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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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※ このこのこのこの活動活動活動活動にはにはにはには、、、、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、、、、兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会、、、、阪急阪神阪急阪神阪急阪神阪急阪神    未来未来未来未来のゆめのゆめのゆめのゆめ・・・・まちまちまちまち基金基金基金基金、、、、    

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ボランティアファンボランティアファンボランティアファン、、、、神戸県民局神戸県民局神戸県民局神戸県民局などのなどのなどのなどの助成金助成金助成金助成金・・・・委託金委託金委託金委託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。。。。    

【６月～７月の活動予定】 

①６月～７月の環境整備活動  
■■■■６６６６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７７７７・・・・８８８８    

６月の臨時環境整備活動は、１２日（水）、１９日（水）、２６日
（水）の３日を予定しています。モリアオガエルの特別観察会を
はじめ、まちっ子の森や「六甲山頂・散歩道」利用が活発になる
ので、景観整備や補修整備を進めます。 

まちっ子の森では第１期～３期のアセビ伐採後の追跡調査や、
第４期の調査実施計画に着手します。 
■７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：７７７７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・・・・定例定例定例定例環境整備環境整備環境整備環境整備 

７月２０日はイベント清掃ぴかぴか隊や六甲遊悠の応援を得て、
まちっ子の森や近畿自然歩道のササ刈りや近畿自然歩道の山道
の補修・整備を行います。一般市民のボランティアも募集します。
■■■■７７７７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９９９９・・・・１０１０１０１０・・・・１１１１１１１１    

７月の臨時環境整備活動は３日（水）、１７日（水）、２１日（水）
の３日を予定しています。 

②６月～７月の予定 
■６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））～～～～９９９９日日日日（（（（日日日日））））：：：：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２２２２    

灘区民ホールで２回目の「まちっ子の森展２」を１日（土）～９
日（日）の９日間開催します。８日（土）午後は「体験発表と交流
会」を開催して、「まちっ子の森」の体験者に再結集してもらう予
定です。そして「六甲山頂・森と歴史の散歩道」への関心を高め
るための広報にも注力します。 
■６６６６月月月月５５５５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８８８８期総会期総会期総会期総会    

６月５日（水）、１８：００～２０：００、六甲道勤労市民センターで
六甲山環境整備協議会の第８期総会を開催します。３年にわた
るアセビ伐採調査の進捗状況をもとに、アセビ伐採の広域化を
検討します。また、「六甲山頂・森と歴史の散歩道」を地域ぐるみ
で推進するための課題や方法を議題にします。 
■６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１１１１１１１４４４４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１１４回市民セミナーは、「ボーイスカウトの歴史」をテーマに、
日本ボーイスカウト兵庫連盟・副理事長の長 八州翁さんにお話
しいただきます。午前中は、まちっ子の森などを散策します。 
■６６６６月月月月１６１６１６１６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特別特別特別観察会観察会観察会観察会 

神戸県民局の環境学習プログラムで認定された「モリアオガエ
ル特別観察会」を６月１６日（日）に開催します。手入れされて明る
くなったまちっ子の森の景観は、参加者に喜んでもらえるでしょう。
上池に横たわったアカマツの大木がモリアオガエルの生態にど
んな影響を与えるのか、確認するのも課題になります。 
■７７７７月月月月６６６６（（（（土土土土）～）～）～）～７７７７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夜間観察会夜間観察会夜間観察会夜間観察会 

例年通りヒメボタルの夜間観察会を７月６日（土）の深夜に開催
します。子どもたちには初夏の冒険になるでしょう。調査後の仮
眠は六甲山ヴィッジオのお世話になります。 

【４月～５月の活動の概略】 

①４月～５月の環境整備活動 
■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    
 ４月１０日は今期初の環境整備活 
動です。６名が参加して第３期の実 
験調査区画でアセビ外の樹木の毎 
木調査を行いました。   

１７日の気温は１３℃、４名が参加 
して１月の豪雪で倒れた木を切断し 

て整理しました。二つ池の西側の斜面で数本の大木を処理した
ほか、自然歩道沿いの倒木も切断して処理しました。１月の雪
の被害は大きく、至る所で倒木が見られました。 
■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３３３３・・・・４４４４    

５月１５日の午前中は１０℃で曇り、午後は晴れて２０℃に、
天候の変化が極端でした。５名が参加し、伐採したアセビを分類
整理しました。搬出のために、まちっ子の森の入り口付近に集
積しましたが、アセビの木は重くて運ぶのに苦労しました。 

２２日は晴れで熱く、６名が参加し、近畿自然歩道沿いに伐採
して放置されたアセビの倒木も処理し、第３期のアセビ伐採調
査区画の地表の枯葉を除去しました。 

②４月～５月の活動 
■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 
今期初めての市民セミナーを４月２０日に開催しました。講師

はひとはくの高橋 晃先生で、テーマは「春の六甲で木の花を見
てみよう」です。午前中は野外観察で、３５名が参加しました。ま
ちっ子の森を散策し、「六甲山頂・散歩道」を六甲山ホテル裏側ま
で歩きました。コバノミツバツツジのツボミが膨らんでいました。
午後は春の木の花の解説で、興味深くお話しを聞きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■５５５５月月月月１１１１日日日日・・・・４４４４日日日日：：：：コバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会    
４月以来、クロモジ・ア 

