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【６月～８月以降の活動予定】 

①６月～８月の環境整備活動の予定 
■６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））：：：：定例活動として、散策路や二つ池・アセビ調

査区の環境調査、モリアオガエルの観察などを行います。 

■６６６６月月月月下旬下旬下旬下旬：：：：第１期アセビ伐採調査後２年が経ちましたので、

「ひとはく」の黒田先生にご指導をお願いして、林床の実生の

再生状態を調査します。 

■７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））：：：：定例活動に加えて、イベント清掃ぴかぴか隊

の協力を得て、ササ刈りを実施します。 

■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））：：：：定例活動に加えて、イベント清掃ぴかぴか隊

の協力を得て、範囲を拡げてササ刈りを実施します。 

■８８８８月下旬月下旬月下旬月下旬：：：：第３期アセビ伐採調査の区画を検討するために、

二つ池の下池と東斜面の簡易測量を実施します。 

②６月～８月の環境学習の予定 
■６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：モリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルのののの特別観察会特別観察会特別観察会特別観察会    

神戸県民局の環境学習プログラム提案で認定された「モリア

オガエルの特別観察会を開催します。 

■７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））～～～～１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））：：：：ヒメボタルヒメボタルヒメボタルヒメボタル深夜深夜深夜深夜観察会観察会観察会観察会    
ヒメボタルの最盛の発光時間帯が不明なので生態観察のた

め、有志を募って生態研究として深夜に観察会を行います。 

■７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：夏夏夏夏のののの六甲山子六甲山子六甲山子六甲山子どもどもどもどもパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャー    
２０１１年夏の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう！」

を７月３１日に開催します。 

■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：月例体験会月例体験会月例体験会月例体験会    
子どもパークレンジャー登録したメンバーの継続フォローで、

定例環境整備活動と同時開催の自然体験会を実施します。 

③６月～８月の行事予定 
■６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第６６６６期総会期総会期総会期総会    

六甲道勤労市民センターで、１８時～１９時半、六甲山環境

整備協議会平成２３年度（第６期）総会を開催します。 

■６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：アセビアセビアセビアセビ炭炭炭炭のののの展示販売展示販売展示販売展示販売    
神戸市シルバーカレッジのジョイラック・デイに協賛して、アセ

ビ炭の展示即売会を試みます。尾崎幹事が考案した消臭袋

などを展示します。 

■７７７７月下旬月下旬月下旬月下旬：：：：神戸都市問題研究神戸都市問題研究神戸都市問題研究神戸都市問題研究所所所所「「「「六甲山研究会六甲山研究会六甲山研究会六甲山研究会」」」」第第第第１１１１回回回回    
神戸市からの受託で「都市資源としての六甲山」研究会が開

催されます。代表の堂馬が研究員に委嘱されて参加します。 

■８８８８月下旬月下旬月下旬月下旬：：：：神戸都市問題研究神戸都市問題研究神戸都市問題研究神戸都市問題研究所所所所「「「「六甲山研究会六甲山研究会六甲山研究会六甲山研究会」」」」第第第第２２２２回回回回    
７月からＨ２４年４月の期間、民・学・産、行政から研究員が参

加し、月例の研究会が開催されます。８月は第２回です。 

【３月～５月の活動の概略】 

①３月～５月の環境整備活動 
■３３３３月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備    

午前中の活動に８名が参加しまし 

た。１０時のガイドハウスは８℃で 

晴れでしたが、散策路の日陰には 

雪が残って表土は凍っていました。 

春は兆しだけでまだ遠いという印 

象で、アセビなどの花が咲くのは 

早くても１ヶ月後と予想しました。 

アセビ調査区で新芽や花芽の状態を観察した後、シャーベッ

ト状の氷に覆われた二つ池を観察しました。 

■４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備    
六甲山の中腹には山桜、山上の 

アセビも満開で、自然保護セン 

ターは１３．５℃でした。午前中の 

活動に７名が参加し、５名は環境 

学習林の環境調査、林床の実生 

の芽生えと樹木の新芽の調査を 

行いました。 

２名は近畿自然歩道の植生を観察調査しました。日陰は８℃

と肌寒いでしたが、シロバナショウジョウバカマとアカバナシ

ョウジョウバカマを確認できて、喜びました。 

②３月～５月の活動 
■３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金）：）：）：）：大阪大阪大阪大阪コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ財団財団財団財団・・・・講演講演講演講演    
大阪コミュニティ財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）の依

