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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  

第第第第２３２３２３２３号号号号：：：：２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年    ３３３３月月月月３１３１３１３１日発行日発行日発行日発行    

第第第第２４２４２４２４号号号号：：：：２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年    ６６６６月月月月３０３０３０３０日発行日発行日発行日発行    

第第第第２２２２５５５５号号号号：：：：２０２０２０２０１２１２１２１２年年年年    ９９９９月月月月３０３０３０３０日発行日発行日発行日発行    

第第第第２６２６２６２６号号号号：：：：２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日発行日発行日発行日発行    

第第第第２７２７２７２７号号号号：：：：２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年    １１１１月月月月３１３１３１３１日発行日発行日発行日発行    

第第第第２８２８２８２８号号号号：：：：２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年    ３３３３月月月月３１３１３１３１日発行日発行日発行日発行    
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六六環環協協ニニュューースス  
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 20 20 20 2012121212 年年年年 3333 月月月月 31313131 日発行日発行日発行日発行    

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 

第第 2233 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） 

〒657-0028 神戸市灘区森後町 2-3-7 ワークスタイル研究所内 TEL：078-856-4756／FAX：078-856-6616 

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    
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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 20 20 20 2012121212 年年年年 6666 月月月月 30303030 日発行日発行日発行日発行    

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 

第第 2244 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） 

〒657-0028 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 

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）、）、）、）、花王花王花王花王・・・・みんなのみんなのみんなのみんなの森森森森づくりづくりづくりづくり活動助成活動助成活動助成活動助成、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会、、、、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、、、、自然保護自然保護自然保護自然保護ボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドなどのなどのなどのなど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。。。。    

 

【【【【７７７７月月月月～～～～９９９９月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定】】】】    

①７月～９月の環境整備活動の予定 
■７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））：：：：７７７７月月月月のののの自然自然自然自然体験会体験会体験会体験会＋＋＋＋定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備１１１１    

例年同様にイベント清掃ぴかぴか隊が応援参加してくれます。

スギの人工林の空井戸に安全柵を設置する定です。 

■７７７７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６６６６・・・・７７７７・・・・８８８８    
        環境省から「木竹伐採の許可」を得て、第３期のアセビ伐採調

査を進める予定です。標準調査５区画のアセビを伐採し、毎

木調査を補完するために測定も実施します。 

■８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：８８８８月月月月度自然体験会度自然体験会度自然体験会度自然体験会＋＋＋＋第第第第１１１１１１１１１１１１回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー
午前はぴかぴか隊に加えて、六甲遊悠にも応援参加してもら

ってアセビ伐採を進める予定です。午後は第１１回市民セミナ

ーで講師の沖村 孝氏から、六甲山の土砂災害のお話です。 

■８８８８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９９９９・・・・１０１０１０１０ 

標準５区画のアセビ約１００本を伐採して、毎木調査に測定結

果を追加し、炭焼き用の準備に集中します。 

■９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：９９９９月月月月のののの自然体験会自然体験会自然体験会自然体験会＋＋＋＋定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備２２２２    
地権者の了解を得て、有刺鉄線のフェンスの改修に着手しま

す。１５年前からの懸案事項で、やっと実施できます。施工業

者はアークレホームサービスにお願いします。 

■９９９９月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１１１１１１１１・・・・１２１２１２１２ 

有刺鉄線フェンスの改修を実施し、環境省の「工作物新設の

許可」を待ちます。その間は伐採アセビを処理し保管します。 

②７月～９月の予定 
■７７７７月月月月７７７７～～～～８８８８日日日日（（（（土土土土・・・・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観察会深夜観察会深夜観察会深夜観察会    

昨年は六甲山上でのヒメボタルの最多発光時間を観察しまし

た。引き続いて深夜の観察会を行ないます。 

ヴィアッジオ・グループに仮眠・宿泊の 

場所をお世話いただく予定です。    
■８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：夏夏夏夏のののの子子子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    
  恒例の２０１２年夏の「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。参加者が少ない傾向なので、灘区・中 

央区の全小学校の生徒に募集チラシを配 

布します。 

【【【【４４４４月月月月～～～～６６６６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】】】】    

①４月～６月の環境整備活動 
■４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））：：：：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    

３名が参加して、まちっ子の森の春の花を観察しました。 

■４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））：：：：４４４４月月月月度臨時整備活動度臨時整備活動度臨時整備活動度臨時整備活動２２２２    
６名が参加し、第３期アセビ伐採調査区で、伐採するアセビを

