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発行：六甲山環境整備協議会・事務局／六甲山を活用する会 
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※阪急阪神 未来のゆめ・まち基金、コープこうべ環境基金、灘区役所などの助成金、兵庫県神戸県民センターの事業補助を
受けています。 

 

【２月～３月の環境整備活動の予定】 

■２月は定例活動と臨時活動２回の３日を予定 
１６日（日）の定例環境整備９は、「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」と併催で
す。寒波が来れば二つ池の結氷を案内できます。５日（水）の
臨時１６と１９日（水）の臨時１７は、まちっ子の森の整備や散歩
道階段の補修を予定します。 

■３月は定例活動と臨時活動２回の３日を予定 
１５日（日）の定例環境整備１０は「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」と併催で
す。森の花芽が膨らむ時期ですので、早春の自然探勝をガイ
ドできます。４日（水）の臨時１８と１８日（水）の臨時１９は、新
年度を迎えて、まちっ子の森の整備や散歩道補修をします。 

【２月～３月の活動予定】 

■２月１１日に「「ひひととははくく共共生生ののひひろろばば」」で発表します 
三田市の県立人と自然の博物館で、２ 
月１１日（火・祝）に「「第第１１５５回回共共生生ののひひろろ  
ばば」」が開催されます。当会は８回参加 
の常連でポスター発表をします。テー 
マは～「「都都市市民民山山！！六六甲甲山山」」をを目目指指すす 
～で、震災後２５年の機会に１８年間の 
活動を紹介します。１０：３０開始～１５： 
４５終了の予定で、ポスター発表は１３：００～１５：００で７８団体
と盛況です。高校生の理科系の発表など多彩です。自然や生き
ものに関心のある方など来観を希望される方はご案内します
ので、当会事務局にメールでご連絡ください。 
info@rokkosan-katsuyo.com 

 
【１２月～１月の環境整備活動】 

■１２月の環境整備は２回実施の 
１２月４日(水)の臨時整備１４は快晴、３ 
名でまちっ子の森の見学コースをササ 
刈りしました。１５日（日）の定例整備８ 
は晴れで７．２℃、道端には降雪の名 
残がありました。３名で山道の道標を 
清掃しながら森へ向かい、まちっ子の 
森の環境測定などを実施しました。 

■１月は環境整備１回を実施 
１月の環境整備は他の行事が多くて、 
１５日（水）の臨時整備１５を２名で実施 
しました。今年初めての新雪が積り-２ 
℃、木杭を載せたワゴンを引っ張って 
森に到着。早速、根が腐った杭を取り 
換えました。帰路は散歩道を定期点検 
しながら、シュラインロード・ノースロー 
ドを経てダイヤモンドポイントに至りまし 
た。小雪の中、地獄谷西尾根を下って 
大池に下山しました。枯れ葉に雪が被 
さり足元が悪くて疲れました。 

【１２月～１月の活動】 

■１月４～９日で「「都都市市民民山山！！六六甲甲山山」」展展を開催しました 
年初の１月４日（土）～９日（木）、六甲道勤労市民センターで「「都都
市市民民山山！！六六甲甲山山」」展展を開催しました。震災後２５年、当会の１８
年の地道な活動実績や成果を紹介しました。六甲山の空撮の

放映、「「六六甲甲山山ののおお話話いいろろいいろろ」」のスマホ取り込みなどをアク
セントにして、「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」の募集をアピールしました。
予想通り？に来館者は少なかったですが、推定で１２０名です。
大変熱心な方もおられて感激しました。 
      
 
 
 
 
 

■１月８日に「「活活動動報報告告会会」」も併催 
１月８日（水）に「「都都市市民民山山！！六六甲甲山山」」展展と 
連動し、一般公開で「「２２００１１９９年年度度活活動動報報告告  
会会」」を開催しました。六甲山環境整備協議 
会関係者に一般参加２名も加わり、１１名 
が出席。六甲山上での様々な活動を語り 
合う、六甲山環境プラットフォームが継続するのを期待します。 

■１月１９日に「「冬冬ののパパーーククレレンンジジャャーー」」を開催しました 
１月１９日（日）に、２０２０年冬の「「六六甲甲山山子子どどももパパーーククレレンンジジャャ
ーーをを目目指指そそうう！！」」を開催しました。参加者は３家族１０名で総勢
１７名という異例の少人数でした。講師やオブザーバーの顔触
れが多彩で、贅沢なイベントになりました。 
六甲山ビジターセンターで９：５０開始、解散は１４：３０です。晴
れで２℃と天候に恵まれ、家族的な雰囲気とゆったりしたペー
スで自然探索しました。二つ池に薄氷が張っていて、生きもの
探しなどに熱中しまし。センターでは「ネズミのお話」を聴き、生
きものの標本などにも興味を深め、皆さんが満足された様子で
した。主催者には、参加者募集の見直しが宿題になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第２８回ココーーププここううべべ「「虹虹のの賞賞」」を受賞 
１月３１日１４時、東灘区住吉駅前のコ 
ープこうべ事務所で表彰式・交流会が 
開催されました。当会など功労賞７団 
体、奨励賞８団体の１５団体が出席し 
て賑やかに交流しました。震災後以来 
のコープこうべとのご縁を懐かしみ、 
長年の地域貢献活動が評価されたこと 
に感謝しました。 