頼を受けて、助成を受けている団体の活動紹介を行いました。

大阪商工会議所で開催された講演 

会には、多くの関係沙耶が集まり、 

当会代表の堂馬英二が「わたしたち 

の８年間の歩み」と題して、活動発 

表しました。活動が多岐にわたって 

おり、特定の企業に助成を申請する 

ことも勧められました。 

■４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：アセビアセビアセビアセビ炭焼炭焼炭焼炭焼ききききのののの見学会見学会見学会見学会    
「六甲山を活用する会」６名と「イベント清掃ぴかぴか隊」２名

が合流して、姫路市夢前町の井原山の炭焼き窯を尋ねました。

現地ではＮＰＯ 法人「環境２１の会」の皆さんが、今年度１回

目のアセビ炭焼きの窯出しをされていました。「今回は空気

が多くなり、炭の収率が下がった」と、炭焼きの状況を説明さ

れました。窯出ししたアセビ炭でモチを焼いて豚汁に入れ、情

趣豊かな昼食を堪能しつつ、アセビの活用をめぐって歓談し

ました。食後には周辺の里山を散策しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：平成平成平成平成２３２３２３２３年度総会年度総会年度総会年度総会のののの開催開催開催開催    
県立六甲山自然保護センター・レクチャールームで、１０時～

１２時、六甲山を活用する会の平成２３年度（第９期）総会を開

催しました。国土交通省六甲砂防事務所、環境省神戸自然保

護官事務所、六甲摩耶鉄道（株）の来賓と会員１５名（委任状 

５７名）が出席しました。 

平成２２年度の事業報告（事 

業費４６０万円）と平成２３年 

度の事業計画（事業費４０３ 

万円）などが承認されました。 

前年比１５％縮小の事業活 

動を推進します。 

（文責：堂馬 英二） 
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                    ※※※※このこのこのこの活動活動活動活動にはにはにはには、、、、大阪大阪大阪大阪コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ財団財団財団財団（（（（東洋東洋東洋東洋ゴムグループゴムグループゴムグループゴムグループ環境保護基金環境保護基金環境保護基金環境保護基金））））、、、、イオンイオンイオンイオン環境環境環境環境財団財団財団財団、、、、    

コープコープコープコープこうべこうべこうべこうべ環境基金環境基金環境基金環境基金などなどなどなどのののの助成金助成金助成金助成金がががが交付交付交付交付されていますされていますされていますされています。。。。    

【【【【９９９９月月月月～～～～１１１１１１１１月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定】】】】    

①９９９９月月月月～～～～１１１１１１１１月月月月のののの環境整備活動の予定 
■９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））：：：：定例活動として、散策路や二つ池・アセビ調

査区の環境測定などを行います。 
■９９９９月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木）：）：）：）：臨時環境整備活動を行い、上半期の活動まと

め・調査報告に反映します。 
■１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））・・・・１１１１１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））：：：：定例活動として、散策路や

二つ池・アセビ調査区の環境測定などを行います。第３期の
アセビ伐採調査を実施するために、二つ池・下池の東斜面の
一帯を測量する予定です。また、杉の人工林や、二つ池・下
池の周囲の測量も予定しています。 

②９９９９月月月月～～～～１１１１１１１１月月月月の予定 
■１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金）：）：）：）：神戸市シルバーカレッジ・リレートークで活

動報告をします。 

【【【【６６６６月月月月～～～～８８８８月月月月のののの活動活動活動活動のののの概略概略概略概略】】】】    

①６月～８月の環境整備活動 
■６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：６６６６月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動    

雨降り前の曇り空で２０℃、９名のボランティアが散策路の植
生観察、アセビ調査区観察、モリアオガエル卵塊調査を実施。
散策路はミヤコザサに替わりコアジサイが繁茂していました。
モリアオガエル卵塊は例年より少なく２７個を確認しました。 

■６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））：：：：臨時環境整備活動臨時環境整備活動臨時環境整備活動臨時環境整備活動・・・・第第第第１１１１調査区調査区調査区調査区のののの林床調査林床調査林床調査林床調査    
「ひとはく」の黒田有寿茂先生 
にご指導をお願いし、会員９名 
が参加して、第１期アセビ伐採 
調査区で林床の実生の再生状 
態を調査しました。自然保護セ 
ンターで調査の進め方の講義 
を受けた後、調査区に向かい 
ました。第１期調査区でアセビ 
を皆伐した東１区と非処理の西１区を対比させて、再生した実
生の種類と数を調べました。東１区での実生の再生は種類も
数も多く、処理の効果が歴然としていました。 