セビ・タムシバ・サクラなど 
が次々咲いています。 

まちっ子の森でコバノミ 
ツバツツジの花見をしよう 
という提案を受けて、急き 
ょ、鑑賞会を催す案内をし 
ました。１日は風が強くて 
肌寒かったですが、５日は 
温かく満開のコバノミツバ 
ツツジを眺めながら、至福 
の時を過ごしました。 
■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 

六甲山自然保護センターで、「活用する会」の平成２５年度第１
１期総会を開催しました。来賓５名を含め２０名が参加し、平成２４
年度の事業報告、平成２５年度の事業計画などを承認しました。 
今期の大きな事業テーマは「六甲山頂・森と歴史の散歩道」の

推進なので、午前中は１３名で、活動地域の現地を踏査しました。
前が辻を経由する約２ｋｍを約２時間で周回しました。 
■５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：兵庫県環境功労者兵庫県環境功労者兵庫県環境功労者兵庫県環境功労者・・・・授賞式授賞式授賞式授賞式 

５月２１日に代表幹事の堂馬 英二が兵庫県環境功労者として
知事表彰を受けました。六甲山記念碑台を拠点にした１０年以上
の環境保全・整備の活動が評価されたので、今後の森林ボラン
ティア活動を勇気づけられます。       （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 倒木倒木倒木倒木のののの処理処理処理処理 

まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森森森森でででで観察観察観察観察 六甲山六甲山六甲山六甲山ホテルホテルホテルホテル付近付近付近付近ででででアケビアケビアケビアケビをををを観察観察観察観察 

森森森森でででで満開満開満開満開ののののコバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジ    



 

 

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 2011113333 年年年年 7777 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 3300 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、、、、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、、、、兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会、、、、阪急阪神阪急阪神阪急阪神阪急阪神    未来未来未来未来のゆめのゆめのゆめのゆめ・・・・まちまちまちまち基金基金基金基金、、、、    

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ボランティアファンボランティアファンボランティアファンドドドド、、、、神戸県民局神戸県民局神戸県民局神戸県民局などのなどのなどのなどの助成金助成金助成金助成金・・・・委託金委託金委託金委託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。。。。    

【８月～９月の活動予定】 

①８月～９月の環境整備活動  
■■■■８８８８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１０１０１０１０・・・・１１１１１１１１    

８月の臨時環境整備活動は、１４日（水）と２１日（水）の２日で
環境調査や景観整備を実施する予定です。 
■８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：８８８８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・・・・定例定例定例定例環境整備環境整備環境整備環境整備 

８月１７日はイベント清掃ぴかぴか隊や六甲遊悠の応援を得て、
まちっ子の森や近畿自然歩道のササ刈り、山道の補修・整備を
行います。一般市民のボランティアも募集します。 
■■■■９９９９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１２１２１２１２・・・・１３１３１３１３    

９月の臨時環境整備活動は１１日（水）、２５日（水）の２日で、
まちっ子の森の整備や、山道の看板設置を予定しています。 
■９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：９９９９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・・・・定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備    

９月２１日は定例環境整備を実施します。初秋のまちっ子の
森の風情を楽しみながら、調査と整備作業をする予定です。 

②８月～９月の予定 
■８８８８月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））：：：：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    

８月４日（日）は集合９：００、解散１６： 
３０の予定で、２０１３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。二つ池はモリアオガエル 
のオタマジャクシがいっぱいで真っ黒 
です。水生生物などを調査し、夏の六 
甲山の森を楽しんでいただきます。 
■８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１５１１５１１５１１５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１１５回市民セミナーを８月１７日（土）に開催します。子ども
環境活動支援協会・監事の戸田耿介氏に「国立公園六甲山の成
り立ちと今後の課題」をテーマにお話しいただきます。六甲山で
活動する人にとって共通の話題ですので、大勢の参加者で意見
交換できることを期待しています。 
■９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：トンボトンボトンボトンボ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で認定された「トンボ特別観
察会」を９月１５日（日）に開催します。雨天の場合は２２日（日）に
順延します。オオルリボシヤンマの再来を心待ちしています。 

【６月～７月の活動の概略】 

①６月～７月の環境整備活動 
■■■■６６６６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５５５５    

６月の臨時環境整備活動は、１２日（水）に実施しました。後半
の１９日（水）、２６日は雨天のため中止しました。 
■７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：７７７７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・・・・定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備 

７月２０日はイベント清掃ぴかぴか隊２０名などの応援を得て、
まちっ子の森の実験区画の整備や、近畿自然歩道の山道の補修
作業などを行いました。 

 
 
 
 
 
 
 

    
    

■■■■７７７７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６６６６・・・・７７７７・・・・８８８８・・・・９９９９    
７月の臨時環境整備活動は１０日（水）、１７日（水）、２１日

（日）、２４日（水）の４日で実施しました。山道整備の準備や補完
する作業などを実施しました。 
■■■■７７７７月月月月のののの山道補修作業山道補修作業山道補修作業山道補修作業はははは１８１８１８１８日日日日～～～～２０２０２０２０日日日日でででで実施実施実施実施    

