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財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）、セブン財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）、セブン財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）、セブン財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）、セブン----イレブンイレブンイレブンイレブン記念記念記念記念財団財団財団財団、神戸県民センターなどの助成を受けています、神戸県民センターなどの助成を受けています、神戸県民センターなどの助成を受けています、神戸県民センターなどの助成を受けています。。。。    

【４月～５月の活動予定】 

①４月～５月の環境整備活動  
■■■■４４４４月月月月は定例と臨時活動１は定例と臨時活動１は定例と臨時活動１は定例と臨時活動１・２・２・２・２・・・・３３３３の４回の４回の４回の４回    

春の装いの六甲山で定例は１９日（日）、臨時は８日・１５日・２
２日（水）の４回実施予定です。花芽を観察していた樹木の花
が見頃になります。山道の地表も緩むので、整備にも着手し
ます。４月から自然保護センターが開館するので、活動がし
やすくなります。 

■■■■５５５５月月月月はははは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４・５・６の３回４・５・６の３回４・５・６の３回４・５・６の３回    
５月は様々な樹木の花が咲き競う絶好のシーズンです。まち
っ子の森の景観整備を行って、散歩道のコース整備も行いま
す。１３日・２０日・２７日（水）で活動します。 

②４月～５月の活動  
■４４４４月月月月１８日（土）は今期初めての１８日（土）は今期初めての１８日（土）は今期初めての１８日（土）は今期初めての    

市民セミナー市民セミナー市民セミナー市民セミナー    
講師の小代 薫さんが「六甲山の茶屋群 
をみんなの文化財に」のテーマで、布引 
雄滝茶屋の保存と活用に向けた取り組 
みをお話いただきます。 

■４４４４月月月月１９日１９日１９日１９日（日）（日）（日）（日）は春の「家族ぶら・体験ツアー」は春の「家族ぶら・体験ツアー」は春の「家族ぶら・体験ツアー」は春の「家族ぶら・体験ツアー」    
毎月第３日曜日に開催する「家族でぶらっと六甲散歩」体験ツ
アーに多くの参加者が来られることを期待します。散歩道は
クロモジの花で淡い黄色に染まります。タムシバやアセビの
白い花も見ごろです。 

■５月第１週は「コバノミツバツツジ花見ウィー５月第１週は「コバノミツバツツジ花見ウィー５月第１週は「コバノミツバツツジ花見ウィー５月第１週は「コバノミツバツツジ花見ウィーク」ですク」ですク」ですク」です    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まちっ子の森の樹木の３割を占めるコバノミツバツツジが見
ごろになります。３年目の今年は、花見会を１週間に延長して、
１日（金）～７日（木）の間、来訪される方を随時受け入れます。
事前のご連絡が必要で雨天は中止です。※案内チラシも配
布しています。 

■５月１７日は５月１７日は５月１７日は５月１７日は「家族でぶら」「家族でぶら」「家族でぶら」「家族でぶら」体験体験体験体験ツアツアツアツアーーーー＆「総会」です＆「総会」です＆「総会」です＆「総会」です    
５月１７日（日）は午前中から昼まで「家族でぶらっと六甲散
歩」体験ツアーを実施します。１４：００～１５：３０は自然保護
センターで「六甲山を活用する会」の平成２７年度第１３期総
会を開催します。総会に出席される方も、体験ツアーに同行
されるようにご案内しています。 

【２月～３月の活動の概略】 

①２月～３月の環境整備活動 
■■■■２２２２月月月月はははは定例と定例と定例と定例と臨時整備活動臨時整備活動臨時整備活動臨時整備活動２７・２８の３回２７・２８の３回２７・２８の３回２７・２８の３回    

２月度の環境整備活動は予定より少なく、１５日の定例と、１８
日・２５日（水）の臨時整備活動を各回５名前後で実施しました。 

主に調査区画で観察対象に選んでいる樹木の新芽を観察しま
したが、写真撮影には苦労しました。そして、全調査区画の定
期的な環境測定も実施しました。 

■■■■３３３３月月月月はははは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２９・３０を実施２９・３０を実施２９・３０を実施２９・３０を実施 

３月は予定のうち２回を中止して、１１日・１８日（水）の２回、
臨時環境整備を実施しました。各回４～５名の参加者で、まち
っ子の森の樹木の新芽を観察し、調査区画の標識と樹木標
識の取り替えをしました。春の到来に備えて、快適な環境づく
りを進めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

②２月～３月の活動 
■２２２２月月月月１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）の冬のパークレンジャーは雪景色でしたの冬のパークレンジャーは雪景色でしたの冬のパークレンジャーは雪景色でしたの冬のパークレンジャーは雪景色でした    

この日の六甲山上は一 
面の雪で樹木も樹氷に 
覆われていました。総 
勢６３名が参加して、雪 
に戯れたり、雪の森で 
樹木調べをしました。昼 
食時からは六甲山小学 
校で恒例のホダギの虫 
探しにも興じました。山 
麓からは別天地で 1 日 
過ごした子どもと家族は大変満足されていました。 

■２月１１日はひとはく「第１０回共生のひろば」で発表２月１１日はひとはく「第１０回共生のひろば」で発表２月１１日はひとはく「第１０回共生のひろば」で発表２月１１日はひとはく「第１０回共生のひろば」で発表    
県立人と自然の博物館が主催する「共生のひろば」で口頭発表
とポスター発表をしました。５年連続の発表ですが、口頭発表
に対しては初めて名誉館長賞をいただきました。発表テーマ
は「六甲山頂・森と歴史の散歩道づくり」の広がりです。来館者
約２５０名で、高校生の研究発表が目立ちました。  

