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六甲山環境整備協議会

六環協ニュース 第 4 9 号
六甲山環境整備協議会 2016 年 9 月 30 日発行

【１０月～１１月の環境整備活動の予定】
■１０月は定例環境整備と臨時活動１０・１１の３回を予定
臨時整備活動１２日（第２水）と２６日（第４水）に、４年目の「実
生新芽生育調査」を終える予定です。１６日（日）は定例整備の
予定で、「家族ぶら」体験ツアーも併催します。
■１１月は定例整備と臨時活動１２・１３の３回を予定
環境整備は散歩道の「ササ刈り」や「毎木調査」等を予定してい
ます。臨時整備活動は、２日（水）と２３日（水）に行い、２０日
（日）は定例整備の予定で、「家族ぶら」も併催します。

【１０月～１１月の活動予定】
■今期最終の「第１２８回市民セミナー」を開催します
１０月１５日（土）は、ミニコミ執筆者の平野
義昌さんに、「海文堂、震災、そして陳舜臣
さん」のテーマでお話いただきます。阪神
大震災以来２１年、海の本屋としてユニー
クだった海文堂、神戸の作家として六甲山
麓に住まれた陳舜臣さんを偲び、神戸や
平野さん
六甲山への愛着を語っていただきます。
■灘区ふれあいのまちづくり協議会の定例会で事業紹介
１０月２０日（木）、灘区役所での、ふれあいのまちづくり協議会
で、「元気アップ！」事業を説明する機会をいただきました。地域
福祉センターと連携して、①元気アップセミナー、②「お久し振
り！六甲山」の２つの事業の開催を提案します。「森と歴史の散歩
道」を視察していただくモニター・ツアーも募集する予定です。
■１０月２３日になぎさで「元気アップ！」を広報
１０月２３日（日）１４：００～１４：３０。なぎさ・ふれあいのまちづ
くり協議会の定例会で「元気アップ！セミナー」を説明します。
■１１月９日に新在家で「元気アップ！セミナー」を開催
１１月９日（水）１３：３０～１５：３０。新在家ふれあいのまちづく
り協議会と連携し、初めて「元気アップ！セミナー」を開催しま
す。健康散歩の進め方の解説後、都賀川沿いに散歩します。
■「ひとはく・研究紀要」の原稿修正を検討
寄稿していた論文の査読結果が通知されました。大幅に修正
して再提出することになります。８日（金）と１２日（水）に「ひと
はく」を訪問して、修正提出について検討します。
■１１月１３日に「六甲山健康散歩」を開催
１１月１３日（日）に第４回「六甲山健康散歩」を開催します。今
年度の新企画の最終回になります。参加者を増やして、プログ
ラムの集大成を図るつもりです。
■１１月１６日に篠原の「お久し振り！六甲山」を開催
１１月１６日（水）に篠原ふれあいのまちづくり協議会・伯母の
山クラブが共催で、「お久し振り！六甲山」を開催します。元気
アップ！事業の今後につながる初めての試みです
■１１月１９日に「お久し振り！六甲山」モニターを開催
灘区のふれあいのまちづくり協議会・幹部を対象に、大型バス
をチャーターして１日のモニター･ツアーを開催します。神戸
市・防災課に「六甲山の森林利用」の解説も依頼しています。

【８月～９月の環境整備活動】
■８月は定例環境整備と臨時活動７・８の３回実施
８月の臨時整備活動は１０日（第２水）と２４日（第４水）、２１日
（日）の定例整備はいずれも、４年目の「実生新芽生育調査」を
行いました。２１日には初めて甲南女子大学生１名がボランテ
ィアで参加しました。

■９月は臨時活動９のみを実施
９月は秋雨前線の影響で雨天中止が多く、１４日（水）の臨時環
境整備９のみの実施となりました。５名が参加して、「実生新芽
の生育調査」を進めました。