森林ボランティア第２期活動 
として、六甲山ホテル裏道の木 
柵設置作業とダンゴの池西側の 
鉄条網フェンスの改修作業を施 
工業者に依頼して１８日・１９日・ 
２０日の３日で実施しました。 

付帯工事や補助作業はボラ 
ンティアが担当しました。「安全 
できれいになった」と通行者か 
ら感謝されました。 

②６月～７月の活動 
■６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））～～～～９９９９日日日日（（（（日日日日））））：：：：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２２２２    
灘区民ホールで２回目の「まちっ子の森展２」を１日（土）～９

日（日）の９日間開催し延べ３００名が来館しました。８日（土）午
後は３組１０名が集まり「体験発表と交流会」を開催しました。 
■６６６６月月月月５５５５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８８８８期総会期総会期総会期総会    

６月５日（水）、１８：００～２０：００、六甲道勤労市民センターで
六甲山環境整備協議会の第８期総会を１５名が出席者して開催
しました。アセビ伐採調査の進捗状況を確認し、今後の展開を
検討しました。「六甲山頂・森と歴史の散歩道」の山道整備と、地
域ぐるみ活動への推進について賛同を得ました。 
■６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１４１１４１１４１１４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１１４回市民セミナーは、「ボーイスカウトの歴史」をテーマに、
日本ボーイスカウト兵庫連盟・副理事長の長 八州翁さんに、世
界的なスケールの活動と野外活動の本家本元の実践をお話しい
ただきました。午前中は、まちっ子の森から「散歩道」を散策しま
した。午後からは１ヶ月ぶりの雨が降り、モリアオガエルの産卵
活動に勢いがつくのでほっとしました。 
■６６６６月月月月１６１６１６１６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 

県民局の環境学習プログラ 
ムで認定された「モリアオガエ 
ル特別観察会」を６月１６日（日） 
に開催しました。前日の雨で二 
つ池に卵塊が見られるようにな 
りました。モリアオガエルと卵塊 
を静かに観察して、合計２１個 
の卵塊を確認し、目の前で産卵 
活動も見ました。そして、明るく 
手入れされたまちっ子の森を散策してゆったり昼食をとりました。 

参加者５４名、スタッフ１４名、合計６８名の大勢が,絶好の雨に
恵まれた翌日で感動を共にしました。 
■７７７７月月月月６６６６（（（（土土土土）～）～）～）～７７７７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夜間観察会夜間観察会夜間観察会夜間観察会 

７月６日（土）１８：３０に記念碑台の東屋に集合して、ヒメボタル
の夜間観察会を実施しました。午後は強風と雨でしたが、申込者
のほぼ全員の３３名とスタッフ６名の合計３９名が参加しました。
雨の合間を選んで、２回の観察を実施し、２回目には約５０個体
の発光を確認しました。終了後にヴィアッジオの拠点で仮眠して
翌朝解散しました。天候不安が、驚きと感動の日になりました。 

       （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 
ぴかぴかぴかぴかぴかぴかぴかぴか隊隊隊隊がががが大挙大挙大挙大挙応援応援応援応援    六甲山六甲山六甲山六甲山ホテルホテルホテルホテル裏道裏道裏道裏道のののの階段階段階段階段をををを補修補修補修補修    

階段階段階段階段をををを下下下下るるるる幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの一行一行一行一行    

二二二二つつつつ池池池池でででで２０２０２０２０分間静分間静分間静分間静かにかにかにかに観察観察観察観察    
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【１０月～１１月の活動予定】 

①１０月～１１月の環境整備活動  
■■■■１０１０１０１０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１３１３１３１３・・・・１４１４１４１４    

１０月の臨時環境整備活動は、１４日（水）と２１日（水）の２日

で環境調査や景観整備、アセビ伐採の追跡調査を行います。 

■１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１０１０１０１０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    
第１１６回市民セミナー午前中の活動です。まちっ子の森の

環境調査などを行います。 

■■■■１１１１１１１１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１５１５１５１５・・・・１６１６１６１６    
１１月の臨時環境整備活動は１３日（水）、２０日（水）の２日で、

まちっ子の森の整備や、アセビ伐採の追跡調査を行います。 

■１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１１１１１１１１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    
１１月１６日は定例環境整備を実施します。晩秋のまちっ子の

森の情況を把握し、アセビ伐採の追跡調査などを行います。 

②１０月～１１月の予定 
■１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１１１１１１１６６６６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１１６回市民セミナーを１０月１９日（土）に開催します。山岳

ガイドの加藤智二氏に「六甲山があってよかったね」をテーマ

にお話しいただきます。 

■「「「「家族家族家族家族でぶらっとでぶらっとでぶらっとでぶらっと六甲散歩六甲散歩六甲散歩六甲散歩」」」」モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー    
 平成２５年度灘区「地域力を高め 

る」手づくりの活動・事業助成を 

受けて、「家族でぶらっと六甲 

散歩」のキャンペーンの一環と 

して、モニターツアーを開催しま 

す。数組の家族に散歩してもら 

って、感想や意見をお聞きしま 

す。活動の様子を VTR や写真 

撮影して、広報資料の作成に役 

立てます。 

○○○○モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー※※※※：：：：１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））    
  環境学習イベントや自然体験会に参加経験が豊富なご家族