■２月２１日は「森林整備・土砂災害フォーラム」で事例発表２月２１日は「森林整備・土砂災害フォーラム」で事例発表２月２１日は「森林整備・土砂災害フォーラム」で事例発表２月２１日は「森林整備・土砂災害フォーラム」で事例発表    
元町の相楽園で国・県・市が共催の「六甲山の森林整備から
土砂災害を考えるフォーラム」のリレートークで堂馬が事例発
表しました。ひとはくの「共生のひろば」で発表した資料を補
強して、今後の森林整備への提言も加えました。現時点で当
会の活動を説明できる資料ができました。会場は約２００人の
出席者が熱心に傾聴されていました。 

■２２２２月月月月１５１５１５１５日（日）：「家族日（日）：「家族日（日）：「家族日（日）：「家族ぶら」体験ツアーぶら」体験ツアーぶら」体験ツアーぶら」体験ツアー⑤を実施⑤を実施⑤を実施⑤を実施    
１家族３人の子ども家族に 
大人も９名が加わって賑や 
かになりました。地表は雪 
に覆われて肌寒く、冬の六 
甲山らしい風情です。二つ 
池の氷は少し薄そうでした 
が、子ども家族は恐る恐る 
池の上を歩き渉りました。 

「やった！」という満足さ 
れた表情で、４月も来たいと興味を募らせていました。 

                 （文責（文責（文責（文責：堂馬：堂馬：堂馬：堂馬    英二）英二）英二）英二）    
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※※※※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）、）、）、）、神戸県民神戸県民神戸県民神戸県民センターセンターセンターセンター、、、、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ボランティアボランティアボランティア

ファンドファンドファンドファンド（（（（予定予定予定予定）、）、）、）、セブンセブンセブンセブン----イレブンイレブンイレブンイレブン記念財団記念財団記念財団記念財団、、、、などのなどのなどのなどの助成助成助成助成をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

【６月～７月の環境整備活動の予定】 
■６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））はははは六環協六環協六環協六環協・・・・第第第第１０１０１０１０期総会期総会期総会期総会をををを開催開催開催開催    

１８時～２０時の予定で、六甲道勤労市民センター４階草土舎
で、「六甲山環境整備協議会」（略称・六環協）の平成２７年第１
０期総会を開催します。 
六甲山上での環境保全・整備活動の母体として、構成・協力団
体や会員の皆さんのご指導・ご支援で、「アセビ伐採調査」「ま
ちっ子の森づくり」「森と歴史の散歩道づくり」と次々にユニーク
な実績を挙げました。今後の環境整備活動のターニングポイ
ントになる意見交換を期待しています。 

■■■■６６６６月月月月はははは臨時臨時臨時臨時環境整備環境整備環境整備環境整備活活活活動動動動５５５５・・・・６６６６のののの２２２２回回回回をををを予定予定予定予定    

臨時環境整備活動は１０日・２４日（水）の２回で、定期点検整
備を主に、坂道の階段改修やササ刈りなどを予定しています。
環境学習プログラム実施を控え、見学コースも整備します。 

■■■■６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日ににににクラーククラーククラーククラーク高校生高校生高校生高校生がががが環境整備参加環境整備参加環境整備参加環境整備参加    

クラーク記念国際高校の梅田キャンパスから、校外授業で環
境整備活動に参加したいというお話があり、６月３０日に第１回
の活動を実施します。「森と歴史の散歩道」の保全・整備活動
に若い力を注いでいただくのは大歓迎です。クラーク高校と相
談しながら、企画実施を進めます。 

■■■■７７７７月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動７７７７・・・・８８８８のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

１７日（日）の定例環境整備と、８日・２２日（水）の２回の臨時環
境整備で、階段の改修やササ刈りを予定しています。定例活
動には、イベント清掃ぴかぴか隊などが参加予定です。 

【６月～７月の活動予定】 
■６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））はははは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観察会観察会観察会観察会    

神戸県民センター認定の環境 
学習プログラムとして、「二つ池 
でモリアオガエルを調べよう！」 
を開催します。恒例のイベントで 
、今回は「二つ池のいきもの図 
鑑」を制作することも当方の課 
題に加えました。 
荒天の場合は２１日に順延です。 

■６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））はははは第第第第１２２１２２１２２１２２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    

第１２２回市民セミナーを自然保護 
センターで開催します。テーマは「シ 
ム記念摩耶登山マラソンの歩み」、 
講師は同マラソン実行委員長で会 
員の前田 康男さん。六甲の歴史に 
造詣が深い前田さんの着想と、灘区 
の団体が結集した運営は見事です。 
ぜひ、ご参加ください。 

■６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））はははは「「「「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をををを見見見見にににに行行行行こうこうこうこう」」」」    

六甲山勤労市民センター主催で「モリアオガエルの産卵を見に
行こう」を６月２１日（日）に予定しています。「家族でぶらっと六
甲散歩」体験ツアーをベースに、季節の見所をアレンジした催
しです。神戸県民センター主催の観察会で予備日を使わなか
った場合に実施します。（（（（※※※※おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・おおおお申申申申しししし込込込込みはみはみはみは、、、、六六六六