マーキングしました。その他の樹種に名札をつけました。 

■５５５５月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））：：：：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    
４名が参加して、杉の人工林の下 

草を掃除し、西端の山道との境界 

に伐採したアセビで境界杭を設置 

しました。 

■５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））：：：：５５５５月月月月度臨時環境度臨時環境度臨時環境度臨時環境    
整整整整備活動備活動備活動備活動４４４４    

７名が参加し、第３期アセビ伐採調 

査区の樹木調査を行ってマーキング 

の名札を付けました。 

■６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火））））：：：：６６６６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５５５５    
８名が参加して、第３期アセビ伐採調査区の毎木調査を進め

ました。樹高の目測、胸高幹周、それに被度を測定しました。 

②４月～６月の活動 
■４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））：：：：４４４４月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋第第第第１０９１０９１０９１０９回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー    

午前には２８名が集まり、講師の 

小楯 誓治氏の指導で、野外観 

察をしました。検土杖で土壌調査 

し、クロモジの大樹の解説を楽し 

みました。午後の市民セミナーに 

も２８名が参加し、「早春の六甲の 

森」のお話を聞きました。 

■■■■５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：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・・・・第第第第１０１０１０１０期総会期総会期総会期総会    
午前の自然体験会に２１名が参加し、まちっ子の森で樹木の花

を観賞し、二つ池の様子を観察しました。 

午後は自然保護センターで第１０回総会を開催しました。 

■６６６６月月月月４４４４日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月）：）：）：）：まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森展森展森展森展    
灘区民ホールで初めての「まち 

っ子の森展」を開催しました。子 

どもや家族を対象にして、まちっ 

子の森での活動、水生生物の展 

示など工夫を凝らしました。 

都賀川に面した素晴らしい環境 

ですが、一般の来館者が少なく 

１週間で延べ約２５０名でした。 

広報拠点として実績を積み重ねていくつもりです。 

■６６６６月月月月１２１２１２１２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７７７７期総会期総会期総会期総会    
六甲道勤労市市民センターで１８時～２０時、第７期の総会を開

催しました。第３期のアセビ伐採調査の進捗状況や、森林ボラ

ンティア活動について報告し、意見交換しました。 

■６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：神戸市神戸市神戸市神戸市シルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジ・・・・ＪＬＤＪＬＤＪＬＤＪＬＤででででアセビアセビアセビアセビ炭即売炭即売炭即売炭即売    
  神戸市シルバーカレッジのジョイラックデーで、イベント清掃ぴ

かぴか隊がアセビ炭の製作物を展示即売し、会から４名が協

力しました。当日は約５００名の参加者で賑わいました。 

■６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））：：：：６６６６月月月月度自然体験会度自然体験会度自然体験会度自然体験会＋＋＋＋第第第第１１０１１０１１０１１０回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー    
 小雨の中、午前の自然体験会に２４名が参加しました。翌１

７日に開催する「夏のパークレンジャー」の準備も兼ねて、ま

ちっ子の森の樹木に、図鑑を吊り下げました。午後の第１１０

回市民セミナー「ひとの集う場所 六甲山」」には２０名が参加

し、講師の中村氏のお話に耳を傾けました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
■６６６６月月月月１７１７１７１７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    
神戸県民局の公募プログラムで、モリアオガエル特別観察会を   

開催し、総勢で４１名が参加しました。まちっ子の森で上池と下

池に分かれてモリアオガエルの卵塊を観察しました。卵塊は合

計５０個を確認できました。         （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二））））    
樹種樹種樹種樹種にににに名札名札名札名札をををを付付付付けるけるけるける    

クロモジクロモジクロモジクロモジのののの大樹大樹大樹大樹    

小学生小学生小学生小学生がががが来館来館来館来館    

樹木図鑑樹木図鑑樹木図鑑樹木図鑑をををを吊吊吊吊りりりり下下下下げげげげ    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卵塊卵塊卵塊卵塊をををを観察観察観察観察    

夏夏夏夏のののの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    
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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 
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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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※※※※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）、）、）、）、花王花王花王花王・・・・みんなのみんなのみんなのみんなの森森森森づくりづくりづくりづくり活動助成活動助成活動助成活動助成、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会、、、、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、、、、自然保護自然保護自然保護自然保護ボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドなどのなどのなどのなど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。。。。    