（文責・堂馬 英二） 

2012 年の展示風景 

見学コースのササ刈り 

森の環境測定 

見学コースの杭を補修

六甲山の空撮を放映 熱心な来館者 展示を見る来観者 

全員で展示会を観賞 

上左：まちっ子の森入口、   上右：薄氷が張った上池 

下右：鈴木先生の「ネズミのお話」、下右：採取物調べ 

受賞のあいさつ／堂馬 



 

 

六甲山環境整備協議会／六甲山を活用する会  2020 年 3 月 31 日発行 

六六環環協協ニニュューースス  
六甲山を活用する会 

第第 7700 号号  

発行：六甲山環境整備協議会・事務局／六甲山を活用する会 
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※阪急阪神 未来のゆめ・まち基金、コープこうべ環境基金、灘区役所などの助成金、兵庫県神戸県民センターの事業補助を
受けています。 

 

【４月～５月の環境整備活動の予定】 

■４月は定例活動と臨時活動１回の２日を予定 
１５日（水）の臨時活動１と１９日（日）の定例整備１の２日を予
定します。１９日は「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」と併催で、さらに、「あ
すパーク」との協働事業「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターーの第 1 回も併
催します。ＪＲ六甲道から送迎のマイクロバスも手配していま
す。１５日の環境整備活動は、花芽の観察調査と見学コースの
整備を予定します。 

■５月は定例活動と臨時活動２回の３日を予定 
６日と２０日（水）の２日、臨時整備２・３を予定します。六甲山の
ハイシーズンに備えて、環境調査や保全整備を予定します。 
１７日（日）の定例環境整備２は「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」と併催で、

「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」１１をを開催します。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターー
のの第第２２回回もも併併催催しし、、送送迎迎ﾊﾊﾞ゙ｽｽをを手手配配ししまますす。。 

【４月～５月の活動予定】 

■４月１日から事務所を移転します 

「六甲山を活用する会」の事務所を３月末に移転しました。
家賃を削減して、事務局機能を簡便化するのが目的です。 

移転先は、神戸市灘区楠丘町５-３－５ ㈱ワークスタイル 
研究所（〒６５７－００２４）。電話・ＦＡＸは、０７８－８４３-１４
９４。会のメールアドレスとホームページは従来通りです。
info@rokkosan-katsuyo.com 
http://www.rokkosan-katsuyo.com 
※お問い合わせは、堂馬携帯：０９０－３２８８－０５６９まで。 

■４月７日に「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」担担いい手手セセミミナナーーを初開催します 
今期から「あすパーク」との「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」協働事業を山麓と
山頂の２つの活動を連携して月例開催します。毎月第２
火曜日は灘区の「あすパーク」施設内で１０時～１２時、

「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」担担いい手手セセミミナナーーを開催します。情報提供と進
行は堂馬が担当します。「六甲山発郷土誌」を教材として、六甲
山の市民活用を支援するグループづくりを検討します。六甲山
に関わろうとする人たちを広く集めます。お申込みは、「あすパ
ーク」事務局にお願いします。TEL:０７８－２００－５２９３ 

■４月９日の幹事会は「あすパーク」で実施します 
今期から隔月幹事会は木曜日とし、「あすパーク」を会場にして
開催します。４月は９日（木）１５：００～１７：００の予定です。「あ
すパーク」には団体登録しますので、平日は２名の利用ができ
ます。集会には会場の予約利用が可能ですので、事務局機能
を補完できます。ぜひ、お立ち寄りください。 

■４月１９日の森デーは、「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターーと併催 
「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」協働事業の上山版として、「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモ
ニニタターーをを第第３３日日曜曜日日にに定定例例開開催催ししまますす。。当当会会のの「「ままちちっっ子子
のの森デー」と併催し「家族でぶらっと六甲散歩」モニターなどを
予定します。環境学習や六甲山ササ刈り隊などの特別行事も
モニター参加してもらいます。運営ノウハウやスタッフは当会
が分担し、「あすパーク」には広報や集客活動に注力してもら
います。市民が上山する起爆剤になるのを期待しています。
当会の年間行事に従来通りのお申込みで結構です。 

