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しゃ け ごう やま

甲山グリーンエリアと社家郷山が
重要里地里山に選定されました！
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1938(S13) 社家郷山に林間学園

2015 年（平成 27 年）12 月、甲山グリーンエリア、及び社家郷山が
環境省の「生物多様性保全上重要な里地里山」
（全国 500 箇所、略
称「重要里地里山」）」に選定されました。

NEWS

場の

西宮市は子供達ひとり一人の「個」を育て、人生のよき思い出をつくり、愛郷の念を育む情操教育
の活動場所として
「松林中高燥にして展望に富む」
（西宮市公報より）社家郷山の一部に林間学園を
建設しました。1950年頃には市民対象の厚生施設「郷山寮」
となり、1964年に閉館されました。
撮影：1963 年 (S38)

1961(S36) ガミヤ池にキャンプ場
ガミヤ池のほとりの剣谷国有林に
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４月９日
（土）
エコひろば

４月２９日
（金・祝）
11:00-15:00
遊ぼう屋
イメージです

コープの森・社家郷山で森の下草刈りにチャレンジ！
汗を流した後は社家郷山キャンプ場でデイキャンプ！
バーベキューをします。食材は各自お持ちください。
●場所：社家郷山 雨天時：4月30日（土）
●参加費：1家族1500円 （バーベキューセット、炭含む）
●締切：4/15（必着）
●定員：家族15組（応募者多数の場合は抽選）
＊社家郷山キャンプ場利用者専用臨時駐車場があります。

甲山版わくわくお遍路ハイキング
５月 29 日
（日）
10:00-12:00
エコひろば

神呪寺88箇所をめぐりながら甲山の成り立ちや周辺の
歴史を語り部さんから伺います。
●集合場所：神呪寺山門
●参加費：100円 （一人、3歳以下は無料）
●締切：5/15（必着）
●定員：20名（応募者多数の場合は抽選）

西宮市天然記念物
6 月 18 日
（土）
10:00-12:00
エコひろば

申込み方法

て埋め立てられましたが、現在でも
剣谷町の住宅地に3分の1ほどの大
かやんどう けんだに

湿原観察

西宮市の天然記念物「甲山湿原」の中には貴重な動植物
がたくさん生息しています。湿原を守る活動も体験してい
ただきます。
●場所：甲山自然環境センター
●参加費：100円 （一人、3歳以下は無料）
●締切：6/4（必着）
●定員：20名（応募者多数の場合は抽選）

往復ハガキに①プログラム名、日程 ②参加者全員のお名前、年齢
＊結果は締切期日以降にご連絡いたします。

1965(S40) 甲山にキャンプ場

TEL・FAX/0798-72-0037（電話受付：9：00～17：00）

撮影：1965 年 (S40)

2002年（H14）甲山青年の家は甲山自然の家に名称変更

撮影：1966 年 (S41)

にしのみや都市型里山
ボランティア育成セミナー

撮影：1967 年 (S42)

■里山仕事の達人コース
5/15( 日 )、6/12( 日 )、7/16( 土 )、
9/17( 土 )、10/1( 土 )、11/19( 土 )

■里山語り部コース
5/15( 日 )、6/12( 日 )、7/16( 土 )、
9/25( 日 )、10/15( 土 )、11/19( 土 )
対象：18歳以上
時間：10:00～15:00
場所：西宮市立甲山自然環境センター、
コープの森・社家郷山、六甲保養荘等
参加費：各コース 3000円（全6回分）、
両コース 4000円（全8回分）
定員：各コース25名程度
（多数の場合抽選）
締切：4/28日
＊結果は締切期日以降にご連絡いたします。

甲山教育キャンプ場。松林の中で活動している。

現在もある管理小屋と左に旗掲揚ポール

甲山青年の家（現甲山自然の家）の周りに樹木は無い

撮影：1968 年 (S43)

撮影：1970 年 (S45) 頃

ハイカーで賑わう仁川

北山貯水池
建設中の様子

甲山青年の家

広河原。ボート乗り場のあ
る池は、現在「なかよし池」
になっています。
甲山中腹には、甲山青年
の家、その横に赤屋根の管
理小屋が見えます。

申込み方法：はがき又はFAXで
「都市型里 山ボランティア育成セミナー」係
希望コース(両コース受講可能)、名前、
年齢、性別、〒住所、電話番号
お問い合わせ・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
TEL・FAX/0798-72-0037
（電話受付：9：00～17：00）

1986(S61) 社家郷山にキャンプ場
郷山寮の北西に社家郷山教育キャンプ場（当時の甲山青年の家
付属施設）が開設されました。

2005(H17) 甲山自然の家、甲山自然学習館（H16建設）、甲山教
育キャンプ場、社家郷山教育キャンプ場が西宮市立

甲山自然環境センターとして再スタートしました。

2015(H27) 重要里地里山に選定

③〒住所 ④TEL/FAX番号を明記の上、下記まで

12月、環境省により甲山、社家郷山が「重要里地里山」に選定されました。
社家郷山の四季の道に観察ポイント看板（生活協同組合コープこうべ寄贈）が設置されました。
写真提供：西宮市情報公開課、森地一夫

■1通のお申込みにつき1つのプログラムへのご応募となります。
■複数のプログラムをご希望の場合も１件ずつ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名様までとします。
■プログラムによっては雨天の場合中止、または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。

社家郷山
←

かぶとやま荘
六甲保養荘

＊駐車場は施設利用者のみのご利用になっています。ご来館は公共交通機関をご利用ください。

社家郷山
キャンプ場
甲山自然の家
五ヶ池
宝塚・逆瀬川方面→ 甲山キャンプ場
甲山自然学習館
→
阪急仁川駅方面

西宮
甲山高校前

甲山墓園

アガペ 甲山
甲山病院

鷲林寺 甲山墓園前
北山貯水池
北山公園
北山緑化植物園

▲

神呪寺
卍

甲山大師

●「甲山・社家郷山エコひろば」「甲山・社家郷山で遊ぼう屋」の事業は、生活協同組合コープこうべの共催で実施しています。
●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。
●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。

▲

至西宮北有料道路
（盤滝口）

〒662-0001 西宮市甲山町67番地

1967(S42) 甲山青年の家オープン

甲山国有林に甲山教育キャンプ場がオープン。

仁川
兵庫県立
甲山森林公園
至 阪急甲陽園駅

交通のご案内

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター

きさになった池が残っています。

柏堂・剣谷周辺

コバノミツバツツジが咲きはじめます。春の森を楽しむ
とともに、森を守る体験にチャレンジ！

下草刈りとバーベキュー

ました。池は昭和50年代に宅地とし

で
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●場所：社家郷山
●参加費：100 円（一人）
●締切：3/26（必着）
●定員：18 歳以上 20 名（応募者多数の場合は抽選）
＊社家郷山キャンプ場利用者専用臨時駐車場があります。

10:00-12:00

社家郷山

■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

甲山自然環境センター

http://kabuto.leaf.or.jp

■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

発行：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
企画：指定管理者 ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（LEAF）