    

【【【【１０１０１０１０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】】】】    

①１０月～１１月の環境整備活動の予定 
環境省に申請している「工作物の新設」許可を取得し、森林ボ
ランティア活動として、近畿自然歩道の坂道・階段部に木柵の
設置、破損している案内看板の取り替えに取り組みます。 

■１０１０１０１０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１３１３１３１３・・・・１４１４１４１４・・・・１５１５１５１５    

        第３期アセビ伐採調査区画野標準5区画のアセビ伐採を完了
して、炭焼き窯への搬送準備をします。 
環境省の許可を得て、木杭と横板の防腐・塗装処理を行って
木柵設置作業に着手します。 

■１１１１１１１１月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１６１６１６１６・・・・１７１７１７１７・・・・１８１８１８１８    

坂道と階段部に木柵を設置します。続いて、案内看板の地図
を作成して関係機関の了承を得て取り替えます。一連の作業
を 11 月下旬に終えて、実施報告書を提出します。 

■１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１１１１１１１１月月月月度自然体験会度自然体験会度自然体験会度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備３３３３    

標準5区画については、伐採したアセビを整理して、アセビ外
の樹種の毎木調査に備えます。標準外の区画のアセビ伐採
を順次進めて、観察コースも設定し補修・整備します。 

②１０月～１１月の予定 
■１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１０１０１０１０月自然体験会月自然体験会月自然体験会月自然体験会＋＋＋＋第第第第１１２１１２１１２１１２回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー    

午前中は「まちっ子の森」で伐採したアセビの処理・保管を行
います。同時に、午後の第１１２回市民セミナー講師の道満 
俊徳氏を案内します。 

■１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））：：：：神戸市神戸市神戸市神戸市シルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジ講演講演講演講演    

ぴかぴか隊の依頼を受けて、ジョイラックデーでの講演を行
ないます。その際に、アセビ炭の加工品などを展示・販売して
もらいます。加工・製作はぴかぴか隊にお願いします。 

■１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））：：：：「「「「六甲砂防六甲砂防六甲砂防六甲砂防ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング」」」」にににに協力協力協力協力    

国土交通省の六甲砂防事務所の恒例行事「六甲砂防ウォー
ク」で、「まちっ子の森」がコースに加えられました。森林ボラ
ンティア活動をお披露目する絶好のタイミングです。 

【【【【７７７７月月月月～～～～９９９９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】】】】    

①７月～９月の環境整備活動 
■７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：７７７７月度月度月度月度臨時臨時臨時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６６６６    

６名が参加し、アセビ伐採調査区で環境調査を実施しました。
昼食前に突然の雷雨があり、作業を中止しました。 

■７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：７７７７月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動７７７７    

 ７名が参加して、アセビ伐採調査区で環境調査を行い、アセビ伐
採の許可に備えました。 

■７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））：：：：７７７７月月月月度自然体験会度自然体験会度自然体験会度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動１１１１    

ぴかぴか隊１２名の応援で１８名が活動。近畿自然歩道のサ
サ刈り・植生調査と杉林の空井戸に安全柵を設置しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：７７７７月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動８８８８    

    ７名が参加して、第 3 期のアセビ伐採調査に本格的に取り組み

ました。標準 5 区画のアセビ伐採予定は約１００本で、伐採後、
樹高を実測し、年輪サンプルを採取し、幹は玉切りして枝葉は
破棄しました。 

■８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：８８８８月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動９９９９    

    ７名が真夏の暑さの下、標準5区画のアセビ伐採を進めました。 
■８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：８８８８月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１０１０１０１０    

    ８名が参加し、伐採したアセビの整理・運搬保管をしました。 
■９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：９９９９月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１１１１１１１１    

６名が参加して、標準 5 区画で伐り残しているアセビをすべて
処理し、第3 期のアセビ伐採調査の目処をつけました。 

■９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：９９９９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４４４４    

 アークレ 2名とボランティア 4名の計６名が参加して、有刺鉄線
フェンスの撤去・改修に着手しました。有刺鉄線を撤去し、支柱
を建て直して濃茶ペンキを塗りました。 

■９９９９月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：９９９９月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１２１２１２１２    