甲道勤労市民甲道勤労市民甲道勤労市民甲道勤労市民センターセンターセンターセンター：：：：０７８０７８０７８０７８－－－－８４１８４１８４１８４１－－－－１７１１１７１１１７１１１７１１までまでまでまで））））    

【４月～５月の環境整備活動の概略】 
■■■■４４４４月月月月はははは定例定例定例定例とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１１１１・・・・２２２２のののの２２２２回実施回実施回実施回実施    

４月の環境整備活動は天候不順の影響を受け、１９日の定例 

活動は中止しました。８日（水） 
の第１回臨時環境整備は積雪 
に見舞われました。４名が参 
加して花芽の観察などをしまし 
た。２２日（水）は１０℃を越える 
陽光で、６名が参加して調査区 
環境測定や花芽の生育観察をし 
ました。 

■■■■５５５５月月月月はははは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のののの２２２２回実施回実施回実施回実施    

５月の臨時環境整備は２回実施しました。１３日（水）は３名で
調査区画全域を環境測定しました。２７日（水）快晴で２８℃と
温かく、５名が参加しました。森と散歩道の定期点検をして、山
道の補修整備の必要箇所を下見しました。まちっ子の森で野
生のリスを発見して、写真撮影を試みました。 
 
 
 
 
 
 
 

【４月～５月の活動の概略】 
■４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））にににに第第第第１２１１２１１２１１２１回回回回市民市民市民市民セミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催    

小代 薫さんに「六甲山の茶屋群をみんなの文化財に」のテー
マでお話いただきました。まず明治期の神戸における「市民主
導のまちづくり」を解説されました。居留地外国人の東遊園地
整備、日本人の布引遊園地の整備が、日本の近代公園制度の
設立につながったとのことです。そして、布引雄滝（おんたき）
茶屋の保存と活用の取り組みです。参加者は１４名と少なかっ
たですが、歴史秘話などに感心しました。 

■４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））にににに川崎重工川崎重工川崎重工川崎重工・・・・健保組合健保組合健保組合健保組合のののの下見同行下見同行下見同行下見同行    

前が辻の北西角で六甲山荘を運営している、川崎重工・健康
保険組合から、７月・８月３回の家族向け研修で周辺散歩の引
率・案内を依頼されました。４月２７日にご担当の３名と「散歩
道」を下見しました。コバノミツバツツジもあちこちに咲いてい
て、じっくり散策を楽しみました。 

■５５５５月第月第月第月第１１１１週週週週にににに「「「「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花見花見花見花見ウィークウィークウィークウィーク」」」」をををを開催開催開催開催    

３年目のコバノミツバツツジ花見 
会として、１日（金）～７日（木）の 
１週間開催を予定しました。雨天 
などで４日・７日は中止しました。 
開花期は早まったので一斉の満 
開にはならず、来場者も２２人と 
少なく、意気込みに反して低調な 
結果でした。ささやかだが、森の 
活用は定着できました。 

■５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日にににに「「「「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」」」」総会総会総会総会をををを開催開催開催開催    

県立自然保護センターで、「六甲山を活用する会」平成２７年度
第１３期総会を１４時～１５時４０分で実施しました。来賓３名、
会員９名の１２名が出席しました。総会では、助成金収入が大
幅に減少するのに伴って、事業規模を７０％に縮小する方針と
３役員退任が承認されました。 
午前中、参加者の８名は「森と歴史の散歩道」を散策し、初夏
の森林浴を楽しみました。        （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 

小小小小さなさなさなさな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    

４４４４月月月月８８８８日日日日、、、、積雪積雪積雪積雪のののの整備活動整備活動整備活動整備活動    

前田前田前田前田    康男康男康男康男さんさんさんさん    

ツツジツツジツツジツツジのののの下下下下でででで記念写真記念写真記念写真記念写真    

野生野生野生野生リスリスリスリスをををを発見発見発見発見！！！！        左写真左写真左写真左写真はははは、、、、右右右右のののの写真写真写真写真のののの左下隅左下隅左下隅左下隅をををを拡大拡大拡大拡大    
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【８月～９月の環境整備活動の予定】 
■■■■８８８８月月月月はははは臨時臨時臨時臨時環境整備環境整備環境整備環境整備活動活動活動活動８８８８・・・・９９９９のののの２２２２回回回回をををを予定予定予定予定    

８月の臨時環境整備活動は１２日・２６日（水）の２回で、定期点

検整備を主に、坂道の階段補修やササ刈りなどを予定。「まち

っ子の森」のアセビ伐採調査の追跡調査も実施します。 

■■■■９９９９月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１０１０１０１０・・・・１１１１１１１１のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

９月は２０日（日）の定例環境整備と、９日・２３日（水）の２回の

臨時環境整備の計３日です。「散歩道」全域の定期点検整備と

ササ刈りなどを予定しています。 

【８月～９月の活動予定】 
■８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））はははは「「「「夏夏夏夏ののののパパパパ－－－－クレンジャクレンジャクレンジャクレンジャーーーー」」」」をををを開催開催開催開催    

８月２日、２０１５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。六甲山ケーブル下駅集合９：００、解散１