【８月～９月の活動】
■８月７日に「２０１６年夏のパークレンジャー」を開催
８月７日（日）に、２０１６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５
名の少数でしたが、個別の指導を試
すつもりで、環境調査を担当するス
タッフも含めて７名の合計１２名で実
施しました。天候は快晴の２７℃で、
アセビ伐採を体験
午前中はゆっくり二つ池の生きもの
調査をしました。木漏れ日の森で昼食を楽しみ、アセビ伐採にも
取り組みました。
■８月２０日に「第１２７回市民セミナー」を開催
８月２０日（土）は、摩耶山再生の会
・事務局長の慈（うつみ）憲一さんに
「摩耶山再生の会の活動」のテーマ
でお話いただきました。午前中の自
然体験には１８名が参加し、１４名は
ササ刈りを行い、４名は六甲散歩を
しました。午後は２６名が参加して、
摩耶ケーブル・ロープウエイの存続
散歩道のササ刈り
活動や、掬星台で賑わっているイベ
ント開催のバラエティ豊かなお話を傾聴しました。
■９月４日に「トンボ特別観察会」を開催
９月４日（日）に「二つ池でトンボたち
を探そう！」を開催。１２号台風の接
近で天候が心配された中で決行し、
一日中晴れ間に恵まれました。
参加者２８名・スタッフ９名の３７名
が参加しました。記念碑台で虫取り、
二つ池で生きものの観察、樹木調べ
に熱中しました。昼食後、阪急池にも まちっ子の森に集結
足を延ばして、タカネトンボなどを観
察しました。体験をまとめて、１５時に解散しました。
■灘区助成の「元気アップ！」の広報・渉外活動
平成２８年度の灘区「地域力を高める」手づくりの活動・事業助成
で認定された、「元気アップ！」の地域連携活動を推進していま
す。①元気アップセミナー、②「お久し振り！六甲山」（ミニツア
ー）の開催を提案しました。９月１７日には、新在家ふれあいの
まちづくり協議会・明石委員長を訪問し、１９日には成徳ふれあ
いのまちづくり協議会・堂内委員長を訪問しました。
■９月２５日に「六甲山健康散歩」を開催
９月２５日（日）に第３回「六甲山健康散歩」を実施しました。参加予
定の２名が欠席し、体調を心配しつつ１名が参加されました。支
援スタッフの甲南女子大生１名も演習を体験しました。
■９月２７日・２９日に「元気アップ！事業」の広報
灘区内のふれあいのまちづくり協議会を訪問し、「元気アップ！」
事業の説明を終えました。２７日（火）は王子・摩耶、２９日（木）は
篠原・鶴甲・岩屋・なぎさです。王子は定例会で３０名が集まり、篠
原では「お久し振り！六甲山」の開催を予定していただきました。
（文責：堂馬）
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【１２月～１月の環境整備活動の予定】

【１０月～１１月の活動】

■１２月は定例整備と臨時活動１５・１６の３回を予定
１２月は１８日（日）に定例整備活動＆自然体験、７日（水）と２２
日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。まちっ子の森の
見学コースを整備して、山道の補修に着手します。
■１月は定例整備と臨時活動１７・１８の３回を予定
１月は１５日（日）に定例整備活動＆自然体験、１１日（水）と２５
日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。環境測定やアセ
ビ伐採を行う予定です。