【２月～３月の環境整備活動】 

■２月の環境整備は１回の実施 
２月は整備活動を３日予定しましたが、５日(水)の臨時整備１６

のみの実施で他は中止しました。天候は晴れ時々曇りで２℃、
２名でまちっ子の森の見学コースを点検し、野鳥の巣箱９個の
うち５個の古い巣を清掃しました。また、まちっ子の森に向う山
道で刈り残したササを刈りました。 

■３月の環境整備１回を実施 
３月の臨時整備１７は２回中止し、１５日（水）の定例整備９を
「まちっ子の森デー」と併催し、スタッフ３名で花芽の観察や見
学コースの点検をしました。 

【２月～３月の活動】 

■２月１１日に「ひとはく第１５回共生のひろば」で発表 
２月１１日（火・祝）、三田市の県立人と自然の博物館で、１０回
目の参加になる「ひとはく第１５回共生のひろば」で「ポスター発
表」をしました。今回の発表要旨は「都市民山！六甲山」を目
指すとし、「都市山」に山麓市民の「民」を加えることを提
起しました。 
来館者は推定で 
１，５００名と大賑 
わいで、高校生の 
研究発表が目立っ 
ていました。 

■３月１５日は「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」 
３月１５日（日）の３月度「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」に子ども１名、大人
２名、スタッフ３名の６名が参加しました。少人数でしたが、「家
族でぶらっと六甲散歩」のツアーを行いました。天候は晴れで
２℃、風が強く肌寒いでした。ビジターセンターの解説を受けた
後、まちっ子の森を散策しました。そして、散歩道を西に向かい、
シュラインロードの石仏を鑑賞し、ビジターセンターに戻りまし
た。昼食を摂って解散し、３名はアイスロードを下山しました。 

 

 

 

 

 

■事務所の移転で大わらわ 

現在の事務所を３月末で移転することにし、２月に引き続いて事
務所の書類や器材の整理を行ないました。灘図書館に蔵書５０
０冊、六甲山郵便局や勤労市民センターに事務器材、「あすパ
ーク」にもコピー用紙を寄贈しました。３月１７日（火）には産廃業
者に託して２トントラック２台以上の不燃物や紙類を破棄しまし
た。その後も使用品の移転のために整理を続けています。 

 

 

 

 

 

■「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」協働事業の推進 

４月から「コミュニティサポートセンター・CS 神戸」が設立
した施設「あすパーク」に団体登録します。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」協働事業を一緒に立ち上げ、市民が六甲山に親しむ活動を
進めます。詳細は後日ご案内します。   （文関・堂馬 英二） 

１時間ほどで展示を完了 ３８ブースの参観者 

散歩道を歩く シュラインロードの石仏 ６名が参加 

産廃物の搬出準備 業者とスタッフ連携 PC環境の移転 



 

 

六甲山環境整備協議会／六甲山を活用する会  2020 年 5 月 31 日発行 

六六環環協協ニニュューースス  
六甲山を活用する会 

第第 7711 号号  

発行：六甲山環境整備協議会・事務局／六甲山を活用する会 
〒657-0024 神戸市灘区楠丘町 5-3-5 ワークスタイル研究所内 TEL＆FAX：078-843-1494 
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｒｏｋｋｏｓａｎ－ｋａｔｓｕｙｏ．ｃｏｍ  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｏｋｋｏｓａｎ－ｋａｔｓｕｙｏ．ｃｏｍ／ 

※阪急阪神 未来のゆめ・まち基金、コープこうべ環境基金、灘区役所などの助成金、兵庫県神戸県民センターの事業補助を
受けています。 

 

【６月～７月の環境整備活動の予定】 

■６月は臨時活動２回と定例活動の３日を予定 
３日、１７日（水）の臨時環境整備活動１・２は、まちっ子の森の
見学コースの整備を予定します。２１日（日）の定例整備１は
「まちっ子の森デー」で、恒例の「「モモリリアアオオガガエエルル観観察察会会」」を開
催します。「あすパーク」との協働事業「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターー
も併催し、ＪＲ六甲道から送迎マイクロバスも手配しています。 

■７月は臨時活動２回と定例活動の３日を予定 
１日と１５日（水）の臨時整備３・４は散歩道の景観整備を予定し
ます。１９日の定例整備２は「まちっ子の森デー」で、「「六六甲甲山山
ササササ刈刈りり隊隊」」２２で市民の参加を募ります。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタタ
ーーの第２回も併催し、送迎マイクロﾊﾞｽを手配します。 

【６月～７月の活動予定】 

■６月４日に「「ああすすパパーークク」」で幹事会を開催します 
今期から地域共生拠点「あすパーク」（TEL:０７８－２００－５２９
３）にオフィススペースを団体登録して事務局業務に活用し、「「ＧＧ
ｏｏ！！六六甲甲山山」」協働事業も推進しています。隔月の幹事会を６月４
日（木）１４：００～１６：００、本年度最初の開催です。 