アークレ 2名とボランティア 6名の計８名が参加して、支柱に
2 段のワイヤーを設置しました。全長約４０ｍを改修し、痛ん
でいた山道もアセビ樹を使って補修しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②７月～９月の活動 
■７７７７月月月月７７７７～～～～８８８８日日日日（（（（土土土土・・・・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観察会深夜観察会深夜観察会深夜観察会のののの開催開催開催開催    

昨年に引き続いて深夜の観察会を開催し３７名が参加しました。
２０時からと２２時からの２回、近畿自然歩道沿いに観察し、約
５０固体の発光を観察しました。大半の参加者が初めてヴィア
ッジオ・グループの施設で宿泊しました。 

■８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日））））：：：：夏夏夏夏のののの子子子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をををを開催開催開催開催 
恒例の２０１２年夏の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そ
の Bグループで、夏のまちっ子の森に親しみました。経験者の
グループはアセビ伐採も体験しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））：：：：８８８８月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋第第第第１１１１１１１１回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー    

    午前中は、ぴかぴか隊２０名、六甲遊１２名の応援があり、合計
３９名で活動しました。標準5 区画に班分けしてアセビの伐採を
一挙に進めました。午後の第１１１回市民セミナー「六甲山にお
ける都市化の進行と土砂災害」には５４名という大勢が参加し、
講師の沖村 孝氏のお話しを熱心に聴きました。 

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

    

有有有有刺鉄線刺鉄線刺鉄線刺鉄線フェンスフェンスフェンスフェンスのののの改修改修改修改修    有刺鉄線有刺鉄線有刺鉄線有刺鉄線フェンスフェンスフェンスフェンスのののの改修改修改修改修    

安全柵安全柵安全柵安全柵のののの設置設置設置設置    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    

ヒメボタルヒメボタルヒメボタルヒメボタル深夜観察会深夜観察会深夜観察会深夜観察会    夏夏夏夏のののの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・・・・集合集合集合集合    
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【１２月～１月の活動予定】 

①１２月～１月の環境整備活動 
■■■■１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（（（（木木木木））））：：：：アセビアセビアセビアセビ炭焼窯炭焼窯炭焼窯炭焼窯へへへへ搬入搬入搬入搬入    

伐採して保管しているアセビを夢前町の炭焼窯に搬入します。

今期の第１回目で、「菊炭」タイプの炭も仕上げる予定です。 

■１２１２１２１２月月月月のののの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１９１９１９１９・・・・２０２０２０２０ 

 １２月１２日（水）と１９日（水）の２回、いよいよ第３期調査区画

の標準５区画外のアセビ伐採調査に着手します。「木竹伐採

の許可」の期限は平成２５年３月末です。 

■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１１１１月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例定例定例定例環境整備活動環境整備活動環境整備活動環境整備活動４４４４    
 ２月３日に予定している「冬の子どもパークレンジャー」の下

見を行います。観察コースを整備します。 

■１１１１月月月月のののの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２１２１２１２１ 

余裕があれば、アセビ外の樹木の毎木調査も実施します。 

  同時に、「まちっ子の森」の観察コースの整備も行います。 

②１２月～１月の予定 
■１２１２１２１２月月月月９９９９～～～～１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：企画展企画展企画展企画展４４４４開催開催開催開催    

１２月９日～１６日で恒例の企画展 

 「昔の六甲山を知ってみよう！４」 

を神戸市立六甲道勤労市民センタ 

ーで開催します。テーマは「昭和初 

期の六甲山開発競争を辿る」で、六 

甲山が大衆化した時期に焦点を当 

てます。パネル展示と平行して３つ 

の有料イベントも開催します。 

■１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））：：：：記念講演記念講演記念講演記念講演１１１１    
テーマは「六甲山に賑わいをもたらした開発競争」で、講師は

森地 一夫さんにお願いします。４Ｆ服飾室で１３：３０～１５：０

０の予定で、参加費は５００円です。この企画展のガイダンス

という位置づけです。 

■１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：六甲山上歴史六甲山上歴史六甲山上歴史六甲山上歴史ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    
 「昭和初期の六甲山上を探訪しよう！」をテーマに、昭和初

期の資料を手に冬の六甲山を現場探索します。ガイド役は前

田 康男さんです。８０年間の推移を目にして、六甲山を考え

る貴重な機会です。参加費は交通費を含み２，５００円です。 

■１２１２１２１２月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：記念講演記念講演記念講演記念講演２２２２    
テーマは「神戸コレクションオタクの見た六甲山」で、講師は