６：３０で、山上の六甲山小学校を拠点に活動します。今回は午

前中、岩木 啓子さんに「まちっ子の森」で五官で自然に親しむ

指導をお願いしています。午後は、生きもの調べ、樹木調べ、

さらにアセビ伐採調査などバラエティ豊かな趣向です。 

■８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（水水水水））））・・・・２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））はははは川重川重川重川重・・・・健保健保健保健保「「「「健康健康健康健康アップセミナーアップセミナーアップセミナーアップセミナー」」」」    

７月に続いて、川重・健康保険組合の「健康アップセミナー」で

ハイキングを引率します。第３回は８月５日（水）、第４回は２１

日（金）で各回総勢７０名ほどの参加になります。 

■８８８８月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））はははは「「「「第第第第１２１２１２１２３３３３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」」」」をををを開催開催開催開催    

第１２３回市民セミナーを自然保護セ 

ンターで開催します。テーマは「六甲 

山で森林療法」、講師は山手女子大 

学教授の西村 典芳さんです。六甲 

山はヘルスツーリズムに最適とのこ 

とで、当日の午前中は「森林療法」の 

体験会も計画しています。７月３１日 

に西村さんと「散歩道」を下見します。 

■９９９９月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））はははは「「「「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」」」」開催開催開催開催    

神戸県民センター認定の環境学習プログラムとして、「二つ池 

でトンボたちを探そう！」を開催します。自然保護センターに１

０：００集合、１５：００解散の予定で、「まちっ子の森」で活動し

た後、六甲山ホテルの阪急池にも出かけます。雨天の場合は

１３日（日）に順延します。 

【６月～７月の環境整備活動の概略】 
■６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））にににに「「「「六環協六環協六環協六環協・・・・第第第第１０１０１０１０期総会期総会期総会期総会」」」」をををを開催開催開催開催    

六甲道勤労市民センター４階の草 

土舎で、１８時～２０時、「六甲山環 

境整備協議会」平成２７年第１０期 

総会を開催しました。構成団体・協 

力団体から１０名が参加し、六甲山 

上での環境保全・整備活動の進捗 

状況や、今後の活動方針について 

意見交換しました。終了後、今月で 

閉店する居酒屋「あっちゃん」のこ 

れまでのもてなしに感謝しつつ、賑やかに歓談しました。 

■■■■６６６６月月月月はははは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・・・・６６６６のののの２２２２回回回回をををを実施実施実施実施    

６月は定期点検整備を主に、１０日・２４日（水）の２回、各回５

名で臨時環境整備をしました。モリアオガエル観察会を控えて

見学コースを整備し、坂道の階段補修の下見調査もしました。 

■■■■６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日ににににクラーククラーククラーククラーク高校生高校生高校生高校生がががが環境整備参加環境整備参加環境整備参加環境整備参加    

６月３０日（火）にクラーク記念国際高校の校外授業として「環境
整備活動協力」を実施しました。男女生徒１０名と教員３名に運
営スタッフ７名の２０名で、散歩道の坂道階段を補修しました。
初めての力仕事に戸惑いながら、７つの階段を整備し達成感を
共有しました。今後、高校生の校外授業として定着できるかどう
か、試金石になる活動でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■■７７７７月月月月はははは雨天続雨天続雨天続雨天続きできできできで臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１１１１回回回回のみのみのみのみ実施実施実施実施    
７月初旬は天候不順で、４日（土）のヒメボタル観察会に続いて、
８日（水）の臨時環境整備も中止しました。１１号台風が過ぎた１
９日（日）も雨天で、運営スタッフとぴかぴか隊など１３名で、２班
に分かれて、調査区の実生生育調査と坂道階段の補修を予定
していましたが、環境整備活動を中止しました。 
７月は２２日（水）の臨時環境整備を３名で、まちっ子の森の全域
の環境測定やＦ７調査区の実生生育調査を予定しています。 

【６月～７月の活動の概略】 
■６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））はははは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観察会観察会観察会観察会をををを実施実施実施実施    

６月１４日（日）、モリアオガエル 

観察会は参加者３１名スタッフ 

１１名の４２名で実施しました。 

まちっ子の森二つ池で「沈黙の 

観察」を体験して、上池３１個下 

池３２個と昨年より多くの卵塊 

を観察できました。午後は樹木 

調べし、明るい森での昼食をゆ 

っくり楽しみました。自然保護セ 

ンターに戻って活動のまとめをして１５時に解散しました。 
■６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））はははは「「「「第第第第１２２１２２１２２１２２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」」」」をををを実施実施実施実施    

第１２２回市民セミナー「シム記 

念摩耶登山マラソンの歩み」を 

自然保護センターで開催しまし 

た。講師の前田 康男さんの知 

人など２６名が出席しました。摩 

耶山のケーブル・ロープウェイを 

存続する住民運動が活発ですが、 

「シム記念マラソン」は摩耶山活 

性化のアイデア・コンテストで第 

１位になりました。その着想から、第１回・第２回を実践して基

礎を固め、初冬の風物詩へと期待を託すお話に、参加者は感

銘を受けました。 

■７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））・・・・３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））はははは川重川重川重川重・・・・健保健保健保健保「「「「健康健康健康健康アップセミナーアップセミナーアップセミナーアップセミナー」」」」    

川崎重工・健康保険組合から委託されて、「健康アップセミナ

ー」のハイキングを４回引率します。第１回は７月２７日（月）、

第２回は３１日（木）です。参加者は約６０名で当会からは３名、

先方も３名が参加します。１時間の短い散歩ですが、「森と歴

史の散歩道」のエッセンスを楽しんでもらうつもりです。（（（（予定予定予定予定））））    

（（（（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でででで卵塊卵塊卵塊卵塊をををを観察観察観察観察    