■７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））：：：：７７７７月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動    
梅雨明け後の快晴のもと、記念 
碑台が３０℃に対して調査区画 
は２６℃でした。環境整備ボラン 
ティア２１名に、体験会の１家族３ 
名が加わって活動しました。イベ 
ント清掃ぴかぴか隊の９名には 
ササ刈りを担っていただきました。 
定例の調査に加えて、第１調査区 
の林床調査の追確認もしました。 

■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））：：：：８８８８月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動    
記念碑台は２６℃、調査区は２２℃という涼しさです。イベント
清掃ぴかぴか隊１３名と当会会員１１名の２４名のボランティ
アが参加しました。散策路の植生調査、調査区の環境調査に
加えて、ササ刈りに注力しました。 

■８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））：：：：８８８８月度月度月度月度臨時環境整備活動臨時環境整備活動臨時環境整備活動臨時環境整備活動・・・・第第第第３３３３期調査区設定期調査区設定期調査区設定期調査区設定    
午前１０時から午後３時まで、９名が参加して活動しました。
記念碑台で２７℃、二つ池は２４℃でした。二つ池・下池の外
郭測量と、二つ池東斜面に第３期アセビ調査区画を設定する

ための測量を行いました。 

②６月～８月の環境学習 
■６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：モリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルのののの特別観察会特別観察会特別観察会特別観察会    

神戸県民局認定の環境学習プロ 
グラム「モリアオガエルの特別観 
察会を１０時集合～１５時過ぎ解 
散で実施しました。天候は曇りの 
ち晴れ、気温は１９℃です。子ど 
も１６名、大人１３名、スタッフ等 
１２名の計４１名が参加しました。 
期待したモリアオガエルの卵塊は 
少なかったですが、目の前で産卵する様子を見ることができ
たので、皆が感動しました。 

■６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：初初初初めてのめてのめてのめての観察観察観察観察体験会体験会体験会体験会    
今期から環境整備活動の開催日に、子どもパークレンジャー
のフォロー活動として、希望者に調査区の観察などを体験し
てもらう試みを始めました。第１回は西山さんファミリー４名が
参加し、スタッフと一緒に雑木林での観察を楽しみました。    

■７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））～～～～１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））：：：：ヒメボタルヒメボタルヒメボタルヒメボタル深夜深夜深夜深夜観察会観察会観察会観察会    
記念碑台周辺でヒメボタルの発光の最盛時間帯を調査する
目的で、２０時から早朝３時までの深夜、２時間毎の調査を４
回実施しました。子ども２名、大人３名とスタッフ７名の１２名
が眠気を催しながら活動しました。ヒメボタルの発光時間の
最盛期は２３時ころと判定し、個体数は約３０個を確認しまし
た。スタッフ２名は記念碑台の東屋で朝を迎えました。 

■７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：夏夏夏夏のののの六甲山子六甲山子六甲山子六甲山子どもどもどもどもパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャー    
２０１１年夏の「六甲山子ども 
パークレンジャーを目指そう 
！」を７月３１日、９時～１６ 
時半で実施しました。六甲山 
小学校で気温は２２．５℃と 
涼しく、子ども２１名、大人７ 
名、スタッフ８名の計３６名が 
参加しました。午前中は二つ 
池での水生昆虫調べ、雑木 
林での虫探しなどに興じ、午後は図鑑を見ながら虫の同定を
しました。皆さんのきめ細かい感想発表が印象的でした。 

③６月～８月の行事開催 
■６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第六甲山環境整備協議会第６６６６期総会期総会期総会期総会    
六甲道勤労市民センターで、１８時～１９時半、構成団体・協
力団体から８名が参加し、六甲山環境整備協議会平成
２３年度（第６期）総会を開催しました。活動報告と事業
計画の説明の後、「二つ池環境学習林」の景観設計やア
セビ伐採調査の追跡調査について議論が交わされまし
た。終了後は懇親会でも活発な意見交換が続きました。 

■６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：アセビアセビアセビアセビ炭炭炭炭のののの展示販売展示販売展示販売展示販売    
神戸市シルバーカレッジのジョイラック・デイに協賛して、役
員・会員４名が出張しアセビ炭の展示即売会を行いました。尾
崎幹事が考案した消臭袋、アセビ炭のオブジェクト、アセビ炭
焼きの紹介パネルなどを展示しました。イベント清掃ぴかぴ
か隊のご尽力で、用意した試供品は全て販売できました。皆
さんご苦労様！アセビの再生利用の道が少し開けました。 