八ヶ代信行さんです。豊富なコレクションをもとに、昭和初期

の神戸について解説していただきます。 

講演に続いて、「われわれの見た六甲山」をテーマに参加者

で意見交換します。５Ｅ会議室で１４：００～１６：３０の予定で

参加費５００円です。企画展のまとめという位置づけです。 

■１１１１月月月月９９９９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」」」」第第第第７７７７期期期期中間報告会中間報告会中間報告会中間報告会    
  １月９日（水）１８：００～１９：４０、六甲道勤労市民センターで、

平成２４年度（第１０期）六甲山環境整備協議会の中間報告会

を開催します。 

【１０月～１１月の活動の概略】 

①１０月～１１月の環境整備活動 
■１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水））））：：：：１０１０１０１０月度月度月度月度臨時臨時臨時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１３１３１３１３    

８名が参加、雨天の中で伐採したアセビを整理し、環境調査も

行いました。 

■１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））：：：：１０１０１０１０月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１４１４１４１４    

９名が参加、第３期アセビ伐採調査区画の標準５区画で伐採

が完了していなかった２区画で、アセビを伐採して整理し終え

ました。５区画の環境調査も実施しました。 

■１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））：：：：１０１０１０１０月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１５１５１５１５    
アークレ３名とボランティア１１名の１４名が参加して、木柵の

設置をしました。坂道は木杭打ちを終えたところで中断して、

階段部の木柵設置に取り組みました。階段の作業を完了した

ので、木柵設置の要領もつかむことができた。 

 

 

 

 

 

 

 
 
■１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））：：：：１１１１１１１１月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１６１６１６１６    

アークレ３名とボランティア４名の７名が参加した。木柵の横板

取り付けを行ってペンキ塗りも実施した。丸木の階段が痛み出

していたので、修復もしました。坂道は見違えるような景観に一

変し、歩行者はお礼を言いながら通行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（火火火火））））：：：：１１１１１１１１月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１７１７１７１７    
■１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））：：：：１１１１１１１１月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動月度臨時環境整備活動１８１８１８１８    

６名が参加し、「まちっ子の森」の観察コース設をしました。全

域にロープを張った後、坂道にアセビの階段を設置し、コース

を平坦に補修。観察コースの整備は半分程度終わりです。 

②１０月～１１月の活動 
■１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））：：：：１０１０１０１０月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋第第第第１１２１１２１１２１１２回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー    
午前中は１３名で、伐採したアセビを保管場所に運搬整理し、

観察コースのルート設定も続けました。午後の市民セミナー

の講師・道満 俊徳氏に同行して、「まちっ子の森」全体を案

内しました。午後から１８名が、第１１２回市民セミナー「里山

和楽会の活動～地域ととともに」を受講しました。 

■１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：シルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジシルバーカレッジ・・・・ＪＬＤＪＬＤＪＬＤＪＬＤ講演講演講演講演    
イベント清掃ぴかぴか隊にお世話いただき、ジョイラックデー

での講演を堂馬が担当しました。『六甲山物語』制作物やアセ

ビ炭製品も展示していただきました。 

■１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：「「「「六甲砂防六甲砂防六甲砂防六甲砂防ウォークウォークウォークウォーク」」」」でででで活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介    
国土交通省の六甲砂防事務所が主催された「六甲砂防ウォー

ク」で１００名ほどが、「まちっ子の森」を訪問されました。尾崎と

堂馬が出来上がったばかりのマップで、活動を解説しました。 

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

階段部階段部階段部階段部にににに木柵木柵木柵木柵をををを設置設置設置設置    安心安心安心安心してしてしてして降降降降りるりるりるりる女性女性女性女性たちたちたちたち    

木柵木柵木柵木柵設置工事設置工事設置工事設置工事がががが完了完了完了完了をををを設設設設坂道坂道坂道坂道にににに木柵木柵木柵木柵をををを設置設置設置設置    
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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））））、、、、花王花王花王花王・・・・みんなのみんなのみんなのみんなの森森森森づくりづくりづくりづくり活動助成活動助成活動助成活動助成、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会、、、、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、、、、自然保護自然保護自然保護自然保護ボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドなどのなどのなどのなど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。。。。    