まちっまちっまちっまちっ子子子子のののの森入口森入口森入口森入口でででで    坂道階段坂道階段坂道階段坂道階段のののの整備作業整備作業整備作業整備作業    

六環協総会後六環協総会後六環協総会後六環協総会後のののの懇親会懇親会懇親会懇親会    

西村西村西村西村    典芳典芳典芳典芳さんさんさんさん    

参加参加参加参加賞賞賞賞のののの特製特製特製特製ＴＴＴＴシャツシャツシャツシャツ    
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【１０月～１１月の環境整備活動の予定】 
■■■■１０１０１０１０月月月月はははは定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１４１４１４１４・・・・１５１５１５１５のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

１０月の臨時環境整備活動は１２日・２６日（水）の２回で、定期

点検整備を主に、坂道の階段補修やササ刈りなどを予定。「ま

ちっ子の森」のアセビ伐採調査の追跡調査も実施します。 

■■■■１１１１１１１１月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１６１６１６１６・・・・１７１７１７１７のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

１１月は１５日（日）の定例環境整備と１１日・２５日（水）の２回

の臨時環境整備の計３日です。自然保護センターが１１月末で

休館しますので、保管用具の整理・移動も行います。 

【１０月～１１月の活動予定】 
■１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））はははは「「「「第第第第１２１２１２１２４４４４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」」」」をををを開催開催開催開催    

第１２４回市民セミナ 

ーを自然保護センタ 

ーで開催します。テ 

ーマは「環境資源とし 

ての六甲山」、講師は 

兵庫県立大学経済学 

部教授の三俣 学さ 

んです。六甲山は市民にとっての貴重な環境資源です。海外

の事例などを元に、健康増進に活用できる森に誰でもが関わ

っていくことを考えてみます。 

■■■■１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日・・・・１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日はははは「「「「家族家族家族家族ぶらぶらぶらぶら」」」」体験体験体験体験ツアーツアーツアーツアー    

環境学種のイベントが一息尽きましたので、毎月第３日曜日に

予定している「家族でぶらっと六甲散歩」体験ツアーの参加者

募集に力を入れます。また、散歩道をモデルコースにした「健

康散歩」を熟年・高齢者に普及する企画も進めていきます。 

【８月～９月の環境整備活動の概略】 
■■■■８８８８月月月月はははは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８８８８・・・・９９９９・・・・１０１０１０１０のののの３３３３回実施回実施回実施回実施    

８月の臨時環境整備活動は１２日・２１日・２６日（水）の３回で、

第３期アセビ伐採調査区のＦ７区画で３年前に着手した「実生

新芽の生育調査」の継続調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■■■■９９９９月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１１１１１１１１・・・・１２１２１２１２・・・・１３１３１３１３のののの４４４４回実施回実施回実施回実施    

９月は９日と１６日にも活動を予定しましたが、いずれも雨天中

止で、２０日（日）の定例環境整備と、２日・２３日・３０日（水）の

３回の臨時環境整備の計４日実施しました。「実生新芽の生育

調査」を終えて、２３日には人と自然の博物館の黒田先生に樹

種判定の指導をしていただきました。 

■■■■９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日・・・・１１１１１１１１日日日日にににに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をををを訪問訪問訪問訪問    

第４期アセビ伐採調査が順調に進んでいるので、調査のとりま

とめや環境整備の今後の方針について、学識経験者にご相談

しました。１０日（木）は高橋 晃研究部長、１１日（金）は中瀬 

勲館長、さらに黒田有寿茂研究員とお話しました。 

【８月～９月の活動の概略】 
■８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））はははは「「「「夏夏夏夏ののののパパパパ－－－－クレンジャークレンジャークレンジャークレンジャー」」」」をををを開催開催開催開催    

８月２日、２０１５年夏の「六 

甲山子どもパークレンジャー 

を目指そう！」を開催しまし 

た。参加者は子ども１４人、 

大人１４人、スタッフ１５人の 

総勢４３人です。六甲山小学 

校を拠点に、「まちっ子の森 

」で多様な活動をしました。 

午前中は岩木 啓子さんか 

ら五官で自然に親しむ指導をしていただきました。午後は、久
門田さんお指導で生きもの調べ、さらに樹木調べやアセビ伐

採の体験など、夏の六甲山の森を満喫しました。 

■８８８８月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））はははは市民市民市民市民セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「六甲山六甲山六甲山六甲山でででで森林療法森林療法森林療法森林療法」」」」をををを開催開催開催開催    

自然保護センターで第１２３ 

回市民セミナーを開催しまし 

た。テーマは「六甲山で森林 

療法」、講師は山手女子大学 

教授の西村 典芳さんです。 

午前中は散歩道で「ウエル 

ネスウォーキング」を体験し、 

午後の講演ではヘルスツー 

リズムの概説や、各国の健 

康保養地の状況、そしてウエルネスウォーキング活動などを

お話いただきました。 

■８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（水水水水））））・・・・２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））はははは川重川重川重川重・・・・健保健保健保健保「「「「健康健康健康健康アップセミナーアップセミナーアップセミナーアップセミナー」」」」    