（文責：堂馬 英二） 

モリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルモリアオガエルのののの産卵産卵産卵産卵    

黒田黒田黒田黒田さんとさんとさんとさんと林床調査林床調査林床調査林床調査ののののメンバーメンバーメンバーメンバー    

六甲山六甲山六甲山六甲山ササササササササ刈刈刈刈りりりり隊隊隊隊！！！！    

二二二二つつつつ池池池池でででで水生生物調査水生生物調査水生生物調査水生生物調査    
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     ※この活動には、大阪コミュニティ財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）、イオン環境財団、 

コープこうべ環境基金などの助成金が交付されています。 

【１２月～１月の活動予定】 

①１２月～１月の環境整備活動の予定 
■１２月１７日（土）：定例活動として、散策路の植生調査や二つ

池・アセビ調査区の環境測定などを行います。第３期アセビ
伐採調査の対象区画の再測量も行います。 

■１月２０日（土）：定例活動として、散策路の植生調査や二つ
池・アセビ調査区の環境測定などを行います。冬の子どもパ
ークレンジャーの準備として、樹木標識の吊り下げや安全ロ
ープの設置なども行います。 

■１２月～１月：環境省から「木竹伐採の許可」を取得次第、対
象区画のササ刈りを実施し、毎木調査の準備をします。 

②１２月～１月の予定 
■１２月１１日～２０日：「昔の六甲を知ってみよう！３」企画展 

JR 六甲道の勤労市民センター４階 
フロアにて、１１日（日）～２０日（火）、 
灘区制８０周年に協賛して「昔の六甲 
を知ってみよう！３」 灘ｊ区・六甲は 
じまりのころと登山ガイドブック展」を 
開催します。１５日（木）は休館日で 
す。１８日（日）は前田康男さんの記 
念講演「灘区のころと六甲山の大衆 
化～六甲山登山ガイドブックから世 
相を読む～」を開催します。 

■１月２９日（日）：冬の子どもパークレンジャー 
２０１２年冬の「六甲山子どもパークレン 
ジャーを目指そう！」を１月２９日（日）に 
開催します。今回は恒例の試みを広報 
するために、これまでの灘区内の全小 
学校に加えて、中央区と東灘区内の小 
学校学童にも参加募集チラシを配布す 
る準備をしています。受付開始は１２月 
２０日、締切は１月２０日です。 

【９月～１１月の活動の概略】 

①９月～１１月の環境整備活動 
■９月１７日（土）：９月度定例環境整備活動 

曇り空で二つ池周辺の気温は２２℃、１１名のボランティアが
参加しました。散策路の植生調査とササ刈り、二つ池の水生
生物調査、アセビ調査区等の観測、二つ池・下池の測量の４
班に分かれて活動し、雨が降る前に活動を終えました。 

■１０月１５日（土）：１０月度定例環境整備活動 
調査区の気温は１８℃で、８名のボ 
ランティアが参加しました。アセビ 
調査区で標本木を選定して、冬越し 
のためのコモ巻きをしました。冬の 
パークレンジャーで虫探しの教材に 
活用します。 

■１０月２０日（木）：１０月度臨時環境整備活動 
１０月１５日に着手したコモ巻き作業を完了するために、臨時
の活動を行い、５名が参加しました。午前中は指標木６本のコ
モ巻きを行い、午後は２班に分かれて、散策路のコドラートの
植生調査、下池の測量を実施しました。コドラートの植生調査
用に植物写真図鑑を作成する準備もできました。 

■１１月１９日（土）：１１月度定例環境整備活動＆月例観察会 
冷たい雨と強風の中でしたが、予定を修正して活動しました。
１０名のボランティアと西山ファミリー４名の計１４名が参加し
ました。西山陸斗君を含む７名が杉林の測量と気温の測定に
挑み、西山ファミリー３名を含む７名はシュラインロードの行
者堂を探訪しました。昼前にずぶ濡れになって自然保護セン
ターに戻りました。 