■６月９日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」セセミミナナーーを開催します 
６月９日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催します。当会が編纂した「六甲山発
郷土誌」を解説し、六甲山に関心を持つ人に知識や情報を提供
して、六甲山を活用する人を広げる試みです。毎月開催予定で
どなたでも参加できますので、お問い合わせください。 

■６月２１日は「「モモリリアアオオガガエエルル観観察察会会」」を開催します。 
恒例の環境学習プログラムで人 
気の高い「「二二つつ池池ででモモリリアアオオガガエエ  
ルルをを調調べべよようう！！」」を６月２１日（日） 
に開催します。９月の「トンボ観 
察会」とともに、神戸県民センタ 
ーの委託事業として認定されま 
した。「あすパーク」の協働事業 

「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」（（体体験験））モモニニタターーも 
初体験者コースとして併催します。六甲山ビジターセンターで
は、コロナウイルスの感染防除対策として、レクチャール
ームの座席数を減らすなどの対応をしています。 

■７月１４日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」セセミミナナーーを開催します 
７月１４日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催します。「六甲山発郷土誌」の利用
の仕方などを解説し、六甲山に関心を持つ人に知識や情報を提
供して、六甲山を活用する人を広げる試みです。 

■７月１９日は「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」を開催します 
４月以来、六甲山 
上の環境整備活 
動は中止していま 
した。昨年から灘 
区役所の「手づく 
りの地域活動事 
業」の助成を得て 
実施し、本年度も 
継続します。着手が遅れて初回になりますが、７月１９（日）に 

「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」２２を開催します。地域貢献の活動ですの

で、JR 六甲道から送迎ﾊﾞｽを手配します。乗車されない方には
交通費の一部を補助します。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターーも併催で、
多くの市民の参加を募集します。盛夏の涼しい六甲山で、地域
貢献にひと汗かいてみませんか！ 

六甲山を活用する会事務局：０７８－８４３－１４９４  

【４月～５月の環境整備活動】は自粛しました 

【４月～５月の活動】 

■４月７日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーー  

４月７日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で初回の「「ＧＧｏｏ！！
六六甲甲山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催しました。参加者１名と主催者
３名で企画内容の検討など自由に意見交換しました。コロナウ
イルス禍の自粛も考慮しつつ、柔軟に対処することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

■４月１９日の「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」はコースを下見調査 
４月１９日（日）の「「ままちちっっ子子のの森森デデーー」」は活動を自粛しましたが、

「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターーのの推進者のみでコースの下見調査
をしました。子ども１名、大人５名、スタッフ２名の８名がタクシ
ーやマイカーで記念碑台に集合しました。「まちっ子の森」を散
策し、満開のクロモジや露地のスミレを探勝しました。「森と歴史
の散歩道」をシュラインロードに出て、３１・３２番石仏前で昼食。
さらにノースロード分岐の先まで石仏を探しました。前が辻に南
下し表六甲ドライブウエイを通って記念碑台に戻って解散しまし
た。晴れで快適な日和で、人通りも少なく、散策コースの魅力を 
確かめることができました。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■５月は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」協働事業の検討 

４月から団体登録した「あすパーク」も活動を自粛しました
ので、時々オフィススペースを利用して、「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」協
働事業の進め方を検討しました。６月から本格的に参加者を募
集していきます。                （文責・堂馬 英二） 

初回は４名でセミナーのスタート 桜満開の公園の「あすパーク」 

ノースロードの分岐 シュラインロードの石仏前で昼食 

クロモジ満開 まちっ子の森を散策 記念碑台グルーム像前 

二つ池で卵塊の観察 

散歩道でササ

刈り。 

マイクロバス

で送迎予定。 
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【８月～９月の環境整備活動の予定】 

■８月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
５日と１９日（水）の臨時環境整備４・５は、まちっ子の森と散歩
道の整備を予定します。１６日（日）の定例整備３は「まちっ子
の森デー」で、恒例の「「夏夏ののパパーーククレレンンジジャャーー」」を併催します。 

■９月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
２日と１６日（水）の臨時環境整備６・７は、散歩道の点検・整備
を予定します。２０日（日）の定例整備４は「まちっ子の森デー」
で、「「トトンンボボ観観察察会会」」と併催します。 

【８月～９月の活動予定】 

■８月７日は阪阪急急阪阪神神  未未来来ののゆゆめめ・・ままちち基基金金で報告会 
８月７日１５：５０～１７：３０、阪急電鉄本社で「阪急阪神 未来の
ゆめ・まち基金」の２０２０年度助成金報告会に出席します。 