■「第１２８回市民セミナー」を開催しました
１０月１５日（土）は快晴、平野義昌さんに、
「海文堂、震災、そして陳舜臣さん」のテー
マでお話いただきました。午前中は１８名
がササ刈り班と散策班で自然体験しました。
午後は１９名で、海文堂のユニークな活動
や経緯、神戸の作家の話に耳を傾けました。 平野さん
馴染みの薄かった書店という世界を身近に感じました。
■灘区ふれあいのまちづくり協議会の定例会で事業紹介
１０月２０日（木）、灘区役所での、ふれあいのまちづくり協議会
の定例会で、「元気アップ！」事業を説明しました。区内１４の協
議会の代表と灘区役所職員など２５名が出席しました。①新在家
の元気アップ！セミナー、②篠原の「お久し振り！六甲山」の開催
予定を紹介し、１１月１９日のモニター・ツアーを案内し参加を募集
しました。
■１０月２３日になぎさで「元気アップ！」を広報
１０月２３日（日）１４：００～１４：３０。なぎさ・ふれあいのまちづ
くり協議会の定例会にお集まりの皆さんに、「元気アップ！セミ
ナー」などを説明しました。
■１１月９日に新在家で「元気アップ！セミナー」を開催
１１月９日（水）１３：３０～１５：３０、
新在家ふれあいのまちづくり協議
会と連携し、初めて「元気アップ！
セミナー」を開催しました。約２０名
の参加者が奥田講師から散歩のコ
ツなどの指導受けました。若宮神
社を出発して、都賀川左岸沿いに
都賀川沿いに北上する
散歩を楽しみました。
■「ひとはく・研究紀要」の原稿修正を検討
寄稿していた論文の査読結果が通知され、大幅に修正して再
提出することになりました。８日（金）と１２日（水）に「ひとはく」
を訪問して、修正提出について検討しました。
■１１月１６日に篠原の「お久し振り！六甲山」を開催
１１月１６日（水）に篠原ふれあい
のまちづくり協議会・伯母の山ク
ラブが共催し、「お久し振り！六甲
山」を開催しました。１１時半過ぎ
に自然保護センターに２４名が集
まり、秋晴れのまちっ子の森や散
歩道を散策し、シュラインロードの
石仏も見学しました。新たな魅力
センターに戻った皆さん
を体感して満足されていました。
■１１月１９日に「お久し振り！六甲山」モニターを開催
１１月１９日（土）にふれあいのま
ちづくり協議会の幹部を対象に、
「お久し振り！六甲山」を視察す
るモニターを開催しました。天候
が悪く、濃霧で風の強い中、高羽・
鶴甲・成徳から１０名が参加され
ました。神戸市・防災課の松岡さ
んから「六甲山の森林利用」のお
話を聞いた後、霧の散歩道を周 雨支度でまちっ子の森の入口
回し、得難い体験になったと好評でした。
（文責：堂馬）

【１２月～１月の活動予定】
■１２月１８日は「家族でぶらっと六甲散歩」も開催します
１２月１８日（日）から第３日曜日は「家族でぶらっと六甲散歩」体
験ツアーの冬季シリーズになります。紅葉がいっそう深まり、木
枯らしが吹き、新雪も舞うようになります。冬の六甲山らしさを体
験されてはいかがでしょうか。
■１２月以降、ふれあいのまちづくり協議会に事業を案内します
１１月中にふれあいのまちづくり協議会と連携して３つのイベン
トを開催しました。これからは山麓での広報拠点として、各種の
行事を案内していきます。今期の３月末までに、「元気アップ！
セミナー」や「お久し振り！六甲山」の開催をお考えの場合には
連携します。ご意向を確かめつつ、第２回目の「六甲山モニタ
ー」も開催したいと考えています。
■１月１１日に六環協・中間報告会を開催します
１月１１日（水）１８：００～２０：００、六甲道勤労市民センターで、
平成２８年度第１１期中間報告会を開催します。人と自然の博
物館の研究紀要「人と自然」に論文発表したことを踏まえて、
「六甲山上でのアセビ伐採調査」を報告する予定です。
■１月１９日（日）に「家族でぶらっと六甲散歩」も開催します
来年は寒くなりそうな予報が出ています。六甲山で雪や氷を体
験できそうですのでご参加ください。
■２月５日に冬の子どもパークレンジャーを開催します
２月５日（日）に恒例の２０１７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。六甲ケーブル下駅に９：００
集合し、六甲山小学校を拠点に、
まちっ子の森などで冬の六甲山
に親しみます。解散は六甲ケー
ブル下駅１６：３０です。大変人
気のあるイベントですので、早
昨年の二つ池はうす氷でした
めにお申し込みください。