②９月～１１月の活動 
■１０月２８日（金）：神戸市シルバーカレッジ・リレートーク 

国際森林年記念として「六甲山リレートーク」が神戸市シルバ
ーカレッジ・カレッジホールで、１０月１８日（金）１０：００～１５：
００、開催されました。新野幸次郎さんの基調講演に続き、９
名のスピーカーが各自１５分で活動発表しました。シルバー
カレッジの学生約３００名が六甲山をめぐる多様な話題を聴講
しました。当会は堂馬 
代表幹事と岡幹事が 
発表しました。イベン 
ト清掃ぴかぴか隊の 
ご協力で、ポスター展 
示もしました。 

 
■１０月３１日（日）：六甲山研究会第４回（六甲山） 

（財）神戸市都市問題研究所主催の「都市資源としての六甲山
研究会」は月例研究会を重ね、第４回は六甲山ホテルで開催
しました。六甲摩耶鉄道（株）の上田均社長のお世話で、バー
ベキューの晩さんを楽しみ、お互いの懇親を深めました。 

■１１月５日（日）：子どもパークレンジャー・秋のハイキング 
子どもパークレンジャー・サポート会員の中島さんのご希望
に応えて、秋のハイキングを催しました。中島さんたち３家
族・８名に、久保・岡井・堂馬の３名が加わりました。小雨の中、
六甲山ゴルフ倶楽部～六甲山銀座 
～記念碑台～近畿自然歩道（僕ら 
の森も探索）～丁字ヶ辻までゆっく 
りあるきました。雨も貴重な体験だ 
と満足感が一杯でした。このような 
企画を子どもパークレンジャーの 
活動の一環にしたいです。 

■１１月２７日（日）：下唐櫃林産農協・間伐見学 
下唐櫃林産農業協同組合長の芝 勝行さんにお世話いただ
いて、当会会員の田邊、村上、堂馬の３名が間伐作業を」見
学しました。１１月２７日７時４０分に神戸電鉄有馬口に合流し  
ました。下唐櫃村から里山から山道を３０分登って、檜の植林
地に着きました。下唐櫃の人たち２０名ほどが急斜面で密生
した檜を間伐していました。２時間ほど見学し、林産資源を維
持保全していくご苦労など、お話しをうかがいました。六甲山
北面で続いている里山管理を学べて感謝します。 
  
 
 
 
 
 
 

（文責：堂馬 英二）   

 
新野幸次郎さん ポスターと炭の展示

雑木林の体験を楽しむ 

 
樹齢約４０年の檜の植林地 急斜面での伐採作業 

冬越しのコモ巻き
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                    ※※※※このこのこのこの活動活動活動活動にはにはにはには、、、、大阪大阪大阪大阪コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ財団財団財団財団（（（（東洋東洋東洋東洋ゴムグループゴムグループゴムグループゴムグループ環境保護基金環境保護基金環境保護基金環境保護基金））））、、、、イオンイオンイオンイオン環境環境環境環境財団財団財団財団、、、、    

コープコープコープコープこうべこうべこうべこうべ環境基金環境基金環境基金環境基金などなどなどなどのののの助成金助成金助成金助成金がががが交付交付交付交付されていますされていますされていますされています。。。。    

【【【【２２２２月月月月～～～～３３３３月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定】】】】    

①２月～３月の環境整備活動の予定 
■２２２２月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（土土土土））））：：：：２２２２月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動＋＋＋＋環境学習環境学習環境学習環境学習    

定例活動として、散策路や二つ池・アセビ調査区の環境測定
などを行います。冬のパークレンジャー用に設置した安全ロ
ープの撤去なども行います。 

■３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：２２２２月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動＋＋＋＋環境学習環境学習環境学習環境学習    

定例活動として、散策路や二つ池・アセビ調査区の環境測定
などを行います。そろそろ、春植物の芽生えが予想されます
ので、樹木の冬芽や植生の観察に注力します。 

②２月～３月の予定 
期末になりますので、会計処理や助成金の報告書等を作成
することで大わらわになる見込みです。 

■２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））：：：：第第第第７７７７回回回回ひとはくひとはくひとはくひとはく共生共生共生共生のののの広場広場広場広場    

        昨年はポスター発表で館長賞をいただきました。今年も口頭
発表とポスター発表に参加申込します。口頭発表のテーマは
「六甲山の雑木林で“まちっ子の森”づくり」で、環境学習に精
勤されている西山ファミリーに体験発表をお願いしています。 

■■■■３３３３月月月月末末末末：：：：収支決算収支決算収支決算収支決算、、、、事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書等等等等のまとめのまとめのまとめのまとめ    