７月に続いて、川重・健康保 

険組合の「健康アップセミナ 

ー」でハイキングを引率しま 

した。第３回は８月５日（水）、 

第４回は２１日（金）で、各回 

総勢７０人ほどの参加です。 

散歩道のワンポイント解説を 

しながら、１時間強の短時間 

で周回しました。心配の天候 

は大丈夫で、全シリーズ４回を無事終了しました。 

■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））にもにもにもにも地域地域地域地域ビジョンビジョンビジョンビジョン委員会委員会委員会委員会からからからからガイドガイドガイドガイドをををを受託受託受託受託    

神戸県民センター県民交流室から地域ビジョン委員会主催の

環境学習「六甲山をもっと知って楽しもう！」での解説とガイド
を委託されました。朝は曇りで、六甲山小学校で午前と昼のプ
ログラムを終えてから、自然保護センター・散歩道・まちっ子の

森を急ぎ足で案内しました。天候が好転し、参加者は生の六甲

山を体験できて満足されました。    

■９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））はははは雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延でででで「「「「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」」」」開催開催開催開催    

参加者は半減しましたが、総 

勢２９人で、「二つ池でトンボ 

たちを探そう！」を開催しまし 

た。自然保護センターに集合 

し、「まちっ子の森」でトンボ 

を観察して昼食。まちっ子の 

森を楽しんだ後、六甲山ホテ 

ルの阪急池にも出かけました。寒 

冷前線が通過した晴天で、気 

温も２０℃、初秋のさわやかな１日を過ごしました。 

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

実実実実生調査生調査生調査生調査８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日    

葉葉葉葉っぱのっぱのっぱのっぱのスライドショスライドショスライドショスライドショーーーー 

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出発出発出発出発 

シュラインロードシュラインロードシュラインロードシュラインロード分岐分岐分岐分岐 

二二二二つつつつ池上池池上池池上池池上池ででででトンボトンボトンボトンボをををを観察観察観察観察    

樹種判定樹種判定樹種判定樹種判定調査調査調査調査９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日    
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ファンドファンドファンドファンド、、、、セブンセブンセブンセブン----イレブンイレブンイレブンイレブン記念財団記念財団記念財団記念財団、、、、などのなどのなどのなどの助成助成助成助成をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

【１２月～１月の環境整備活動の予定】 
■■■■１２１２１２１２月月月月はははは定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１８１８１８１８・・・・１９１９１９１９のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

１２月は２０日（日）に定例活動、９日・１６日（水）に臨時環境整

備を予定しています。定例の環境測定や、シードトラップの飛

来種子の回収を実施します。シュラインロード分岐まで散歩道

のササ刈りを仕上げるとともに、階段の補修を行う予定です。 

■■■■１１１１月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動２０２０２０２０・・・・２１２１２１２１のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

１月は１７日（日）の定例環境整備と１３日・２７日（水）の臨時環

境整備の計３日を予定しています。定例の環境測定を行い、積

雪前にシードトラップを引き上げます。そして、散歩道の階段

整備や、まちっ子の森の見学コースの整備を行います。 

【１２月～１月の活動予定】 
■１２１２１２１２月中月中月中月中にににに「「「「実生新芽生育調査実生新芽生育調査実生新芽生育調査実生新芽生育調査」」」」などのまとめをなどのまとめをなどのまとめをなどのまとめを予定予定予定予定    

「第４期アセビ伐採調査」は２年目終盤になるので、報告の準

備をします。環境省・神戸市などには実施報告するとともに、

未実施分を含めて「第５期アセビ伐採調査」の木竹伐採許可を

申請する予定です。今年度は「実生新芽生育調査」の中間報告

が目玉で、引き続き来期の実生調査計画も具体化します。 

■１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水））））はははは「「「「六環協六環協六環協六環協・・・・中間報告会中間報告会中間報告会中間報告会」」」」をををを開催開催開催開催    

平成２７年度「六甲山環境整備協議会」の中間報告会を、１月１

３日（水）１８時から、六甲道勤労市民センターで開催します。

主な議案は、「第４期アセビ伐採調査」「実生新芽生育調査」の

進捗報告、および来期以降の環境整備活動の検討です。 

■■■■１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日））））はははは冬冬冬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    

恒例の２０１６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 

３１日（日）に開催します。 

前回は待望の積雪を楽し 

めましたが、池の結氷は 

薄かったので上には乗 

れませんでした。今年も 

暖冬の気配とのことで心 

配ですが、大人気のイベントなので従来以上の多くの参加者

を集めたいものです。 

【１０月～１１月の環境整備活動の概略】 
■■■■１０１０１０１０月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１４１４１４１４・・・・１５１５１５１５のののの３３３３回実施回実施回実施回実施    

１８日（日）の定例環境整備は３名でササ刈りを実施しました。

臨時環境整備活動は、１４日（水）に３名でシードトラップ４基を

増設して環境測定、４名が散歩道のササ刈りを実施。２８日

（水）に６名が参加してササ刈りを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■■■■１１１１１１１１月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１６１６１６１６・・・・１７１７１７１７のののの３３３３回実施回実施回実施回実施    

１１月１１日（水）の臨時環境整備は４名で、５基のシードトラッ

プの飛来種子を回収し、全域の環境測定を実施しました。飛来

種子は少なく落ち葉が多くを占めていました。１５日（日）は３名

での「家族でぶらっと六甲散歩」体験ツアーと並行して、別に４

名がササ刈りをしました。２５日（水）は６名が参加し、春まで休

館する自然保護センターに保管している用具類を整理して、六

甲山郵便局に運搬して保管しました。２名でＦ７調査区画のシ

ードトラップの飛来種子を回収ました。 

【１０月～１１月の活動の概略】 
■１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））はははは「「「「第第第第１２４１２４１２４１２４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」」」」をををを開催開催開催開催    

