてみ
よう！ 夏野菜ランチの後は夏休みの自由研究ができちゃうよ！

ク !!

宝塚・逆瀬川方面→
西宮
甲山高校前
鷲林寺

場所：甲山鷲林寺農地
締切：7/10

対象：小学生以上
参加費：1000円
共催：生活協同組合コープこうべ

①ご希望のプログラム、日程 ②参加者全員のお名前、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。

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター(裏面掲載)

〒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）
甲山自然の家
甲山キャンプ場
甲山自然学習館

検索

甲山自然学習館

で の 活 動 や、日 々 移 り 変 わ
る 自 然 の 情 報「甲 山 の 今」
をお届けします！

交通のご案内

アガペ
甲山病院

甲山墓園前

検索

http://kabutoyama.blogspot.jp/

クリッ

仁川

甲山

▲

神呪寺
卍

兵庫県立
甲山森林公園

至 阪急甲陽園駅

＊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。

■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

甲山自然環境センターブログ

→

甲山墓園

北山公園
北山緑化植物園

「甲山ブログ」では、甲山

五ヶ池

阪急仁川駅方面

北山貯水池

●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

締切：8/6

持ち物：帽子、タオル、飲み物、ぬれてもよい靴
＊タモアミは１本 108 円で
場所：甲山自然環境センター
貸し出しがあります。
参加費：100 円（保険・資料代）

甲山大師

神呪寺農地で農体験！
夏野菜を収穫して、甲山
キャンプ場で具だくさん
ピザを作ります。甲山周
辺の自然が楽しめるハイ
キングもします。

（日）

20( 水）

夏の仁川生きものウォッチング

至西宮北有料道路
（盤滝口）

8 月 10 日
10:00-15:00

ージ
ホームペ
甲
ック !
「甲山の今」をチェ
ター

境セン
山自然環

7 月 27 日

８月

＊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。

＊山道のため、子ども参加の場合５歳以上とさせていただきます

やま

ま
や

（日）

テーブルで
みんなで食事！

場所：甲山自然環境センター
参加費：100 円（保険・資料代）
持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物、ルーペ

甲山自然環境センターから歩いてスグの仁川でウォッチング！

（電話受付：9：00～17：00）

「かまど」で
ごはんを
つくってみよう！

17( 日） 締切：7/31

西宮市の天然記念物に指定されている湿原。
小さな湿原の植物や生きものに出会えるかな？

ひ ろ ば

ももたろうの時代へ
タイムスリップ！？

～薪・柴・落ち葉で里山のくらしプチ体験～
■料金
市内在住の方：宿泊・日帰り
市外在住の方：宿泊・日帰り

20( 日）

はだしで田んぼに入ってみよう！

夏の甲山湿原ウォッチング

エ コ

甲子園浜

社家郷山キャンプ場から
山頂までは ちょっときびしい
山歩きが楽しめます。
ふもとの「四季の道」は
森を楽しむ山歩き！
ファミリーで森探検に
チャレンジしませんか？

9:00 ～ 13:00

社家郷山で昆虫採集、採集した昆虫を分類し、
環境とのつながりを学びます。

社 家 郷 山

〒662-0001兵庫県西宮市甲山町67番地
TEL・FAX/ 0798-72-0037
企画：指定管理者 ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（LEAF）

２( 土） 締切：7/17

協力：神戸女学院大学 遠藤ゼミ
場所：社家郷山キャンプ場 参加費：100 円（保険・資料代） 共催：生活協同組合コープこうべ
持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物、虫アミ、虫かご
＊山道のため、５歳以上とさせていただきます

夏の甲山生きものウォッチング

発行：西宮市立甲山自然環境センター

社家郷山の生きもの探検隊①

～見つけてみよう！山の生きもの、水辺の生きもの～

もりんちゃん

木こりたいけん
いきものたんけん
イベントに
さんかするもヨシ

武庫川

７月

ミ〜ン
ミ〜ン
ミ〜ン

「かぶとやましぜんがくしゅうかん」に
くれば わかる。

2014/7.8.9

甲 山

ふふふ………海の中にしずんだときも
あったのさ……

http://kabuto.leaf.or.jp

かぶとやまくん

甲山
自然環境
センター
だより

＊西宮市の小学生はEWC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。

＊西宮市の小学生はEWC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。

徒歩 10 分

■社家郷山キャンプ場

ク !!

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