【２月～３月の活動予定】 

①２月～３月の環境整備活動  
第３期アセビ伐採調査で伐採予定のアセビは１９５本（伐採１

６５本、残り３０本）、その他樹種は３９２本（合計５８７本）です。 

残るアセビ３０本を伐採して、炭焼窯への搬入を行う予定です。 

■２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：２２２２月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動５５５５    
 二つ池の下池で「ハート型の融氷」が見られるか、気にかかり

ます。アセビ３０本の伐採に取り組みます。    
■■■■２２２２月月月月のののの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２４２４２４２４・・・・２５２５２５２５        

２月２０日（水）と２７日（水）の両日で、伐採予定のアセビを全

て伐採し、アセビの枝葉、炭焼用材の処理を行います。 

■３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：３３３３月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動６６６６    
第３期の標準調査５区画で、アセビ外の樹木の毎木調査に着

手します。樹種名の木札を付けていきます。 

■３３３３月月月月のののの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２６２６２６２６ 

アセビ外の樹種の毎木調査を継続実施します。初春の自然観

察を前に、「まちっ子の森」の観察コースの整備も行います。 

②２月～３月の予定 
■２２２２月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：２０１３２０１３２０１３２０１３年冬年冬年冬年冬のののの「「「「六甲山六甲山六甲山六甲山    

子子子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」」」」 

２月３日（日）、六甲山上で２０１３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。 

観察コースの整備を進めている「まちっ 

子の森」で、冬の六甲山の雑木林に親 

しんで、雪や氷を体験してもらいます。 

■２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月）：「）：「）：「）：「ひとはくひとはくひとはくひとはく第第第第８８８８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（月）に開催される「ひとはく第 

８回共生のひろば」で、口頭発表とポス 

ター発表を行います。 

今年で３回目になりますが、テーマは 

「“まちっ子の森”から“六甲山・散歩道” 

 づくりへ」です。森林ボランティア活動 

の進展、「市民が担う」実践例であること 

をアピールする予定です。 

【１２月～１月の活動の概略】 

①１２月～１月の環境整備活動 
■■■■１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（（（（木木木木）：）：）：）：アセビアセビアセビアセビ炭焼窯炭焼窯炭焼窯炭焼窯へへへへ搬入搬入搬入搬入    

伐採して保管しているアセビを森の入り口付近に搬出し、牛

飼さんの運転で夢前町の炭焼窯に運搬しました。現地では

「環境２１の会」の皆さんにご協力いただきました。３月に炭の

窯出しを予定し、みんなで再訪することを約束しました。 

■１２１２１２１２月月月月のののの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１９１９１９１９・・・・２０２０２０２０ 

 １２月１２日（水）と１９日（水）の２回は、第３期調査区画の標

準５区画のアセビ伐採を終えて、その他の区画のアセビ伐採

調査に着手しました。１２日はＦ５区画で９本、１９日はＧ６・７

区画で１８本伐採しました。伐採予定の１９５本の内、１３３本を

伐採したので、残りは６２本です。 

■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１１１１月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動４４４４    
 １４日の大雪で２０ｃｍの積雪が残り、アカマツの大木が二つ

池の上の池に横倒しになっていました。随所で雪の重みでの 

倒木があり、雪の被害は甚大で 

した。朝から、「花王・みんなの森 

づくり助成」を運営している（財） 

都市緑化推進協会から、主任研 

究員の上野芳裕さんが活動状況 

のヒアリングに来られました。 

Ｇ８区画で１５本のアセビを伐採 

し、雪の中で温かいカップヌード 

ルに舌鼓を打ちました。 

■１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水））））・・・・３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））のののの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２１２１２１２１・・・・２２２２２２２２ 

２３日はＧ８・９区画で１７本のアセビを伐採しました。３０日は

「冬のパークレンジャー」の下見で、樹木名の木札を吊り下げ

る一方、六甲山小学校に当日使用する荷物を搬入しました。 

②１２月～１月の活動 
■１２１２１２１２月月月月９９９９～～～～１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：企画展企画展企画展企画展４４４４開催開催開催開催    

１２月９日～１６日で恒例の企画展 「昔の六甲山を知ってみ

よう！４～昭和初期の六甲山開発競争を辿る」を神戸市立六

甲道勤労市民センターで開催し、約３００人が来館しました。

「阪神ＶＳ阪急」でその活動ぶりを対比して展示しました。 

■１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：記念講演記念講演記念講演記念講演１１１１    
１７名が参加し、森地一夫さんに「六甲山に賑わいをもたらし

