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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。 

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。 

■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 

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 

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 

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 

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 

旺盛で活動されていました。          （文責：堂馬） 

中瀬 勲さん 

アセビの伐採 

凍った二つ池を歩いた 

ホダ木の虫探しに熱中 

ツツジの花芽を観察 

雪に覆われたまちっ子の森 

アセビ伐採も体験 
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【６月～７月の環境整備活動の予定】 
■６月は臨時活動４・５と定例整備３の３回を予定 

６月は１８日（日）の「まちっ子の森デー」で定例整備活動、７日
（水）と２８日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。モリア
オガエルの産卵活動も観察しながら、まちっ子の森の調査区
でササ刈りなどを行います。 

■７月は定例整備４と臨時活動５・６の３回を予定 
７月は２０日（日）の「まちっ子の森デー」で定例整備活動、２日
（水）と２３日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。まちっ
子の森の調査区で、環境測定や毎木調査をする予定です。 

【６月～７月の活動予定】 

■６月１８日に、モリアオガエル観察会を開催します 
６月１８日（日）に恒例の「二つ池 
でモリアオガエルを調べよう！」 
を開催します。六甲山自然保護 
センターに１０：００集合、１５：００ 
解散です。まちっ子の森を散策し 
、二つ池でモリアオガエルの卵 
塊を観察し、緑に覆われた森を 
楽しみます。 

■６月２１日は、「六環協」総会を開催します 
６月２１日（水）１８：００～１９：３０、六甲道勤労市民センター５
Ｂ会議室で、六甲山環境整備協議会の第１２期総会を開催し
ます。当会の環境整備や調査活動について、活動報告や活動
計画を協議します。 

■６月２４日（土）に第１３０回市民セミナーを開催 
６月２４日の第１３０回市民セミナーは、神 
戸都市問題研究所・理事長の新野 幸次 
郎さんに、「六甲山を市民のものに」をテ 
ーマにお話しいただきます。長年にわたっ 
て関わってこられた、神戸の魅力や震災 
後の復興、そして日本最大の森林都市の 
将来について、語っていただきます。 

■７月１６日（日）は、「７月のまちっ子の森デー」 
第３回目の「まちっ子の森デー」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」のガイドなどを運営します。併催行事との調整をし
ながら試行しています。灘区助成の「お久し振り！六甲山」モ
ニターツアーの開催も検討しています。「まちっ子の森」の一般
開放という試みを軌道に乗せたいと考えています。 

【４月～５月の環境整備活動】 
■４月は定例整備と臨時活動１の２回を実施 

４月の環境整備は５日（曇り、３名）、１５日（曇り小雨、１０名）の
２回実施しました。４期にわたるアセビ伐採の追跡調査として、
切り株の萌芽枝調査にも着手しました。萌芽枝の生え方に差
があるので、区画を設定し追跡調査をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■５月は定例整備２と臨時活動２・３の３回を実施 
５月の環境整備活動は、１０日（曇り、４名）と３１日（曇り、４名）
の臨時整備２回に加えて、２１日（曇り、６名）の３回実施しまし
た。伐採アセビ切り株の萌芽枝調査を終えて追跡調査区を設
定しました。実生新芽の追跡調査区も設定して、過去４年の調
査札の状態を確認しました。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

【４月～５月の活動】 
■４月１５日に第１２９回市民セミナーを開催しました 

４月１５日（土）の午前中は８名が参加して、小雨の中でまちっ
子の森でアセビ切り株の萌芽枝調査などを実施しました。 
午後からは県立自然保護センターで２０名が、中瀬 勲講師の
講演、「再び、六甲山の景観計画を考える」に参加しました。 
１２年前の第２６回市民セミナーの「六甲山の景観計画を考え
る」の続編です。ランドスケープの専門家の視点から、過去・現
在・未来の地域整備を解説していただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■５月２１日に、「六甲山を活用する会」総会を開催しました 

５月２１日（日）１３：３０～１５：００、県立六甲山自然保護センタ
ーで第１５期総会を開催しました。午前中は６名が、まちっ子の
森で環境測定を実施しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

総会には来賓４名と会員９名の１３名が参加。平成２８年度事
業と決算報告、平成２９年度事業計画・収支予算、役員改選な
どが議決・承認されました。            （文責：堂馬） 

新野さん 

二つ池で卵塊を観察 

４／５萌芽枝調査 ４／１５小雨で萌芽枝調査 

５／３１実生の追跡調査 

５／２１環境測定 ５／２１調査区画の設定 

５／１０萌芽枝調査 

第１２９回市民セミナー 講師の中瀬 勲さん 

「活用する会」第１５期総会 

 