を対象にします。予行演習し、公募用の資料を作成します。    
○○○○モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー①①①①：：：：１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    
  一般公募のモニターツアーです。感想や意見をいただき、映

像にも登場していただくので、交通費の半額程度をお礼する

予定です。 

○○○○モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー②②②②：：：：１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））    
一般公募のモニターツアーで、悪天の場合の予備日ですが、

応募者が多数の場合は３回目の開催とします。 

■１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：六甲道勤労市民六甲道勤労市民六甲道勤労市民六甲道勤労市民センターセンターセンターセンターでででで講演講演講演講演    
１１月２日１０：００～１２：００、神戸市立六甲道勤労市民センタ

で、同館からの依頼で「家族でぶらっと六甲散歩をしません

か」講座に堂馬が出講します。「散歩道」や「モニターツアー」

を広報する予定です。 

【８月～９月の活動の概略】 

①８月～９月の環境整備活動 
■■■■８８８８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９９９９・・・・１０１０１０１０    

８月の臨時環境整備活動は、１４日（水）と２１日（水）の２日で

実施しました。１４日は６名が参加し、「散歩道」の下見と山道

の補修の２班で活動しました。２１日は６名が参加し、近畿自

然歩道とまちっ子の森の下草刈りを行いました。 

■８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１５１１５１１５１１５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 

午前中の活動に、イベント清掃ぴかぴか隊３０名も参加しまし

た。初めての参加者を含む２０名は「散歩道」のモニターツアー、

他の参加者は近畿自然歩道沿いの下草刈りを行いました。 

■■■■９９９９月月月月のののの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    
 ９月２１日（土）は５名で、自然歩道の 

坂道の階段補修と破損したポンプ小 

屋の立入規制の黄ロープ設置をしま 

した。 

■■■■９９９９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１１１１１１１１・・・・１２１２１２１２    
９月の臨時環境整備活動は１１日（水） 

に６名、２５日（水）は８名の２日で実施 

しました。第１期～３期のアセビ伐採 

実験調査区の区画を整備しました。ア 

セビ外の樹種の標識札を付け替えて、 

毎木調査の準備をしました。２５日か 

ら林床の実生調査やアセビ外の毎木 

調査に着手しました。 

②８月～９月の活動 
■８８８８月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：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はははは中止中止中止中止    

８月４日（日）は、２０１３年夏の「六甲山子どもパークレンジャ

ーを目指そう！」を開催する準備をしましたが、参加申込者が

少ないために中止しました。来期の開催を懸念しています。 

■８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：「「「「家族家族家族家族でぶらっとでぶらっとでぶらっとでぶらっと六甲散歩六甲散歩六甲散歩六甲散歩」」」」企画会議企画会議企画会議企画会議１１１１    
「六甲山頂・森と歴史の散歩道」を活用するテーマとして、「家

族でぶらっと六甲散歩」を打ち出していきます。その第一弾と

して、モニターツアーを運営を大学生や若者主体の「青年部」

で運営してもらいます。８月２８日１６：００から１９：００、６名で

第１回の企画会議を開催しました。 

■８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１５１１５１１５１１５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１１５回市民セミナーは、 

子ども環境活動支援協会・ 

監事の戸田耿介氏に「国 

立公園六甲山の成り立ち 

と今後の課題」をテーマに 

お話しいただきました。 

１部が講演、２部は六甲山 

整備室長・松岡氏、神戸自 

然保護官事務所長・関氏を 

交えた座談会で、六甲山についての課題も論議しました。 

イベント清掃ぴかぴか隊の参加もあって５２名という大賑わい

でした。 

■９９９９月月月月１８１８１８１８（（（（水水水水））））：：：： 「「「「家族家族家族家族でぶらっとでぶらっとでぶらっとでぶらっと六甲散歩六甲散歩六甲散歩六甲散歩」」」」企画会議企画会議企画会議企画会議２２２２ 

９月１８日１４：００～１６：００、５名で第２回の「家族でぶらっと

六甲散歩」会議を行いました。１０月６日開催のモニターツアー

や、広報用のチラシ制作などを検討しました。 

■９９９９月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：トンボトンボトンボトンボ特別観察会特別観察会特別観察会特別観察会をををを順延順延順延順延してしてしてして開催開催開催開催 

県民局の環境学習プログラムで認定された「トンボル特別観察

会」を９月１５日（日）に予定しましたが、台風１８号接近のため

に中止し、２２日（日）に予開催しました。 

参加者は３分の１に減って５家族１１人、スタッフともで１９人で

活動しました。記念碑台で虫取り後、二つ池でトンボの観察、ま

ちっ子の森の木陰で昼食しました。２７℃で晴れ、さわやかな

初秋の六甲山を堪能しました。       （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 

立入禁止立入禁止立入禁止立入禁止のののの黄黄黄黄ローローローローププププ    

坂道階段坂道階段坂道階段坂道階段のののの補修補修補修補修    

５２５２５２５２名名名名のののの参加者参加者参加者参加者でででで大賑大賑大賑大賑わいわいわいわい    

モニターモニターモニターモニター参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    
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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、、、、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、、、、兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会、、、、阪急阪神阪急阪神阪急阪神阪急阪神    未来未来未来未来のゆめのゆめのゆめのゆめ・・・・まちまちまちまち基金基金基金基金、、、、    