た開発競争」をテーマにお話しいただきました。六甲山の開

発期の研究にますます磨きをかけておられる森地さんが、豊

富な資料を基に明快な解説をされたので、参加者は六甲山

開発競争への関心を深めました。 

■１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：六甲山上歴史六甲山上歴史六甲山上歴史六甲山上歴史ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    
１５名の参加者で「昭和初期の 

六甲山上を探訪しよう！」をテ 

ーマに、冬の六甲山で歴史探 

訪しました。ガイドは前田康男 

さん、応援は森地一夫さんです。 

ケーブル上駅の巻き揚げ室の 

解説からスタート、高山植物園 

・カンツリーハウス・ガーデンテ 

ラスに昔の名残を探しました。 

六甲山地域福祉センターで昼食 

後、記念碑台・サンセットロード・ 

六甲山ホテルを探訪しました。 

昔の資料を手に８０年間の推移 

を偲んだ１日でした。 

■１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：記念講演記念講演記念講演記念講演２２２２    
八ヶ代信行さんに「神戸コレクションオタクの見た六甲山」をテ

ーマに、貴重な資料を紹介していただき、お話しいただきまし

た。講演に続いて、「われわれの見た六甲山」をテーマに参

加者で意見交換しました。３つのイベントに参加された方もい

て、六甲山通が増えました。 

■１１１１月月月月９９９９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」」」」第第第第７７７７期中間報告会期中間報告会期中間報告会期中間報告会    
  １月９日（水）１８：００～１９：４０、六甲道勤労市民センターで、

平成２４年度（第７期）六甲山環境整備協議会の中間報告会を

開催しました。ひとはく、神戸自然保護官事務所、森林整備事

務所、六甲砂防事務所、六甲摩耶鉄道、ぴかぴか隊、六甲遊

悠、それに活用する会と多彩な参加者です。森林ボランティ

ア活動への取り組みを報告し、第３期アセビ伐採調査の追跡

調査に助言をいただきました。    （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二））））    

二二二二つつつつ池池池池にににに倒倒倒倒れれれれ込込込込んだんだんだんだアカマツアカマツアカマツアカマツ    

高山植物園前高山植物園前高山植物園前高山植物園前でででで解説解説解説解説    

六甲山六甲山六甲山六甲山ホテルホテルホテルホテル旧館旧館旧館旧館ロビーロビーロビーロビー    
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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））））、、、、花王花王花王花王・・・・みんなのみんなのみんなのみんなの森森森森づくりづくりづくりづくり活動助成活動助成活動助成活動助成、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会緑化推進協会、、、、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、、、、自然保護自然保護自然保護自然保護ボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドボランティアファンドなどのなどのなどのなど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。。。。    

【4 月～5 月の活動予定】 

①４月～５月の環境整備活動  
第４期アセビ伐採調査として、第１期～３期の調査区画に隣

接するアセビの伐採と、ササ刈りを実施します。伐採して保管し
ているアセビ樹の処理（炭焼、整備用材、薪用、その他）も行い
ます。第１期～３期の調査区画でアセビ外の樹種の毎木調査を
継続実施します。 

また、「まちっ子の森」の景観整備、「六甲山頂・散歩道」の補
修整備の進め方を検討します。 
■■■■４４４４月月月月のののの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１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３        

４月１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）の３日で臨時環境整備
活動を実施する予定です。第４期アセビ伐採調査と、「まちっ子
の森」の景観整備に着手し、「六甲山頂・散歩道」の補修整備の
実施計画をつくります。 
■５５５５月月月月１８１８１８１８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 

５月１８日（土）は、午後の「六甲山を活用する会」第１１期総会
の前に、「まちっ子の森」を散策して景観整備の進展を確認します。
見学公開のための観察コースの整備についても検討します。 
■■■■５５５５月月月月のののの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４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６        

５月１５日（水）、２２日（水）、２９日（水）の３日で臨時環境整備
活動を実施する予定です。第４期アセビ伐採調査と、「まちっ子
の森」の景観整備に着手し、「六甲山頂・散歩道」の補修整備の
実施計画をつくります。 

②４月～５月の予定 
■４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１３１１３１１３１１３回市民回市民回市民回市民セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・自然体験会自然体験会自然体験会自然体験会 

第１１３回市民セミナーは人と自然の博物館・研究部長の高橋
晃さんに、「２月１１日（月）に開催される「ひとはく第８回共生のひ
ろば」で、口頭発表とポスター発表を行います。 
■５５５５月月月月１８１８１８１８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 