「活用する会」第１５期総会 
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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活動臨時活動臨時活動臨時活動６６６６・・・・７７７７とととと定例整備定例整備定例整備定例整備３３３３の３回を予定の３回を予定の３回を予定の３回を予定    

８月は２０日（日）の「まちっ子の森デー」で定例整備活動、２日
（水）と２３日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。アセビ
伐採調査区でアセビ外の樹木の毎木調査などを行います。 

■■■■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４４４４とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動８８８８・・・・９９９９のののの３３３３回回回回を予定を予定を予定を予定    
９月は１７日（日）の「まちっ子の森デー」で定例整備活動、６日
（水）と２０日（水）は臨時環境整備の計３回実施します。まちっ
子の森の調査区で、環境測定や毎木調査をする予定です。 

【８月～９月の活動予定】    
■■■■８８８８月月月月１９１９１９１９日に第１３日に第１３日に第１３日に第１３１１１１回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催しますしますしますします    

８月１９日（土）の第１３１回市民セミナーは、 
六甲山の現代史を研究されている森地一夫 
さんに、１０年ぶりに「六甲山開発史バージョ 
ン２」をお話しいただきます。ちょうど六甲山 
ホテルが阪急の経営でなくなり、１世紀近く 
続いてきた六甲山の開発も転換期になりそ 
うです。改めて開発史を見直してみます。 

■■■■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日は、「夏のパークレンジャ－」を開催は、「夏のパークレンジャ－」を開催は、「夏のパークレンジャ－」を開催は、「夏のパークレンジャ－」を開催    
２０１７年夏の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう！」を
８月２０日（日）に開催します。六甲ケーブル下駅９：００集合、１
６：３０解散で、六甲山小学校を拠点にして、「まちっ子の森」で
夏の六甲山の自然体験します。アセビ伐採も試みます。 

    
    
    
    
    
    
    
    
■■■■９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日は、「は、「は、「は、「トンボ観察会トンボ観察会トンボ観察会トンボ観察会」を開催」を開催」を開催」を開催しますしますしますします    

「二つ池でトンボたちを探そう！」を９月１７日（日）に開催しま
す。神戸県民センター認定の環境学習プログラムです。自然保
護センターに集合１０：００、解散１５：００です。「まちっ子の森」
に出かけてトンボや水辺の生きものを観察します。六甲山の初
秋も楽しめます。ご参加ください。    

【６月～７月の環境整備活動】 
■■■■６６６６月月月月はははは臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動２２２２回を回を回を回を雨天中止、定雨天中止、定雨天中止、定雨天中止、定例１回例１回例１回例１回のみのみのみのみ実施実施実施実施    

６月５日と２８日に予定した環境整備５と６は雨天のため中止し
ました。６月２４日（土）午前中の自然体験会を定例活動として、
ササ刈りなどを実施しました。イベント清掃ぴかぴか隊１８名、
神戸ぴかぴか隊８名など３０名が、散歩道モニターとササ刈り
の２班に分かれて活動しました。天候は晴れ、森の気温は１
６℃でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■■７７７７月は臨時活動月は臨時活動月は臨時活動月は臨時活動５５５５・・・・６６６６のののの２２２２回回回回実施実施実施実施    
７月の臨時整備５は８日に順延し２名 
で環境測定を実施しました。 
２６日の臨時整備６は５名が参加して、 
調査区のアセビ外樹木の毎木調査の 
準備や実生新芽の追跡調査区の追 
加などをしました。 

【６月～７月の活動】 
■６月１８日■６月１８日■６月１８日■６月１８日ののののモリアオガエル観察会モリアオガエル観察会モリアオガエル観察会モリアオガエル観察会は活況でしたは活況でしたは活況でしたは活況でした    

６月１８日（日）に恒例の「二つ池 
でモリアオガエルを調べよう！」 
を開催し、参加者４６名、スタッフ 
８名の５４名で賑わいました。 
期待した卵塊は下池で２個のみ 
でしたが、木漏れ日の森で、樹木 
調べや森林浴など、ゆっくり時間 
を過ごしました。自然保護センター 
に戻り次回の再会を期待して、１５時に解散しました。 

■６月２１日は、■６月２１日は、■６月２１日は、■６月２１日は、「「「「六環協六環協六環協六環協」」」」総会を開催しま総会を開催しま総会を開催しま総会を開催しましたしたしたした    
６月２１日（水）１８：００～１９：３０、六甲道勤労市民センター５
Ｂ会議室で、六甲山環境整備協議会の第１２期総会を開催し
ました。関係者８名が参加して、平成１８年度の活動報告を承
認して、平成２９年度の活動計画を協議しました。 