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ボランティアファンボランティアファンボランティアファンドドドド、、、、神戸県民局神戸県民局神戸県民局神戸県民局などのなどのなどのなどの助成金助成金助成金助成金・・・・委託金委託金委託金委託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。。。。    

【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１７１７１７１７・・・・１８１８１８１８    

１２月の臨時環境整備活動は、１８日（水）と２５日の２日で、調

査区画の境界や観察コースの整備、伐採アセビの整理など

を実施します。 

■１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１２１２１２１２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    
まちっ子の森の環境調査、アセビ実験調査区のアセビ外の樹

種名の同定などを実施します。 

■■■■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１９１９１９１９・・・・２０２０２０２０    
新年１月の臨時環境整備活動は１５日（水）、２２日（水）の２日

まちっ子の森の環境調査や景観観察などを行います。 

■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：１１１１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    
毎月第３土曜日に恒例で実施して定例環境整備は、１９日

（日）に開催する冬のモニターツアー同日開催にし、「散歩道」

の点検などを実施します。 

②１２月～１月の予定 
■「「「「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！！！！５５５５」」」」企画展企画展企画展企画展をををを開催開催開催開催    

１２月８日（日）～１５日（日）で、「昔の 

六甲を知ってみよう！５」企画展を六 

甲道勤労市民センターで開催します。 

企画展のテーマは、「六甲山の古道 

『六甲越え』の今昔」です。 

■１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日はははは企画展企画展企画展企画展のののの記念講演記念講演記念講演記念講演    
１２月８日（日）は１３：３０～１５：３０で 

記念講演を開催します。民俗文化研 

究家の新井昇さんに、「唐櫃村と六甲 

山開発」と題して、昭和初期の六甲山 

開発を促進した背景をお聞きします。 

■１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水）：）：）：）：六甲山環境整備協議会中間報告会六甲山環境整備協議会中間報告会六甲山環境整備協議会中間報告会六甲山環境整備協議会中間報告会    
１月８日（水）１８時～２０時で、六甲道勤労市民センターで、第

８回の六甲山環境整備協議会・中間報告会を開催します。 

■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）：）：）：）：冬冬冬冬ののののモニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアーをををを開催開催開催開催    
○○○○モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー③③③③：：：：１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））記念碑台記念碑台記念碑台記念碑台ガイドハウスガイドハウスガイドハウスガイドハウス集合集合集合集合    

「家族でぶらっと六甲散歩」の４回目のモニターツアーを積雪

の六甲山を舞台に開催します。冬でも散策できるように整備

した「散歩道」を検証する試みです。悪天や積雪のない場合

は２６日（日）に順延します。 

【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１３１３１３１３・・・・１４１４１４１４    

１０月１６日（水）は６名で、第２期調査 

区の第２区画の樹種名を確認し、自 

然歩道を西に向かいダンゴ池西側の 

倒木を処理しました。 

３０日（水）は５名で３・４区画の樹種を 

同定し、毎木調査の準備をしました。 

■１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：１０１０１０１０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 

午前中の活動に１２名が参加し、「森と歴史の散歩道の体験モ

ニターを実施。加藤講師も快適な散歩道だと感激されました。 

■■■■１１１１１１１１月月月月のののの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    
 １１月１６日（土）は６名で、調査区画全域の区画設定を見直し

ました。調査区外縁部は黄ロープを設置することにし、調査

区内の据え付けロープを除去しました。調査区内に観察コー

スを設定するための下見調査も実施しました。 

■■■■１１１１１１１１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１５１５１５１５・・・・１６１６１６１６    
１１月１３日（水）は７名が参加し、第２期調査区の毎木調査を

終えました。２８日（木）は７名で、調査区画の境界の杭打ち・

ロープ張り、観察コースの設定、保管用具の搬出をしました。 

●●●●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ごごごご一行一行一行一行がががが森森森森をををを視察視察視察視察 

１１月１３日（木）に、神戸都市問題研究所の専門家と神戸市

六甲山整備室のご一行が、まちっ子の森を視察されました。 

②１０月～１１月の活動 
■１０１０１０１０月月月月からからからから「「「「家族家族家族家族でぶらっとでぶらっとでぶらっとでぶらっと六甲散歩六甲散歩六甲散歩六甲散歩」」」」モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー    

平成２５年度灘区「地域力を高める」手づくりの活動・事業助成

を受けた、「家族でぶらっと六甲散歩」モニターツアーを３回実

施して、ヒアリングや記録を元に広報資料を作成しています。 

●●●●モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー※※※※：：：：１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））    
  ３家族１１名とスタッフ４名の１５名で試行的なモニターツアー

を実施しました。快晴の中、４歳の女児も喜々として楽しみま

した。歩道のないドライブウェイを避ける提案もありました。    
 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー①①①①：：：：１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    
  ３家族８名とスタッフ３名で２回目のモニターツアーを実施し

て、記録写真とヒアリングを補足しました。 

●●●●モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー②②②②：：：：１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））    
１家族３名とスタッフ２名で３回目を実施しました。あいにく、

