
■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。

＊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。

エコひろば　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。

＊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。
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企画：指定管理者 ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（LEAF）

家族でも　グループでも

　　みんな一緒に　楽しめます！

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

■社家郷山キャンプ場

阪神西宮駅発（阪神バス）　・鷲林寺線「甲山大師」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

秋の仁川の生きものウォッチング 秋の甲山湿原ウォッチング

場　所：甲山自然環境センター

参加費：100 円（保険代）

持ち物：タモアミ、帽子、タオル、軍手、飲み物、

　　　　ぬれてもよい靴 湿原には小さな生きもの、
植物が！目をこらして、
ウォッチング！

締切：10/9

場　所：甲山自然環境センター

参加費：100 円（保険代）

持ち物：帽子、タオル、軍手、飲み物、ルーペ

10 月

●対象：小学生以上　30名程度（応募者多数の場合は抽選）

●場所：神呪寺農地、社家郷山キャンプ場    ●締切：10/9

●参加費：1500円（大人） 1000円（小学生～17歳）

●共催：生活協同組合コープこうべ
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しめ縄って、つくれるの？
そう、昔から手作りされて
きた日本の文化です。さぁ、
チャレンジ！

締切：11/27

場所：社家郷山キャンプ場　　

参加費：100 円（保険代）

　　　　材料費　1080 円（しめ縄１個）

持ち物：帽子、タオル、しめ縄持ち帰り用袋　　

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

締切：9/18

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。

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

●各回定員 ：20名程度（応募者多数の場合は抽選）

●申込み：往復はがきに
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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

〒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

http://kabuto.leaf.or.jp

甲山産稲わらを使って
お正月の
しめ縄作りに挑戦！

12 月

＊タモアミは１本 108 円で貸し出しがあります。

食べ物は山の恵みで育つ！？
　～秋の甲山野菜収穫～

社家郷山ハイキング
～山とくらしのつながりを知ろう～

場　所：鷲林寺農地

（阪急、阪神バス「甲山墓園前」下車）

参加費：100 円（保険代）

　　＊収穫物のお持ち帰りは

　　　別途料金となります

持ち物：帽子、タオル、軍手、

　　　　飲み物、汚れてもよい靴

共催：生活協同組合コープこうべ

社家郷山を散策し、むかしの
社家郷山のようすを学んだり、
自然や生きものがたくさん暮
らしている山、社家郷山を楽
しみます。

締切：11/13

場　所：社家郷山キャンプ場

参加費：100 円（保険代）

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

11 月 3(月・祝）
10:15 ～ 12:45 30(日）

10:15 ～ 11:45

4(土）
10:00 ～ 12:00

26(日）
10:00 ～ 12:00

13(土）
10:00 ～ 12:00

鷲林寺農地でサツマイモ収穫体験
と水路をたどって、ハイキング

締切：10/16

あそびにおいで！

げいじゅつの秋！

森は秋色！

どんぐりのきせつだヨン

甲 社家郷
山山 エコひろば

甲
山・社家郷山で遊ぼう屋　

10 月 4日
（土）

秋の仁川の生きものウォッチング

11 月 3日
（月・祝）

食べ物は山の恵みで育つ⁉

12 月 13 日
（土）

甲山産稲わらを使って
お正月のしめ縄作りに挑戦！

11 月 30 日
（日）

社家郷山ハイキング
10 月 26 日
（日）

秋の甲山湿原ウォッチング

11 月 29 日
（土）
9:00-15:00

　甲山自然環境センターでは、甲山・社家郷山周辺の自然

を楽しみながら学び、自然を守るプログラムがいっぱい！

「甲山・社家郷山で遊ぼう屋」のほかにも

があります。

午前中に気軽に参加で

きます。くわしい情報は

裏面に！

名月のかかる
かぶとやまは

　　どこから
ながめられるのか

せいぶつたようせい…
さとやま
　じゅんかん…

…としがたさとやま ホホホイ！

ちさんちしょう…

食の秋考える秋

歩きにきてよ！

甲山自然環境センター 甲山自然環境センターブログ

十三夜

～アースレンジャーになって地球を守ろう～

　自然に囲まれた中で一緒にキャンプをしませんか？

舞台は西宮市のシンボル甲山（標高３０９ｍ）。

野外教育を学ぶ大学生と一緒に甲山で農地体験や野外

炊事、甲山探検などを通してアースレンジャーを目指

しましょう！

●対象：小学校３・４年生　約 32 名

　　　　（応募者多数の場合は抽選）

●場所：西宮市立甲山自然環境センター

●締切：10/10

●内容：①農地体験　②野外炊事　③自然遊び　

         　④キャンプファイヤー　など

　　　※天候等の理由により、プログラムを変更する

　　　　可能性があります。

●参加費：4500 円

     　※施設宿泊費・食事等（３食＋おやつ）含む

●申し込み方法：往復はがきに

①参加者氏名 ②性別 ③学校名、学年  ④〒住所  ⑤電話番号

を明記の上、締切日までに下記へおおくりください。

　＊抽選後に当落結果およびキャンプ詳細をお知らせします

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター ( 裏面掲載 )

　　　　　　甲山３０９キャンプ係　宛

●協力：関西学院大学　甲斐ゼミ

日程：11 月 1 日（土）～ 2日（日）

※ご応募いただきました個人情報につきましては今回のイベント以外には使用いたしません。

http://kabuto.leaf.or.jp http://kabutoyama.blogspot.jp/

　社家郷山「四季の道」をハイキング。キャンプ
場で野外ならではの調理をします。里山の暮らし
体験から自然と食べ物のつながりを学び、森を楽
しむプログラムです。

10 月 25 日
（土）

10:00-15:00

●対象：18歳以上　20名程度

                          （応募者多数の場合は抽選）

●場所：集合-甲山自然環境センター、解散-社家郷山

●締切：11/13

●参加費：3000円　＊松花堂弁当、温泉代含む

●申し込み方法：往復はがきに

  ①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、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(裏面掲載)

西宮の山中にある天然温泉！
社家郷山を満喫！

「しっかり登山と温泉でほっこり」

甲山自然環境センター　年末年始の休館

2014 年 12 月 29 日～ 2015 年 1 月 3 日
おしらせ

甲山・社家郷山であそぼうや　申込み

甲山３０９（みわく）キャンプ

　甲山から社家郷山までハイキング！
樫ケ峰まで登った後、六甲保養荘で温泉に入ります。

ハイキング&
　ワイルド野外調理
～火おこし・ダッチオーブン・スモーク～

甲社家郷山山 エコひろば