■８月１１日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」セセミミナナーーを開催します 
８月１１日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催します。「昭和初期の六甲山の歴
史」を話題に六甲山の知見を広める意見交換を図ります。 

■８月１６日は「「夏夏ののパパーーククレレンンジジャャーー」」を開催します 
８月１６日（水）１０：００～１５：０ 
０、恒例の２２００２２００年年夏夏のの「「六六甲甲  
山山子子どどももパパーーククレレンンジジャャーーをを  
目目指指そそうう！！」」を開催します。「「ＧＧ  
ｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターーと併催で 
す。夏の六甲山の自然に親し 
み、まちっ子の森で水生生物 
や樹木調べなども楽しめます。 

■９月８日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」セセミミナナーーを開催します 
９月８日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催します。「六甲山発郷土誌」で「六甲
山の生きもの」を話題にして意見交換を図ります。 

■９月２０日は「「トトンンボボ観観察察会会」」を開催します 
９月２０日（日）１０：００～１５：０ 
０、恒例の「「二二つつ池池ででトトンンボボたた  
ちちをを探探そそうう！！」」を開催します。 
神戸県民センター推進の環境 
学習プログラムで、「「ＧＧｏｏ！！六六  
甲甲山山」」モモニニタターーとも併催です。 
まちっ子の森の二つ池にやっ 
てくるトンボや水生生物を観察 
調査し、初秋を探勝します。 

【６月～７月の環境整備活動の実施】 

■６月は３日と１７日に臨時環境整備１・２を実施 
３日（水）に３名でまちっ子の森 
の標識整備などを実施しました。 
１７日（水）は４名で臨時整備４ 
を実施。ビジターセンターの新 
管理会社TAF に刈り払い機1 
台をお借りして、まちっ子の森 
の見学コースを機械刈りし、切 
ったササを片付け整備しました。 

■７月は１５日に臨時環境整備３を実施 
１５日（水）は３名で、アセビ伐採調査の「切り株萌芽枝調査」の２ 
 

 
区画で、切り株周辺を除いて刈り払い機でササを刈りました。ま
た、住所変更などで新調した垂れ幕８枚を張り替えました。 

【６月～７月の活動の実施】 

■６月４日に「「ああすすパパーークク」」で幹事会を初開催しました 
第１回の隔月幹事会を６月４日（木）１４：００～１６：００に「あすパ
ーク」の会議室で初めて開催し幹事５名全員が出席しました。 

■６月９日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」セセミミナナーーを開催しました 
６月９日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーを開催しました。参加者１名とスタッフが 
一緒に「六甲山の特色」をめぐって意見交換しました。 

■６月１１日は阪阪急急阪阪神神  未未来来ののゆゆめめ・・ままちち基基金金のヒアリング 
６月１１日（木）１４：００～１６：００、「あすパーク」に、「阪急阪神
未来のゆめ・まち基金」の担当者５名の方がヒアリングに来ら 
れました。申請テーマの次世代育成ができるかどうか懸念され
て熱心に質問されました。コロナ禍の影響で困難な課題です。 

■６月１９日に灘区「手づくりの事業助成」で提案しました 
６月１９日（金）１４：００～１５：００、灘区役所の「手づくりの事業
助成」の提案会に出席しました。「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊でで盛盛りり上上げげ
よようう２２」」を発表しました。数日後に、助成認定の通知が来ました。 

■６月２１日に「「モモリリアアオオガガエエルル観観察察会会」」を開催しました 
６月２１日（日）に「「二二つつ池池ででモモリリアアオオガガエエルルをを調調べべよようう！！」」を
開催。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」（（体体験験））モモニニタターーも併催し、子ども１６名、
大人１７名、スタッフなど１２名の合計４５名の大人数です。晴
れのち曇りで１９℃、卵塊の観察日和で、上池１７個下池
３０個の計３７個と多数を確認でき、感激していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■７月２日に神神戸戸自自然然保保護護官官事事務務所所を訪問しました 
７月２日（金）、環境省の神戸自然保護官事務所を堂馬が訪問。
４月着任の自然保護官の金子朗氏に、「六甲山環境整備協議
会」の活動を説明し協力をお願いしました。 

■７月１９日に「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」２２を開催しました 
７月１９日（日）に「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」２２を開催。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」モモニニタターーも併催です。曇りのち晴れで２２℃、子ども２名・大
人３名・スタッフ４名・見学２名の１１名が参加しました。午前中
はまちっ子の森の「アセビ萌芽枝調査区」で、切り株周辺をサ
サ刈りしました。木陰で昼食の後、散歩道を周回しました。 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 （文責・堂馬 英二） 