小雨が降りましたが、貴重な意見を聞き取りできました。 

■１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））：：：：六甲山六甲山六甲山六甲山ふれあいまちづくりふれあいまちづくりふれあいまちづくりふれあいまちづくり協議会協議会協議会協議会でででで報告報告報告報告 

六甲山地域福祉センターで、「森と歴史の散歩道」活動の進捗
状況を説明し地域の協賛を求める報告を堂馬がしました。 

■１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１１１１１１１６６６６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１１６回市民セミナーは１４名 

が参加し、山岳ガイドの加藤智 

二さんが「六甲山があってよか 

ったね」のテーマでお話しされ 

ました。登山学校や装備の使い 

方に関心が集まりました。雨中 

の「散歩道」の評判も上々でした。 

■１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：六甲道勤労市民六甲道勤労市民六甲道勤労市民六甲道勤労市民センターセンターセンターセンターでででで講演講演講演講演    
神戸市立六甲道勤労市民センターの講座「家族でぶらっと六

甲散歩をしませんか」で、堂馬が講演しました。 

■１１１１１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火）：）：）：）：六甲山整備室六甲山整備室六甲山整備室六甲山整備室とととと情報交換情報交換情報交換情報交換    
１１月５日１５時～１８時、六甲山整備室長他３名が来所され、

六甲山の環境保全や森林整備について意見交換をしました。 

■１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木）：）：）：）：アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ写真館訪問写真館訪問写真館訪問写真館訪問 

１１月２１日午後に長田区のアーカイブ写真館を訪問し、「昔の

六甲を知ってみよう！５」企画展のパネル展示について助言を

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）））） 

樹種名樹種名樹種名樹種名のののの確認確認確認確認    

記念碑台記念碑台記念碑台記念碑台でででで出発準備出発準備出発準備出発準備    急坂急坂急坂急坂のののの下下下下りもりもりもりも楽楽楽楽しいしいしいしい    

自然歩道自然歩道自然歩道自然歩道でででで野草野草野草野草をををを観察観察観察観察    
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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） 

〒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、、、、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、、、、兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会兵庫県緑化推進協会、、、、阪急阪神阪急阪神阪急阪神阪急阪神    未来未来未来未来のゆめのゆめのゆめのゆめ・・・・まちまちまちまち基金基金基金基金、、、、    

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ボランティアファンボランティアファンボランティアファンドドドド、、、、神戸県民局神戸県民局神戸県民局神戸県民局などなどなどなどのののの助成金助成金助成金助成金・・・・委託金委託金委託金委託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  
■■■■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２１２１２１２１・・・・２２２２２２２２    

２月の臨時環境整備活動は、１９日（水）と２６日（水）の２日で、
まちっ子の森の見学コースの整備と、毎木調査の樹種標識
の付け直しなどを実施します。 

■２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：２２２２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    

まちっ子の森の環境や景観の調査を実施し、冬芽の観察調
査も予定します。この日は「冬のパークレンジャー」のリベン
ジとして「冬の六甲山リベンジ体験会」も併催します。 

■■■■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２３２３２３２３・・・・２４２４２４２４・・・・２５２５２５２５    

３月の臨時環境整備活動は１２日（水）、１９日（水）、２６（水）
の３日、まちっ子の森の環境調査や景観観察などを行います。
花芽の状態を観察調査する予定です。 

■３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：３３３３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    

毎月第３土曜日に恒例で実施している定例環境整備で、「ま
ちっ子の森」と「散歩道」のコースを定期点検して、樹木の花
芽の状態を観察します。自然体験会の参加者を引率します。 

②２月～３月の予定 
■冬冬冬冬のののの「「「「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」」」」開催開催開催開催    

２月２日（日）に恒例の、２０１４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。ケーブル下に９：００集
合、１６：３０解散の予定です。六甲山小学校を拠点にして、
「まちっ子の森」や「散歩道」で、冬の六甲山で雪や氷に親し
んでみようという試みです。 

■「「「「ひとはくひとはくひとはくひとはく第第第第９９９９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」」」」でででで発表発表発表発表    

２月１１日（土）は、三田市の県立人と自然の博物館で開催さ
れる「ひとはく第９回共生のひろば」で、口頭発表・ポスター発
表を行います。今回の発表テーマは、「家族でぶらっと六甲散
歩の推進」です。新たに打ち出したコンセプトをアピールし、
当会の積年の活動を紹介する予定です。 

■２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））はははは「「「「冬冬冬冬のののの六甲山六甲山六甲山六甲山リベンジリベンジリベンジリベンジ体験会体験会体験会体験会」」」」    

２月１５日は自然体験会・定例環境整備の日ですが、「冬のパ
ークレンジャー」で、雪と氷の六甲山を体験できなかった場合
や、参加できなかった人を対象にして、臨時の体験会を開催
します。午前中２時間、自由参加で簡素化して実施します。 

【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１７１７１７１７・・・・１８１８１８１８    

１２月１１日（水）は気温２℃、７名 
が参加して第１・２・３期調査区境 
界の杭打ち・ロープ張り、第３期 
調査区画の樹種名標識の補正を 
行い、放置していた伐採アセビを 
薪材として六甲山小学校などに 
提供しました。２５日（水）は７名 
で、第２期・３期調査区画の境界 
杭打ちとロープ張りを継続実施しました。 