５月１８日（土）は、午後の「六甲山を活用する会」第１１期総会
の前に、「まちっ子の森」を散策して今後の景観設計を考えます。
見学公開のための観察コースの整備についても検討します。 
■５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：「「「「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」」」」第第第第１１１１１１１１期総会期総会期総会期総会 

５月１８日（土）午後から、「六甲山を活用する会」第１１期総会を
六甲山自然保護センター・レクチャールームで開催します。 

【２月～３月の活動の概略】 

①２月～３月の環境整備活動 
第３期アセビ伐採調査で伐採予定のアセビは１９５本（伐採１

６５本、残り３０本）、その他樹種は３９２本（合計５８７本）です。 
アセビ約３０本を伐採し、その他樹種の毎木調査を進めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：２２２２月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例環境定例環境定例環境定例環境整備活動整備活動整備活動整備活動５５５５    

 気温は－２℃、１０ｃｍの積雪です。７名が参加して、Ｄ６・７区
画のアセビを６本伐採して、枝葉の処理をしました。周囲には

積雪で倒れた樹木も散見されました。 
■■■■２２２２月月月月のののの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２４２４２４２４        

２７日（水）に７名が参加して、第３期調査区の標準区画外でア
セビを２２本伐採し、伐採予定を完了しました。 

■３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：３３３３月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会月度自然体験会＋＋＋＋定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動定例環境整備活動６６６６    

１６日（土）は５名が参加し、Ｅ５・６・７、Ｆ５・６・７区画のアセビ
外の樹種名を同定して、樹高・幹直径を測定しました。積雪で
倒れている木もありました。ほとんどが落葉しているので、樹
種名の判定や被度の測定は先送りしました。 
第１期・２期・３期標準区画、環境測定を実施しました。気温は
１０℃前後、地温は４℃前後で、照度は様々でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■３３３３月月月月のののの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２５２５２５２５・・・・２６２６２６２６・・・・２７２７２７２７ 
１３日（水）は５名が参加し、Ｄ６・７区画の樹種名を同定して、
樹高・幹直径を測定しました。２０日（水）は４名、２７日（水）は
９名が参加し、アセビ外の樹種の毎木調査を終了しました。
初春の自然観察を前に、「まちっ子の森」の観察コースの整
備も実施しました。 

②２月～３月の活動 
■２２２２月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：２０１３２０１３２０１３２０１３年冬年冬年冬年冬のののの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」」」」をををを開催開催開催開催 

２月３日（日）、六甲山上で２ 
０１３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。 
積雪と氷がなく冬の六甲山 
の期待外れでしたが、総勢 
１００名が参加し、まちっ子 
の森に親しみました。 

■２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月）：「）：「）：「）：「ひとはくひとはくひとはくひとはく第第第第８８８８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（月）、「ひとはく第８ 
回共生のひろば」で、今年で 
３年目の口頭発表とポスター 
発表を行いました。「“まちっ 
子の森”から“六甲山・散歩 
道” づくりへ」をテーマに、森 
林ボランティア活動の進展を 
アピールしました。 

■２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（月月月月）：）：）：）：六甲山小学校六甲山小学校六甲山小学校六甲山小学校・・・・講演講演講演講演 
六甲山小学校の依頼を受け、３ 
年生に対して環境学習の講演・ 
指導を行いました。久門田充さ 
んが、「六甲山の昆虫」をテーマ 
に解説した後、ホダギの虫探し 
を実習しました。在籍者７名の 
うち５名が出席したミニ授業で 
す。初めての出張講演で、昼 
食もご一緒しました。            （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二））））    

積雪積雪積雪積雪のまのまのまのまちっちっちっちっ子子子子のののの森森森森 アセビアセビアセビアセビのののの伐採伐採伐採伐採 

毎木調査毎木調査毎木調査毎木調査（（（（樹高樹高樹高樹高）））） 小小小小春日和春日和春日和春日和のののの森森森森でででで昼食昼食昼食昼食 

まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森森森森・・・・二二二二つつつつ池東斜面池東斜面池東斜面池東斜面 

口頭発表口頭発表口頭発表口頭発表（（（（村上村上村上村上・・・・堂馬堂馬堂馬堂馬）））） 

六甲山小学校六甲山小学校六甲山小学校六甲山小学校でででで出張出張出張出張講演講演講演講演 
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