まちっ子の森の木陰で案内 

二つ池でトンボとり 

二つ池の縁をササ刈り 

４５名が集合 二つ池でモリアオガエルの卵塊探し 

調査区画でササ刈り 

１１名が参加 
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【１０月～１１月の環境整備活動の予定】 

■１０月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
７日と２１日（水）の臨時環境整備７・８は、まちっ子の森と散歩
道の整備を予定します。２０日（日）の定例整備５は「まちっ子
の森デー」で、恒例の「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」３３を併催します。 

■１１月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
４日と１８日（水）の臨時環境整備９・１０は、散歩道の点検・整
備を予定します。１５日（日）の定例整備６は「まちっ子の森デ
ー」と併催します。 

【１０月～１１月の活動予定】 

■１０月１３日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」手手作作りり品品セセミミナナーー１１を開催 
１０月１３日（火）１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」（（担担いい手手））セセミミナナーーに替えて「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」手手作作りり品品セセミミナナ
ーーを開催します。１２月１２日の発表会を目指して、六甲山グッ
ズの製作の準備や意見交換をします。 

■１０月１８日は「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」３３を開催します 
１０月１８日（水）９：３０～１５：００、 
恒例の「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」３３を開  
催します。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターー  
と併催です。秋の六甲山の自然を 
楽しみながら、地域貢献のボラン 
ティア活動に参加してください。 
送迎バスも手配します。 

■１１月１０日は「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」手手作作りり品品セセミミナナーー２２を開催 
１１月１０日(火)１０：００～１２：００、「あすパーク」で「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲
山山」」手手作作りり品品セセミミナナーー２２を開催します。六甲山にちなむ手づくり
品を紹介し、１２月１２日の発表会の準備をします。 

■１１月１５日は「まちっ子の森デー」を開催します 
１１月１５日（日）１０：００～１５：００、１１月度「まちっ子の森デ
ー」を開催します。秋本番の六甲山上で、家族散歩、自然体験 
や森づくりの体験を支援します。 

【８月～９月の環境整備活動の実施】 

■８月は５日と１９日に臨時環境整備４・５を実施 
５日（水）の臨時整備４は薄曇りで 
２４℃、２名が「アセビ伐り株の萌 
芽枝調査」で７２個体を測定。 
１９日（水）の臨時整備５は快晴で 
２６℃、５名が参加。まちっ子の森 
を草刈り機でササ刈りし、環境測 
定も実施しました。環境学習や自 
然体験の受入れ準備をしました。 

■９月は１６日に臨時環境整備６を実施 
１６日（水）は曇りで１９℃、５名が、 
「トンボ観察会」の開催を前に、ま 
ちっ子の森に休憩スペースを設け 
るササ刈りをしました。 
ガイドハウスと六甲山郵便局に保 
管している用具の整理をしました。 

【８月～９月の活動の実施】 

■８月１６日に「夏のパークレンジャー」を開催しました 
８月１６日（日）１０：００～１５：００、恒例の「夏のパークレンジ
ャー」を開催しました。参加者は直前に３家族１２名が欠席しま 
 

 
したが、子ども１３名・大人９名・スタッフ７名の２９名が参加しま
した。天候は晴れで２７℃の観察日和です。ビジターセンター
で「ウシガエル捕獲と生きもの調べ」の解説を受けて、まちっ子
の森に移動しました。上池でウシガエルの捕獲を見学し、生き
もの調べに熱中しました。昼食後､センターに戻って、観察や体
験をまとめて、１５：００に解散しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■９月３日に「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」山山麓麓フフェェススタタを企画 
９月３日（木）にあすパークで新企画を検討しました。六甲山
への関心を高めるために、六甲山にちなむ商品を手づく
りする試みで。１２月１２日に発表会を開催することを決め
ました。「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」」」担担いい手手セセミミナナーーの集客が芳しくないこ
ともあって、山麓の市民の関心を底上げする方向に転換する
のも良策かと判断しました。 

■９月８日に「「六六甲甲山山ラライイブブララリリーー」」を設置 
９月８日（木）に、六甲山ビジターセンターに県民センター
４名と堂馬が、積年の課題になっている「「六六甲甲山山ラライイブブララリリ
ーー」」の設置に着手しました。「冬場でも来館者が１時間程度、図
書に目を通す」ことを念頭に、レクチャールームの図書棚を

「「六六甲甲山山ラライイブブララリリーー」」に整理しました。まず、六甲山関連の図
書を選別して収納し、今後継続的に整備することにしました。 

■９月２０日に「「トトンンボボ観観察察会会」」を開催しました 
９月２０日（日）に「「二二つつ池池ででトトンンボボたたちちをを探探そそうう！！」」を開催。

「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」（（体体験験））モモニニタターーも併催し、子ども２９名、大人２１
名、スタッフ９名の合計５９名という大人数です。講師の交替や
コロナ感染防止対策の会場利用などに苦労しました。 
９：３０からあづま屋で受付し、Ａ･Ｂ・Ｃの３グループ編成で、太
田講師がガイダンスを２回実施し、グループ別の活動を配慮し
ました。二つ池でトンボたちの観察をし、森の探索もして、マイ
ウッドを設定しました。天候は晴れで１８℃と涼しく、様々な虫
を知れたなど、「また来たい！」という感想が圧倒的でした。 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 
                           （文責・堂馬 英二） 