■１２１２１２１２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 
１２月２１日（土）は０℃、小雪混じりの霧です。まちっ子の森は
霧氷に覆われていました。４名が参加して、全域の調査札をカ
ラーワイヤーに貼り替え、見学コースにシュロ縄を張りました。 

■■■■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１９１９１９１９・・・・２０２０２０２０    

１月１５日（水）は７名が参加し、「冬のパークレンジャー」の開
催に備えて、斜面の手すり用のロープを設置し、見学コース
の整備などをしました。２２日（水）は８名が参加し、標識札の
カラーワイヤーへの取り替え、クロモジ大木の斜面への下降
保護用の杭打ちなどを実施しました。また、六甲山小学校を
訪問して、「冬のパークレンジャー」の準備を行いました。 

■■■■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））のののの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    

 １月１９日（土）は４名が参加して、「冬のパークレンジャー」コ
ースの下見をするとともに、「家族でぶらっと六甲散歩」冬の
モニターツアーの支援を行いました。 

②１２月～１月の活動 
■■■■「「「「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！！！！５５５５」」」」企画展企画展企画展企画展    

１２月８日（日）～１５日（日）、六甲道勤労市民センター４階フ
ロアで、「昔の六甲を知ってみよう！５」企画展を開催しました。
テーマは、「六甲山の古道『六甲越え』の今昔」として、六甲山
を南北に結んだ交易の道に脚光を当てました。８日間で延べ
約２６０名が来場されました。 

■■■■１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））のののの記念講演記念講演記念講演記念講演    

  企画展初日午後の記念講演は、 
唐櫃村在住の民俗文化研究家 
の新井 昇さんを講師にお招き 
して、「唐櫃村と六甲山開発」を 
テーマにお話いただきました。 
２０名の熱心な参加者が、六甲 
山開発に関わる珍しい話題に 
耳を傾けました。    

■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８８８８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８日（水）１８：００～２０：００、 
六甲道勤労市民センターで、六 
甲山環境整備協議会の第８期 
中間報告会を開催しました。神 
戸市・六甲山整備室や兵庫県・ 
自然公園係からも初参加してい 
ただき、構成団体などから１０名 
が参加して意見交換しました。 
終了後も懇親会で熱心に談論しました。 

■１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：「「「「家族家族家族家族ぶらぶらぶらぶら」」」」冬冬冬冬ののののモニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー 
薄く積雪した霧の記念碑台に９：３０に集合して、「家族でぶらっ
と六甲散歩」冬のモニターツアーを開催しました。参加者は西
谷さん家族３名で、スタッフ４名の７名で実施しました。雪で覆
われたまちっ子の森、厚く凍った二つ池で、雪と氷の六甲山を
堪能して、シュラインロードを経て、ガイドハウスまで周回しま
した。１２時に解散し１２：１０の阪急バスで下山しました。 
                          
 
 
 
 
 
 
 

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

調査区画境界調査区画境界調査区画境界調査区画境界のののの杭打杭打杭打杭打ちちちち 

記念講演記念講演記念講演記念講演のののの会場風景会場風景会場風景会場風景 

六環協六環協六環協六環協・・・・中間中間中間中間報告会報告会報告会報告会 

雪雪雪雪のののの「「「「散歩道散歩道散歩道散歩道」」」」 

凍凍凍凍ったったったった下池下池下池下池でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ 
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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、、、、神戸県民局神戸県民局神戸県民局神戸県民局などのなどのなどのなどの助成金助成金助成金助成金・・・・委託金委託金委託金委託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  
■■■■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月の臨時環境整備活動は、９日（水）・２３日（水）・３０日（水）

の３日で、まちっ子の森の見学コースの整備や、春の花の観

察のための案内標識の設置などを行います。 

■５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：５５５５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    

総会の午前中は、「まちっ子の森」と「六甲山頂・森ｔと歴史の

散歩道」を散策します。「散歩道」の定期点検も兼ねます。 

■■■■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    

５月の臨時環境整備活動は１４日（水）・２１日（水）の２日、「散

歩道」３年目のボランティア活動の下見を行い、まちっ子の森

では第４期アセビ伐採調査の毎木調査に着手します。 

②４月～５月の予定 
■４４４４月月月月７７７７日日日日（（（（月月月月））））：：：：神戸県民局環境学習神戸県民局環境学習神戸県民局環境学習神戸県民局環境学習プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション    

４月７日（月）に、平成２６年度環境学習プログラム提案のプレ

ゼンテーションが予定されています。当会は昨年に引き続い

て、モリアオガエルとトンボの特別観察会２回を提案します。 

■４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））    

平成２５年度灘区役所・手づくりの地域活動助成の実施報告

会が４月１０日に開催されます。当会は「家族でぶらっと六甲

散歩」１で申請して、一部助成された「モニター・ツアーの運

営」について報告します。関心のある方はご参加ください。 

■４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））    

湊川隧道保存友の会の総会記念講演の依頼を受けて、４月１

３日１０：３０～１２：００、堂馬が講演を行います。当会が設立

１２年目に入るので、これまでの活動を見直して報告し、新た

な構想もご紹介します。 

■４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土）：）：）：）：第第第第１１７１１７１１７１１７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開催開催開催開催    