【１０月～１１月の環境整備活動】
■１０月は臨時環境整備と臨時活動１０・１１・１２の３回実施
１０月は定例整備活動を中止し、臨時環境整備活動を、５日３
名、１２日６名、２６日４名の水曜日３回計１３名で実施しました。
５日に実生新芽の生育調査を終了し、１２日は森のササ刈り、
環境測定、２６日は調査区画の標識を整備などをしました。
■１１月は定例整備３と臨時活動１３・１４の３回実施
１１月は２日（水）４名、２０日（日）５名で、まちっ子の森の見学
コースの整備や一部のアセビ伐採をしました。２３日（水）は６
名で、見学コースの整備・散歩道のササ刈りを行い、１２月か
ら３月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
点検して、六甲山郵便局などに搬入しました。
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【２月～３月の環境整備活動の予定】
■２月は定例整備と臨時活動２０・２１の３回を予定
２月は１９日（日）に定例整備活動＆自然体験、１日（水）と２２
日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。まちっ子の森の
見学コースを整備して、アセビ伐採調査を行い、山道の補修に
着手します。
■３月は定例整備と臨時活動２２・２３の３回を予定
３月は１９日（日）に定例整備活動＆自然体験、１日（水）と２２
日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。環境測定やアセ
ビ伐採を行い、森と散歩道の樹木の開花状況を観察します。

【２月～３月の活動予定】を開催します
■２月５日に冬の子どもパークレンジャーを開催します
２月５日（日）に恒例の２０１７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。六甲ケーブル下駅に９：００
集合し、六甲山小学校を拠点に、
まちっ子の森などで冬の六甲山
に親しみます。解散は六甲ケー
ブル下駅１６：３０です。参加申
込を締め切りましたが、例年の
薄氷が張った二つ池
３分の１の１２家族３６名です。
■２月１１日に、「ひとはく・共生のひろば」で発表します
２月１１日（土）は、恒例の第１２
回ひとはく共生のひろばでポス
ター発表をします。今回のテー
マは、六甲山上「まちっ子の森
」と「アセビ伐採調査」としてい
ます。県立人と自然の博物館
の研究紀要『人と自然』に当
会の寄稿論文～六甲山上に
昨年のポスター発表
おける市民活動による アセ
ビ伐採調査に関する報告」～が掲載されます。それに連動し
て、当会の１４年間の森づくりへの取り組みをわかりやすく紹介
したいと考えています。
■２月１９日（日）に「家族でぶらっと六甲散歩」も開催します
１月中旬に寒波が来ましたが、その後、寒気は緩んできました。
２月中旬には雪と氷に見えることを期待しています。「家族ぶ
ら」に２家族６名の申込がありました。運営スタッフも６名が参
加する予定で、久し振りに賑やかなイベントになります。
■３月１２日（日）に鶴甲の「多世代交流事業」を支援します
鶴甲ふれあいのまちづくり協議会か
ら、「多世代交流事業」を六甲山で実
施したいという依頼がありました。１
月２３日に鶴甲地域福祉センターを
訪問し運営を打合せしました。（写真）
２８名募集で、六甲山上の散策と施
設見学を希望されています。
当会では、地域連携の「お久し振り！
六甲山」を軸にして、六甲山紹介のお
話しを加えるというお世話することに
しました。まだ早春の花が咲かない
時期ですが、冬から春への季節の変
わり目を味わっていただきます。

■３月１９日（日）に「家族でぶらっと六甲散歩」を開催します
月例で第３日曜日に開催する「家族でぶらっと六甲散歩」を、定
例環境整備と併催して１９日（日）に開始します。温かくなれば、
アセビの白い花やクロモジの黄色い花を目にできるでしょう。