８月５日の萌芽枝調査 

９月１６日のササ刈り 

水辺の生きもの探し 念願のササ刈りもやったぞ！ 

ビジターセンター前に５９名が集合 

グループで楽しく昼食 

オオルリボシヤンマ 

オオルリボシ 

ヤンマのヤゴ 
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※阪急阪神 未来のゆめ・まち基金、コープこうべ環境基金、灘区役所などの助成金、兵庫県神戸県民センターの事業補助を
受けています。 

 

【１２月～１月の環境整備活動の予定】 

■１２月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
２日と１６日（水）の臨時環境整備１１・１２は、まちっ子の森と散
歩道の整備を予定します。２０日（日）の定例整備７は「まちっ
子の森デー」で併催します。 

■１月は臨時活動１回と定例活動 1 回の２日を予定 
１９日（水）の臨時環境整備１３は、散歩道の点検・整備を予定
します。１７日（日）の定例整備６は「冬の子どもパークレンジャ
ー」と併催します。 

【１２月～１月の活動予定】 

■１２月１２日は「「市市民民にに身身近近なな六六甲甲山山」」展展を開催 
１２月１２日（土）１１：００～１５：００、「あすパーク」で連携事業

「「市市民民にに身身近近なな六六甲甲山山～～手手作作りり作作品品フフェェスステティィババルル」」を開催しま
す。山麓の市民に六甲山への関心を高めてもらうために、地域
共生拠点の「あすパーク」で六甲山にちなむグッズの製作・販売、
当会の活動写真の展示などをします。堂馬が「市民に身近な六
甲山」」のお話を披露します。ご家族でお出でください。 
※あすパークお問い合わせ：０７８－２００－５２９３ 

■１２月２０日は「まちっ子の森デー」を開催します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２月１２日（日）１０：００～１５：００、毎月第３日曜日定例の１２
月度「まちっ子の森デー」を開催します。冬到来の六甲山上で、
「家族でぶらっと六甲散歩」、自然体験や森づくりの体験などを
支援します。 

■１月８日は「「２２００２２００年年度度活活動動報報告告会会」」を開催します 
１月８日(水)１７：３０～１９：００、「六甲道文化センター」（六甲道
勤労市民センターを改称）で、六環協第１５期と六甲山を活用す
る会第１８期の合同中間報告会を開催します。関係者・会員のご
出席をお願いします。詳細は月例会報でご案内いたします。 

■１月１７日に「冬のパークレンジャー」を開催します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１月１７日（日）１０：００～１５：００、六甲山ガイドハウス９：３０受
付で、恒例の２０２１年冬の「六甲山子どもパークレンジャーを 
目指そう！」を開催します。「まちっ子の森」と周辺地域で、六甲
山の冬景色を楽しんでいただきます。今回は新型コロナ対策で 
定員４０名とし先着順で受付いたします。 

 

 

【１０月～１１月の環境整備活動の実施】 

■１０月は７日と２１日に臨時環境整備７・８を実施 
７日（水）の臨時整備７は晴れで１６．５℃、２名が「トンボ観察会」
使用の用具を整理し、一部を六甲山郵便局に運搬しました。 
２１日は３名でまちっ子の森のササ刈りをし、「六甲山ササ刈り
隊３」で使用した用具の手入れもしました。 

■１１月は４日と１８日に臨時環境整９・１０を実施 
４日（水）は晴れで８℃と涼しく、２名が、まちっ子の森の調査区
画の環境測定をし、調査箇所の標識杭も補修しました。 
１８日は快晴で１５℃と温かく、３名で散歩道のダンゴ池西側の
柵の緩んだワイヤーを補修しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【１０月～１１月の活動の実施】 

■１０月１８日に「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」３３を実施しました 
１０月１８日（日）９：３０～１５：００、恒例の「「六六甲甲山山ササササ刈刈りり隊隊」」
３３を「「ＧＧｏｏ！！六六甲甲山山」」モモニニタターー」」と併催で実施しました。晴れで１
６℃と行楽日和で、子ども５名、大人８名、スタッフほか５名の１
８名が参加しました。散歩道の山道分岐から東へ約２００ｍの斜
面のササを３密対策しつつ刈りました。子どもも作業に熱中し 
ました。昼食後、散歩道を周遊し、秋の六甲山を楽しみました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■１１月１５日に「「家家族族ででぶぶららっっとと六六甲甲散散歩歩」」を実施しました 
１１月１５日（日）９：３０～１５：１５、１１月まちっ子の森デー行事
として「「家家族族ででぶぶららっっとと六六甲甲散散歩歩」」を実施しました。天候は晴れ
で１０℃と秋の行楽日和です。５家族２０名とスタッフ３名の２３
名が参加。ビジターセンターで１０：００にガイダンス、まちっ子
の森を散策して散歩道を西に向かいました。シュラインロードか
ら行者堂を往復し、さらに三国岩・三国池も訪ねて１５：００にセ
ンターに帰着。４ｋｍ超のハードな行程を幼児も頑張りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           （文責・堂馬 英二） 