今年度の最終回、第１２４回市民セミナーを自然保護センター

で開催しました。テーマは「六甲山の利活用」、講師は兵庫県

立大学経済学部教授の三俣 学さん。午前の自然体験会には

２２名が参加して、散歩道のササ刈りを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後のセミナーは２７名 

という予想以上の参加 

者で、「環境資源にどの 

ように関わるか」につい 

て、議論の焦点を紹介 

されて、日本の入会林 

野の事例、イギリスのフ 

ットパスや北欧の万人権 

という事例などを解説していただきました。環境への関わり方
について目が開かれた人も多かったようです。 

■１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））はははは高槻市高槻市高槻市高槻市のののの環境環境環境環境活動活動活動活動団体団体団体団体ををををヒヒヒヒアアアアリングリングリングリング    

高槻市の市会議員や担当者にお世話いただいて、２８日（水）

に、「たかつき市民環境会議」「森のプラットフォーム高槻」の両
代表者の方にお会いしました。市民が行政と連携して環境活

動で活躍している事例を学ぶことができました。 

■１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））にににに灘区灘区灘区灘区老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会ににににヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング 

灘区役所まちづくり課にお世話いただいて、灘区老人クラブ連
合会の会長・副会長にお会いしました。シルバー世代向けに

企画している「六甲山健康散歩」についてのご意見をうかがい

ました。老人クラブの構成メンバーは７０代後半が大半とのこ

とで、さらに高齢者向きに企画していく必要を知りました。 

■１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））にににに神戸市防災課神戸市防災課神戸市防災課神戸市防災課（（（（六甲山整備担当六甲山整備担当六甲山整備担当六甲山整備担当））））をををを訪問訪問訪問訪問 

六甲山森林整備ご担当の松岡担当課長を訪問し、今後の環境

整備活動の方向について、助言をいただきました。「アセビ伐

採調査の先駆事例を基に、市民主導で六甲山上の環境整備活

動を担っていく」活動の可能性や進め方を検討していきます。 

■１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））にににに県立人県立人県立人県立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をををを訪問訪問訪問訪問 

環境調査活動のご指導をいただいている、県立人と自然の博
物館の高橋研究部長、黒田研究員に、「アセビ伐採調査のまと

め」と「実生新芽生育調査のまとめ」をご相談しました。１２月中

には中間のまとめを行って、来年度は研究論文を「ひとはく研
究紀要」に掲載していただくことを考えています。 

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

２０１５２０１５２０１５２０１５年度年度年度年度はははは６３６３６３６３名名名名がががが参加参加参加参加    

シードトラップシードトラップシードトラップシードトラップはははは５５５５基基基基    散歩道散歩道散歩道散歩道ののののササササササササ刈刈刈刈りりりり    

散歩道散歩道散歩道散歩道ののののササササササササ刈刈刈刈りりりり    三俣三俣三俣三俣ゼミゼミゼミゼミももももササササササササ刈刈刈刈りにりにりにりに参加参加参加参加    

第第第第１２４１２４１２４１２４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    
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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    2012012012016666 年年年年 2222 月月月月 12121212 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 4455 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／ 

※※※※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）、）、）、）、神戸県民神戸県民神戸県民神戸県民センターセンターセンターセンター、、、、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ボランティアボランティアボランティア

ファンドファンドファンドファンド、、、、セブンセブンセブンセブン----イレブンイレブンイレブンイレブン記念財団記念財団記念財団記念財団、、、、などのなどのなどのなどの助成助成助成助成をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。    

【２月～３月の環境整備活動の予定】 
■■■■２２２２月月月月はははは定例環境整備定例環境整備定例環境整備定例環境整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動２３２３２３２３・・・・２４２４２４２４のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

２月の環境整備活動は、月例の環境測定に加えて、山道やま
ちっ子の森の整備を行います。森の内外の樹木で冬芽の観察
や、花芽の伸長も観察も予定しています。臨時整備活動は１０
日（水）と２４日（水）とし、２１日（日）は定例整備で、「家族ぶら」
体験ツアーの案内も兼ねて実施する予定です。 

■■■■３３３３月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動２５２５２５２５・・・・２６２６２６２６のののの３３３３回回回回をををを予定予定予定予定    

３月の環境整備は花芽の伸長を観察し、月例の環境測定を実
施します。臨時整備活動は、９日（水）と２３日（水）に行い、２０
日（日）は定例整備と「家族ぶら」体験ツアーを開催します。 
 
 
 
 
 
 
 

【２月～３月の活動予定】 
■「「「「ひとはくひとはくひとはくひとはく第第第第１１１１１１１１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」」」」にににに展示展示展示展示        ※※※※実施済実施済実施済実施済みみみみ    