平成２６年度の市民セミナー４回の 

予定を固めています。４月１９日（土） 

には、神戸アーカイブ写真館代表の 

東 充氏に講演をお願いします。 

５年間の労作の「六甲連山バイブル」 

を着想した発端や、積み重ねた現地 

調査、そして緻密な記録整理など、 

含蓄に富んだお話をお願いしていま 

す。こぞってご参加ください。 

■５５５５月月月月５５５５（（（（月月月月））））６６６６日日日日（（（（火火火火））））はははは「「「「コバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジコバノミツバツツジ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会」」」」    

「まちっ子の森」で森林再生を試 

みています。昨年は初めて「コバ 

ノミツバツツジ鑑賞会」を開催しま 

した。一帯が淡いピンクに染まる 

光景に感動しました。今年はさら 

に満開が広がる見込で、飲食自 

由の花見会を開催します。連休 

の５月５日・６日の２日間、現地にスタッフが駐在します。 

■５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）：「）：「）：「）：「平成平成平成平成２６２６２６２６年度六年度六年度六年度六甲山甲山甲山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」」」」総会総会総会総会    

５月１７日１３：００から県立自然保護センターで、「六甲山を活

用する会」平成２６年度・第１２期総会を開催します。六甲山の

花見を兼ねてお気軽にご参加ください。 

■５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日）：「）：「）：「）：「家族家族家族家族でぶらっとでぶらっとでぶらっとでぶらっと六甲散歩六甲散歩六甲散歩六甲散歩」」」」現地体験講座現地体験講座現地体験講座現地体験講座    

六甲道勤労市民センターから依頼されて、５月２５日（日）に

「六甲山頂・森と歴史の散歩道」を歩く、「家族でぶらっと六甲

散歩」を楽しみましょう講座を開催します。県立六甲山自然保

護センターに９：３０集合で１２：００までの活動です。春の花が

満開の時季です。（お問い合わせはは事務局まで） 

【２月～３月の活動の概略】 

①２月～３月の環境整備活動 
■２２２２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はははは「「「「冬冬冬冬のののの六甲山六甲山六甲山六甲山リベンジリベンジリベンジリベンジ」」」」 

２月１５日（土）は積雪の予想な 

ので、「冬の六甲山リベンジ体 

験会」に切り替えました。気温は 

マイナス４℃、積雪は３０ｃｍ近く 

完全な冬山でした。幼児連れの 

２家族４人をスタッフ４人で支援 

しました。雪の森を体験し林道で 

巨大な雪だるまを作りました。 

■■■■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２１２１２１２１のみのみのみのみ    

２月２６日（水）は晴れで気温は４℃、まだ２０ｃｍほどの積雪

が残っていました。７名が参加して、花芽の成長状況の観察

と第４期アセビ伐採調査の許可申請のための区画調査、調査

札のワイヤーへの張り替えなどを実施しました。 

■■■■３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））のののの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    

 ３月１５日（土）は晴れで朝の気 

温は１℃、昼は４℃でした。４名 

が参加して、花芽の観察、第４ 

期アセビ伐採予定樹のマーキン 

グ作業などを実施しました。 

陽気になって、山上にはハイカ 

ーの姿が増えてきました。 

■■■■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２２２２２２２２    

３月１９日（水）は雨模様で４℃、６名が参加しました。８月の

市民セミナーの講師の岩木啓子さんも同行されて、「まちっ子

の森」での自然体験の方法を検討しました。平行して樹木の

花芽の生育状況も追跡観察しました。 

３月２６日（水）は、雨のため環境整備の予定を中止しました。 

②２月～３月の活動 
■冬冬冬冬のののの「「「「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」」」」開催開催開催開催    

２月２日（日）に２０１４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。あいにく気温が高くなり雪や

氷の風情は薄れましたが、参加者５０名スタッフ２０名が参加

しました。「まちっ子の森」散策や六甲山小学校の活動で十分

満足された様子で、次の再来に期待を高めました。 

■「「「「ひとはくひとはくひとはくひとはく第第第第９９９９回共生回共生回共生回共生ののののひろばひろばひろばひろば」」」」でででで発表発表発表発表    

２月１１日（火）は、三田市の県立人と自然の博物館の「ひとは

く第９回共生のひろば」で、口頭発表・ポスター発表を行い、

ポスター発表で名誉館長賞をいただきました。今回のテーマ

は「家族でぶらっと六甲散歩の推進」で、新たな事業のコンセ

プトをアピールしました。（４月６日まで展示） 

■３３３３月月月月５５５５日日日日（（（（水水水水））））はははは「「「「湊川隧道湊川隧道湊川隧道湊川隧道」」」」見学会見学会見学会見学会」」」」    

湊川隧道保存友の会のお世話で、３月５日（水）に幹事・会員９

名で湊川隧道を見学しました。明治に建設されたレンガ積み

の隧道内部の光景を目にして、六甲山の麓で営まれた土木

工事の壮大さに感動しました。      （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 

でっかいでっかいでっかいでっかい雪雪雪雪だるまをだるまをだるまをだるまを完成完成完成完成    

伐採予定伐採予定伐採予定伐採予定ののののアセビアセビアセビアセビをををを調査調査調査調査    
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