  平成２３年度の期末で活動実績や収支をまとめます。平成２
４年度の事業計画として、第３期アセビ伐採調査や、森林ボラ
ンティア活動の構想を具体化し、二つ池環境学習林で、“まち
っ子の森”づくりを進める見通しを固めます。    

【【【【１２１２１２１２月月月月～～～～１１１１月月月月のののの活動活動活動活動のののの概略概略概略概略】】】】    

①１２月～１月の環境整備活動 
■１２１２１２１２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１２１２１２１２月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動    

快晴の早朝は－８℃、この冬一番の冷え込みでした。午前１０ 
時の六甲山ガイドセンターは０℃で、二つ池には薄氷が張って
いました。ボランティア活動に１０名が参加し、３班に分かれて、
散策路のコドラートの植生観察、アセビ調査区の環境測定、杉
の人工林の測量を実施しました。人工林の測量は準備を整え
て再度実施することになりました。 

■１１１１月度臨時月度臨時月度臨時月度臨時環境整備活動環境整備活動環境整備活動環境整備活動はははは３３３３回実施回実施回実施回実施    

  環境省から第３期アセビ伐採調査 
準備のササ刈りを目的にした「木 
竹伐採の許可」を取得でき、積雪 
前にササ刈りに着手しました。１ 
月１０日に６名、１２日に５名、１７ 
日に５名が参加して、二つ池東斜 
面約１，０００平方メートルと杉の 
人工林約６００平方メートルのササ 
刈りを行いました。刈り払い機で林 
床を覆うササを刈り取り整理すると、林内の見通しが良くなり景
観が一変しました。「冬の子どもパークレンジャー」の活動領域
が拡がり、第３期調査地域の毎木調査の準備ができました。 

■１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１１１１月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動＋＋＋＋環境学習環境学習環境学習環境学習    

 快晴でガイドハウスは－１℃、ボランティア８名と環境学習体
験会の西山ファミリー４名が参加しました。定例の観察グルー
プ、冬の子どもパークレンジャーのためのコース整備の２班に
分かれて活動しました。二つ池の水位は低いが、全面氷で覆
われていました。散策路の坂道約３０ｍには安全ロープを設
置しました。 

②１２月～１月の活動 
■１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：「「「「昔昔昔昔のののの六甲六甲六甲六甲をををを知知知知ってみようってみようってみようってみよう！！！！３３３３」」」」    

ＪＲ六甲道の六甲道勤労市民セン 
ターで「昔の六甲を知ってみよう！ 
３」企画展を開催しました。来場者 
は推定延べ３００人で、展示を食い 
入るように見る熱心な人が目立ち 
ました。 

■１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：記念講演記念講演記念講演記念講演    

会員の前田康男さんの記念講演 
「灘区はじまりのころと六甲山の 
大衆化」を開催しました。４０人の 
参加者で会場は満員の盛況でし 
た。前田さんには事前準備から 
搬入出、開催中の受付までご協 
力いただきました。改めてお礼を 
申し上げます。 

■１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））～～～～９９９９日日日日（（（（月月月月））））：：：：六甲山六甲山六甲山六甲山ののののキノコキノコキノコキノコ展展展展２０１２２０１２２０１２２０１２    

第１０２回市民セミナーで講演していただいたご縁で、兵庫県立
御影高等学校主催のキノコ展を当会が後援しました。御影公会
堂の会場には標本が所狭しと展示されていました。新聞各紙の
紹介記事も功を奏して、３００名もの来場者がありました。 

■１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：六甲山環境整備協議会六甲山環境整備協議会六甲山環境整備協議会六甲山環境整備協議会ＨＨＨＨ２３２３２３２３中間報告会中間報告会中間報告会中間報告会    

六甲山環境整備協議会の平成２３年度中間報告会を六
甲道勤労市民センターで開催しました。構成団体・協力
団体の代表など１０名が参加し、終了後の懇親会でも活
発に意見交換しました。 
第２期のアセビ伐採調査の経過報告を行い、第３期アセ
ビ伐採調査の計画、そして記念碑台周辺に市民の散策
コースを補修・整備する「森林ボランティア活動」の企画
を説明しました。皆さんの賛同と激励をいただきました。 

■冬冬冬冬のののの「「「「六甲山子六甲山子六甲山子六甲山子どもどもどもどもパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャーパークレンジャー」」」」はははは大盛況大盛況大盛況大盛況    

１月２９日（日）に、２０１２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。定員６０名をはる
かに超える参加者８７名と、運営スタッフを含め１０８名と
いう大人数でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年も積雪に恵まれた六甲山で、ササ刈りをした二つ池