【１２月～１月の環境整備活動】
■１２月は臨時環境整備１５・１６・１７の３回実施
１２月は定例整備活動を中止し、臨時環境整備活動を、７日は
晴れ、２．８℃で４名参加、１４日は曇り、１．５℃で４名、２２日
は１０℃で曇り後雨、８名参加、３回計１６名で実施しました。
■１月は定例整備３と臨時活動１８・１９の３回実施
１月は、１１日（水）が晴れ３．５℃で、３名が参加。２５日（日）が
晴れで３．５℃、６名が参加し、まちっ子の森の見学コースの
整備やアセビ伐採をしました。２５日は冬のパークレンジャー
用の用具を郵便局から六甲山小学校に移動しました。

1/11 階段の整備

11/25 積雪の中でアセビ伐採

１５日（日）の定例環境整備は雪で－４℃、神戸常磐大学生４名
がボランティアに参加し、５名で見学コースの散策・アセビ伐採、
散歩道の散策を行い、積雪の中での体験に感激しました

雪に震えながら昼食

ガイドハウスに元気で帰着

【１２月～１月の活動】
■１月１１日に「六環協・第１１期中間報告会」を開催しました
１月１１日（水）１８：００～２０：００、
六甲道勤労市民センターで第１１
期六甲山環境整備協議会・中間
報告会を開催しました。人と自然
の博物館の高橋氏・黒田氏、神戸
市防災課の松岡氏・尾添氏、六甲
砂防事務所の弓場氏、神戸ぴかぴか隊の伊谷氏、当会から岡・
堂馬の８名が参加しました。ひとはく研究紀要『人と自然』掲載論
文の活用や追跡調査の課題などを話題に賑わいました。
■１月１４日に「冬ＰＲ運営会議」を実施しました
１月１４日（土）に、２月５日開催予定の、２０１７年冬の「六甲山子
どもパークレンジャーを目指そう！」の運営会議を４名で実施し
ました。昨年は１００名を超える参加申込で、事前の打ち合わせ
の不足を反省しました。今回は事前打ち合わせを心がけました
が、スタッフが一同に会することは難しく、個別の連絡も併用しま
した。「教える」よりも、「一緒に体験する」。スタッフ主導でなく保
護者の参画を高めることなどを確認ししました。 （文責：堂馬）
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【４月～５月の環境整備活動の予定】
■４月は定例整備と臨時活動１・２の３回を予定
４月は１６日（日）に「まちっ子の森デー」で定例整備活動、５日
（水）と２６日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。春の樹
木の花が咲く頃ですので、まちっ子の森の見学などをフォロー
しながら、アセビ伐採調査を行います。
■５月は定例整備と臨時活動３・４の３回を予定
５月は２１日（日）に「まちっ子の森デー」で定例整備活動、１０
日（水）と３１日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。樹木
の初夏の花も見頃になる頃で、まちっ子の森の見学などをフォ
ローしながら、一連のアセビ伐採調査を行います。

【４月～５月の活動予定】
■４月１５日（土）に第１２９回市民セミナー
「再び、六甲山の景観計画を考える」を開
催します。県立人と自然の博物館・館長
の中瀬勲さんに、六甲山の景観マネジメ
ントのあり方などをお話しいただきます。
中瀬 勲さん
午前中は六甲山の花も楽しめます。
■４月１６日（日）は、今期より第３日曜日を「まちっ子の森デー」
に模様替えして、さまざまな行事を併せて実施する試みの第１
回目です。定例の環境整備活動、森の見学や自然体験、家族
向け・シニア向けの「家族でぶらっと六甲散歩」のガイドなど、
来訪者の要望にお応えします。「まちっ子の森」をご利用され
たい方は事務局へお問い合せください。
■５月２１日（日）は、第２回目の「まちっ子の森デー」です。六甲
山の初夏の花を楽しめる絶好のシーズンです。「まちっ子の
森」での自然体験や、「散歩道」の散策など、さまざまなご希望
に対応できる準備をします。