１１／４環境測定 １１／１８柵のワイヤー補修

まちっ子の森に集合 散歩道のササ刈り 

まちっ子の森から出発 三国池の絶景 
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【２月～３月の環境整備活動の予定】 

■２月は臨時活動１回と定例活動 1 回の２日を予定 
１７日（水）の臨時環境整備１２は、まちっ子の森と散歩道の整
備を予定します。２１日（日）の定例整備９は「まちっ子の森デ
ー」で併催します。 

■３月は臨時活動２回と定例活動 1 回の３日を予定 
３日と１７日（水）の臨時環境整備１３・１４は、散歩道の点検・整
備を予定します。２１日（日）の定例整備１０は「まちっ子の森デ
ー」で併催します。初春の花芽観察もします。 

【２月～３月の活動予定】 
■２月２１日は「まちっ子の森デー」を開催します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２月２１日（日）１０：００～１４：００、毎月第３日曜日定例の２月度
「まちっ子の森デー」を開催します。晩冬の六甲山で、「家族で
ぶらっと六甲散歩」、二つ池の結氷、冬芽や花芽の観察など自
然体験を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■３月２１日は「まちっ子の森デー」を開催します 

３月２１日（日）１０：００～１４：００、毎月第３日曜日定例の３月度
「まちっ子の森デー」を開催します。初春の六甲山上で、「家族
でぶらっと六甲散歩」、花芽の観察など自然体験や森づくりの体
験などを支援します。 

【１２月～１月の環境整備活動の実施】 

■１２月は１６日に臨時環境整備１１を実施 
２日の整備を中止して１６日 
（水）に臨時整備１１を実施し 
ました。 
天候は快晴で０℃、３名が坂 
道階段の整備に取り組みまし 
た。保存のアセビ材でクサビ 
用が不足したので別の場所 
から調達して、階段を１段補 
修しました。 

■２０日（日）の定例環境整備７で階段補修 
２０（日）の定例環境整備７は曇り時々晴れで１℃、スタッフ４名と
一般参加４名の８名で久しぶりの大人数が参加しました。アセビ
材のクサビ作りに骨が折れ、整備作業と並行しました。坂道に１ 
 

 
段、ポンプ小屋付近に２段の階段を補修しました。作業が調子に
乗ってきた時に、「もっとやりたい！」の感想で終えました。 

■１月の環境整備活動は中止しました 

【１２月～１月の活動の実施】 

■１２月１２日は「「市市民民にに身身近近なな六六甲甲山山」」展展を開催 
１２月１２日（土）１１：００～１５：００、「あすパーク」で連携事業

「「市市民民にに身身近近なな六六甲甲山山～～手手作作りり作作品品フフェェスステティィババルル」」を開催しま
した。来場者は約３００名で賑わい、手作り作品の展示即売や手
作りワークショップに集いました。当会は堂馬が｢六甲山のお
話｣を紹介し、ジャンケン大会で賞品を提供しました。六甲山へ
の関心を高める行事に発展することを期待しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■１月１７日の「冬のパークレンジャー」は４６名の賑わい 

１月１７日（日）１０：００～１４：３０、恒例の２０２１年冬の「六甲山
子どもパークレンジャーを目指そう！」を開催しました。 
１３家族３９名、スタッフ７名の 
４６名が参加し、３密対策に 
も腐心しました。今回のテー 
マは、「冬の自然を見つけよ 
う」とし、観察を写真撮影する 
ことや、参加家族の自主的な 
活動も課題にしました。 
ビジターセンターでのガイダ 
ンス、グループ内交流を終え 
て、まちっ子の森に向いまし 
た。二つ池は厚く氷が張り、 
観察と氷調べに熱中しまし 
た。昼過ぎセンターに戻り、 
体験をまとめて感想発表し、 
１４：３０に解散しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（文責・堂馬 英二） 
 

花芽が膨らむ 二つ池は凍っているかな？ 

厚く凍った上池 

池の氷を撮影 

坂道の階段を補修 

４６名集合 

ワゴンを押してセンターへ 

体験をまとめて感想発表 

六甲山のお話 ジャンケン大会賞品提供 
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