東斜面も踏み込んで雑木林を楽しみました。今回は、
「まちっ子の森づくり」を進めることも目指しました。雑木
林でマイウッドを決めて、四季の変化を見守っていこうと
いう趣向で、自分や家族の名札を様々な樹木に付けた
のが新しい試みです。継続的な訪れを期待します。 

（（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二））））    

林床林床林床林床ののののササササササササ刈刈刈刈りりりり    

企画展企画展企画展企画展    

講演講演講演講演するするするする前田康男前田康男前田康男前田康男さんさんさんさん    

六甲山小学校体育館六甲山小学校体育館六甲山小学校体育館六甲山小学校体育館のののの全員集合全員集合全員集合全員集合    
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六甲山環境整備協議六甲山環境整備協議六甲山環境整備協議六甲山環境整備協議会会会会 
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Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｒｏｋｋｏｓａｎ－ｋａｔｓｕｙｏ．ｃｏｍ  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｏｋｋｏｓａｎ－ｋａｔｓｕｙｏ．ｃｏｍ／ 

                    ※※※※このこのこのこの活動活動活動活動にはにはにはには、、、、大阪大阪大阪大阪コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ財団財団財団財団（（（（東洋東洋東洋東洋ゴムグループゴムグループゴムグループゴムグループ環境保護基金環境保護基金環境保護基金環境保護基金））））、、、、イオンイオンイオンイオン環境環境環境環境財団財団財団財団、、、、    

コープコープコープコープこうこうこうこうべべべべ環境基金環境基金環境基金環境基金などなどなどなどのののの助成金助成金助成金助成金がががが交付交付交付交付されていますされていますされていますされています。。。。    

【【【【４４４４月月月月～～～～５５５５月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定】】】】    

①４月～５月の環境整備活動の予定 
■４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））：：：：４４４４月月月月のののの““““まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森森森森””””体験会体験会体験会体験会    

平成２４年度から毎月第３土曜日の午前中に、“まちっ子の
森”体験会を開催し、子どもパークレンジャーの参加者に、四
季の変化を体験してもらいます。４月・６月・８月は午後から市
民セミナーを開催します。 
４月２１日は、「早春の六甲山 
の森」というテーマの市民セミ 
ナーと一体になり、午前中は 
自然探索を行います。午前の 
み・午後のみの部分参加も可 
能です。 
他の月は午後から環境整備活動を実施します。 “まちっ子の
森”づくりや市民の散策路整備など、森林ボランティア活動を
計画的に進め、市民のボランティアを募集します。 

■４４４４月月月月度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動１１１１・・・・２２２２    

        第３期のアセビ伐採調査の準 
備として、二つ池東斜面約１，０ 
００平方メートルの地域で毎木 
調査を行います。モリアオガエ 
ルの繁殖期前ですので、６月ま 
では二つ池周辺を騒がせない 
ように配慮します。 

■５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：５５５５月月月月のののの““““まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森森森森””””体験会体験会体験会体験会    

午前中に“まちっ子の森”の春の情景に親しんでもらいます。
併行して散策路や二つ池・アセビ調査区の環境測定なども行
います。午後は平成２４年度の総会ですので、開催前に周辺
散策を楽しんでいただきます。 

■５５５５月月月月度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動度臨時環境整備活動３３３３    

森林ボランティア活動に着手するために、対象地域の実地測
量などを行って、景観整備や散策路改修の施工計画を作成し
ていきます。 

■３３３３期期期期アセビアセビアセビアセビ伐採調査伐採調査伐採調査伐採調査「「「「木竹伐採木竹伐採木竹伐採木竹伐採のののの許可許可許可許可」」」」申請申請申請申請    

モリアオガエルの産卵期が終わる７月以降に第３期アセビ伐
採調査を実施します。そのために、６月中に、環境省と神戸市
に「木竹伐採の許可」を申請する予定です。 

②４月～５月の予定 
■４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））：：：：平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度「「「「六甲山子六甲山子六甲山子六甲山子どもどもどもどもパークレンジャパークレンジャパークレンジャパークレンジャ

ーーーー」」」」企画会議企画会議企画会議企画会議    

平成２３年度の四季の「子どもパークレンジャー」は毎月の
“まちっ子の森”体験会開催を基盤にして、夏・冬と特別観察
会などのイベントを開催します。六甲山の森に親しみ、自然
や環境に関心を深める活動を効果的にする検討を行います。    