【２月～３月の環境整備活動】
■２月は定例整備と臨時活動２０・２１の３回を実施
２月は１９日（日）に定例整備活動＆自
然体験４名、臨時環境整備は１日（水）
４名と２２日（水）４名の計３回実施。ま
ちっ子の森の見学コースを整備し、ア
セビ伐採も進めました。冬のパークレ
ンジャーで六甲山小学校に保管してい
ただいていた用具も搬出しました。
アセビの伐採
■３月は定例整備と臨時活動２２・２３の３回を実施
３月は１９日（日）に定例整備活動＆自然体験２名、臨時環境整
備は１日（水）４名と２２日（水）５名の計３回実施しました。まち
っ子の森の見学コースを整備し、アセビ伐採調査の追跡として
調査区一帯でアセビ切り株の萌芽調査にも着手しました。

【２月～３月の活動】
■２月５日に冬の子どもパークレンジャーを開催しました
２月５日（日）に２０１７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。朝は
雨天で４℃、天候の回復を見込
んで決行しました。初参加の１０
家族２８名とスタッフ１０名の計３８
名で実施しました。
二つ池の薄くなった氷の上を歩い 凍った二つ池を歩いた

たり、マイウッド探しを楽
しみました。拠点の六甲
山小学校に戻って、豚汁
サービスの昼食、午後は
ホダ木の虫探しに熱中し
ました。小学生の参加が
少なく、幼稚園児の参加
が大勢になったのが今
ホダ木の虫探しに熱中
回の特色でした。
■２月１１日に、「ひとはく・共生のひろば」で発表しました
２月１１日（土）は、「第１２回ひとはく共生のひろば」でポスター発
表をしました。今回のテーマは、六甲山上「まちっ子の森」と
「アセビ伐採調査」としました。県立人と自然の博物館の研
究紀要『人と自然』に当会の寄稿論文、「六甲山上における
市民活動による アセビ伐採調査に関する報告」が掲載さ
れるので、それに連動して、当会の１４年間の森づくりへの取り
組みを紹介しました。最近の傾向として、高校生の研究発表が
目立ってきました。（※論文掲載の発行は４月初めになります）
■２月１９日の「家族でぶらっと六甲散歩」は盛況でした
２月１９日（日）は快晴で３℃。
美野丘小学校同級生の３家
族９名が参加し、スタッフ３名
がお世話しました。ガイドハウ
スでのガイダンスのあと、まち
っ子森に移動し凍った二つ池
も楽しみました。そして散歩道
を周回して記念碑台で昼食し、
解散しました。六甲山の冬の
雪に覆われたまちっ子の森
終わりを堪能されました。
■３月１２日に鶴甲の「多世代交流事業」を支援しました
３月１２日（日）に鶴甲ふれあい
のまちづくり協議会と連携して、
「多世代交流事業」を実施しま
した。マイクロバスで鶴甲を９
時に出発して、２０分で記念碑
台に到着しました。木々の花
芽を観察しながら、散歩道を
散策し、まちっ子の森では枯
れ葉の積もった森を歩く感触を
ツツジの花芽を観察
味わいました。散歩道を周回して１２時にガイドハウスに戻り、
行楽日和に恵まれたことに感激されていました。
続いて六甲山地域福祉センターに移動して昼食後、「六甲山の
豆知識」を聞いていただきました。その後、ご一行は別施設を
見学して帰られました。
■３月１９日に「家族でぶらっと六甲散歩」を実施しました
３月１９日（日）は晴れで１１℃と温
かく、２名の母娘が参加され、スタ
ッフ２名が加わって、散歩道を周回
しました。クロミジの花芽は膨らん
でいましたが、木々の開花時期は
遅れ気味でした。冬のパークレンジ
ャーに参加された娘さんも中学生
になり、初めてのお母さんは興味 アセビ伐採も体験
旺盛で活動されていました。
（文責：堂馬）
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