２月１１日（木）、三田市の県立人と自 
然の博物館で「ひとはく第１１回共生 
のひろば」が開催しました。今回は口 
頭発表を少なくするという主旨なので、 
当会はポスター発表・展示のみで参 
加します。昨年の活動報告から一歩 
進めて、六甲山上の「まちっ子の森」 
と「散歩道」を活かす、というテーマを 
掲げました。１６枚構成のパワーポイントを作成して、それをＡ
３のパウチに加工して展示します。内容は、１．１３年の成果の
柱は「森と歴史の散歩道」だ、２．「六甲山は誰のもの？」と問
いかける、３．次の「逸手」は「アセビ伐採モデル」と「六甲山健
康散歩」、という構成です。※※※※４４４４ＦＦＦＦのののの会場会場会場会場でででで４４４４月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））までまでまでまで「「「「共共共共

生生生生のひろばのひろばのひろばのひろば展展展展」」」」としてとしてとしてとして展示展示展示展示されますされますされますされます。。。。    

■２２２２月中月中月中月中にににに平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度のののの実績報告書実績報告書実績報告書実績報告書のののの作成作成作成作成にににに着手着手着手着手するするするする    

平成２７年度の活動を終えつつあるので、 
記録を整理します。①「水生生物図鑑」、 
②「２０１６年度環境学習プログラム実施 
報告書」、③「二つ池物語２～まちっ子の 
森と散歩道を活かす～」などです。すで 
に、「六甲山魅力再発見ガイド１３」は制 
作できました。また、６月に仕上げる「六 
甲山上のアセビ伐採と５年間の記録（仮） 
」の報告の骨格づくりという大仕事も控え 
ています。 

【１２月～１月の環境整備活動の概略】 
■■■■１２１２１２１２月月月月はははは臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１８１８１８１８・・・・１９１９１９１９・・・・２０２０２０２０のののの３３３３回実施回実施回実施回実施    

１２月９日（水）は快晴で５℃、６名が参加して、月例の環境測
定と散歩道（六甲山ホテル裏～シュラインロード分岐）のササ
刈りをしました。１６日（水）は晴れで５．５℃、４名が参加してシ
ュラインロード分岐付近のササ刈りを行いました。また、六甲
山観光（株）と六甲山ふれあいまちづくり協議会を訪問して、活
動報告をすると共に、協力を依頼しました。 

２３日（水）は年内最後の整備活動で、曇りの７℃と温かな日で
す。シードトラップの飛来種子を回収し、散歩道１ｋｍのササ刈
りを仕上げて、まちっ子の森の見学コースも整備しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■■１１１１月月月月はははは定例整備定例整備定例整備定例整備とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動２１２１２１２１・・・・２２２２２２２２のののの３３３３回実施回実施回実施回実施    

１月１３日（水）は環境整備の初仕事です。気温は０℃で時々小
雪が舞う中、５名参加しました。散歩道の坂道下部の傷んだ階
段を取り替えました。また、積雪の時季になるので、設置して
いたシードトラップを撤去・回収しました。１７日（日）は晴れで
２℃、「家族ぶら」の参加者がなかったので定例の整備活動を
しました。環境測定を行い、見学コースの木杭などを補強しま
した。２０日（水）はー４℃で小雪のち晴れでした。３名が参加し
て、まちっ子の森の見学コースを整備し、冬のパークレンジャ
ー用の道具を六甲山小学校に搬入しました。 

【１２月～１月の活動の概略】 
■平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度「「「「六環協六環協六環協六環協・・・・中間報告会中間報告会中間報告会中間報告会」」」」をををを開催開催開催開催    

平成２７年度「六甲山環境整備協議会」の中間報告会を、１月１
３日（水）１８時から、六甲道勤労市民センターで開催しました。
県立人と自然の博物館の高橋晃先生をはじめ、１２名の関係
者が集まりました。主な議案は、「第４期アセビ伐採調査」「実
生新芽生育調査」の進捗報告、および来期以降の環境整備活
動の検討です。３年目の「実生新芽生育調査」で、例年の６～７
倍の新芽発芽の報告に関心が高まり、「アセビ伐採調査」の記
録をまとめることに衆議一致しました。報告会の終了後、席を
変えて新年の懇親会で歓談しました。 

■■■■１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日））））のののの冬冬冬冬ののののパークパークパークパークレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーはははは１１２１１２１１２１１２名名名名がががが参加参加参加参加    

恒例の２０１６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３１日（日）に開催しました。小学校低学年や幼稚園
児と保護者を主にして３９家族９５名が参加しました。これまで
にない大人数で、スタッフ１７名がお世話しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年は記念碑台一帯は積雪で真っ白でしたが、暖冬の今年は
冬の片鱗も少なかったです。まちっ子の森に親しんでもらい、
六甲山小学校でのホタキの虫探しに励んでもらいました。あけ
びグループの皆さんが手作りの豚汁は何杯もお代わりされて、
大変好評でした。雪と氷は期待外れでしたが、温かい冬の一
日を楽しみました。                 （（（（文責文責文責文責：：：：堂馬堂馬堂馬堂馬    英二英二英二英二）））） 

１１１１１１１１日朝日朝日朝日朝にににに展示完了展示完了展示完了展示完了    

六甲山魅力再発見六甲山魅力再発見六甲山魅力再発見六甲山魅力再発見ガイドガイドガイドガイド１３１３１３１３    

シュラインロードシュラインロードシュラインロードシュラインロード分岐付近分岐付近分岐付近分岐付近ののののササササササササ刈刈刈刈りりりり    

上池上池上池上池でででで氷氷氷氷をををを触触触触るるるる    ホホホホタタタタキキキキのののの虫探虫探虫探虫探しししし    
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