■「「「「六甲山六甲山六甲山六甲山をををを活用活用活用活用するするするする会会会会」」」」平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度（（（（第第第第１０１０１０１０期期期期））））総会総会総会総会    

  ５月１９日（土）に六甲山自然保護センターで第１０期の総会を
今年度は午後１時から開催します。午前中は周辺を散策して、
六甲山の春の花や樹を楽しんでいただきます。 

【【【【２２２２月月月月～～～～３３３３月月月月のののの活動活動活動活動のののの概略概略概略概略】】】】    

①２月～３月の環境整備活動 
■２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：２２２２月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動＋＋＋＋体験会体験会体験会体験会    

六甲山は早朝で－５℃、表六甲ドライブウェイではチェーンを

装着していました。ガイドハウスにはボランティア７名と西山
ファミリー４名が集まり、定例の環境調査と自然体験会を行い
ました。冬芽が大きくなり春の到来を待っていました。 

■３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））：：：：３３３３月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動月度定例環境整備活動＋＋＋＋体験会体験会体験会体験会    

ボランティア１３名と体験会 
４名が集まりました。朝から 
雨模様で、気温は８℃と温 
かでした。予定を大幅に変 
更して、“まちっ子の森“の 
状況を観察しました。 
昼前には、元・葺合高校六 
甲山学舎で自然学校の運 
営を進めている牛飼さん・ 
長島さんの拠点を訪問しま 
した。新調の薪ストーブで 
暖かいもてなしを受けて、 
今後の協力や連携を相談し 
ました。 

②２月～３月の活動 
■２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：人人人人とととと自然自然自然自然のののの博物館博物館博物館博物館・・・・第第第第７７７７回共生回共生回共生回共生のひろばのひろばのひろばのひろば    

２月１１日に県立人と自然 
の博物館で、ひとはく第7 
回共生のひろばが開催さ 
れました。当会はポスター 
発表と口頭発表を行いまし 
た。口頭発表では、六甲山 
の雑木林で“まちっ子の森 
“づくり、というテーマで、 
子どもパークレンジャー参 
加者の西山ファミリーにも、体験を紹介していただきました。 

■２２２２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月）：）：）：）：神戸市都市問題研究所神戸市都市問題研究所神戸市都市問題研究所神戸市都市問題研究所・・・・六甲山研究会最終回六甲山研究会最終回六甲山研究会最終回六甲山研究会最終回    

昨年７月から毎月開催されていました「都市資源としての六甲
山研究会」は最終回になり、各委員の報告や提案を発表しまし
た。折しも、神戸市は「六甲山森林整備戦略」を構想するなど、
六甲山の保全と活用に注目が集まっています。 

■森林森林森林森林ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動・・・・平成平成平成平成２４２４２４２４年度着工年度着工年度着工年度着工計画計画計画計画    

平成２４年度から３年間、兵庫県緑化推進協議会の「森と緑の
ふれあい支援事業助成金」で、「六甲山上近畿自然歩道を市民
が親しむ散策コースに改修･整備」を進めます。 
３月６日に平成 
２４年度の着工 
計画を提出し、 
１１月末の完了 
を予定していま 
す。記念碑台周 
辺の近畿自然 
歩道を改修・整 
備し、“まちっこ 
子の森”を見学 
コースに組み込 
み、モデルにな 
る市民の散策コ 
ースをつくります。 
（（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二））））    

““““まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森森森森””””入入入入りりりり口口口口    

ササササササササ刈刈刈刈りしたりしたりしたりした二二二二つつつつ池下池池下池池下池池下池・・・・東斜面東斜面東斜面東斜面    

小雨小雨小雨小雨のののの中中中中でででで活動活動活動活動    

薪薪薪薪ストーブストーブストーブストーブのもてなしのもてなしのもてなしのもてなし    

みんなでみんなでみんなでみんなで口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表    

記念碑台周回記念碑台周回記念碑台周回記念碑台周回コースコースコースコース計画図計画図計画図計画図    



 

Friends for Activating Life with Rokkosan 

〒657-0028 神戸市灘区森後町２－３－７ ワークスタイル研究所内 

ＴＥＬ：０５０－３７４３－９８９７ ＦＡＸ：０７８－８５６－６６１６ 

Mail：info@rokkosan-katsuyo.com 
URL：:http://www.rokkosan-katsuyo.com/ 

 

六甲山六甲山六甲山六甲山をををを活用活用活用活用するするするする会会会会    
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