■６月２４日に第１３０回市民セミナーを開催■６月２４日に第１３０回市民セミナーを開催■６月２４日に第１３０回市民セミナーを開催■６月２４日に第１３０回市民セミナーを開催しましたしましたしましたしました    
６月２４日（土） 
の第１３０回市 
民セミナーは３ 
８名が参加して、 
神戸都市問題研 
究所・理事長の 
新野 幸次郎さ 
んに、「六甲山 
を市民のものに」をテーマにお話しいただきました。長年にわ
たって関わってこられた、神戸の魅力や震災後の復興、そして
日本最大の森林都市の将来について、熱意の溢れるお話に参
加者は感動しました。 

■■■■６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日にににに、、、、シルバーカレッジで講座を担当しましたシルバーカレッジで講座を担当しましたシルバーカレッジで講座を担当しましたシルバーカレッジで講座を担当しました    
６月２９日（木）１０：３０～１２：００、北 
区のしあわせの村にある神戸市シル 
バーカレッジで、堂馬が講座を担当し 
ました。生活環境科約６０名を前に、 
「六甲山を活用する会の活動」をお話 
しました。イベント清掃ぴかぴか隊の 
方も出席されました。 

■■■■７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日にににに、、、、山田の里グリーンクラブを見学山田の里グリーンクラブを見学山田の里グリーンクラブを見学山田の里グリーンクラブを見学しましたしましたしましたしました    
７月１１日（火）に４名で、北区の山田 
の里グリーンクラブを訪ね見学しまし 
た。西本代表から、６００坪の農園と 
６００坪の雑木林での活動の様子を 
解説していただき、炎天下で農作業 
されていた８名の方とも意見交換し 
ました。農作物のお土産もいただい 

て、感謝！！    （文責：堂馬） 

二つ池で卵塊を観察二つ池で卵塊を観察二つ池で卵塊を観察二つ池で卵塊を観察    

森地森地森地森地さんさんさんさん    

夏のパークレンジャー夏のパークレンジャー夏のパークレンジャー夏のパークレンジャー    トンボ観察会トンボ観察会トンボ観察会トンボ観察会    

まちっこ子の森のササ刈りまちっこ子の森のササ刈りまちっこ子の森のササ刈りまちっこ子の森のササ刈り    シチダンカの植え込みシチダンカの植え込みシチダンカの植え込みシチダンカの植え込み    

追跡追跡追跡追跡調査区調査区調査区調査区をををを追加追加追加追加    

山田の里９名と交流会山田の里９名と交流会山田の里９名と交流会山田の里９名と交流会 

自然保護センターの展望台に集合自然保護センターの展望台に集合自然保護センターの展望台に集合自然保護センターの展望台に集合    

シルバーカレッジ講座シルバーカレッジ講座シルバーカレッジ講座シルバーカレッジ講座 
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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整備４、定例整備４、定例整備４、定例整備４、臨時臨時臨時臨時１４１４１４１４・・・・１５１５１５１５・１６・１７・１６・１７・１６・１７・１６・１７のののの５５５５回を予定回を予定回を予定回を予定    

１０月は落葉前に毎木調査を実施する目的で、雨天の予備日
を含めて、５回の活動を予定します。アセビ伐採調査区でアセ
ビ外の樹木を対象に、樹木別に樹種名を同定し、樹高・幹周り
などを測定します。樹木名の表示札も耐久性のあるものに付
け替えることを考えています。 

■■■■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５５５５とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１１１１８８８８・・・・１１１１９９９９のののの３３３３回回回回を予定を予定を予定を予定    
１１月は毎木調査を続行し、終了できれば、まちっ子の森に説
明パネルや標識を設置する予定です。見学コースを整備し、
「アセビ伐採による森の再生活動」を案内できるようにしていき
ます。また、追跡調査のデータのとりまとめも予定します。 

【１０月～１１月の活動予定】    
■■■■１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日に日に日に日に「お久し振り！六甲山」モニターを「お久し振り！六甲山」モニターを「お久し振り！六甲山」モニターを「お久し振り！六甲山」モニターを開催開催開催開催予定予定予定予定    

１０月１５日（日）は灘区内のふれあいのまちづくり協議会の役
員を募集対象にして、「お久し振り！六甲山」のモニターツアー
を開催します。マイクロバスをチャーターして、最寄の集合場
所を巡回します。山麓の市民に「六甲山頂・森と歴史の散歩
道」を活用してもらう広報活動がねらいです。運動会や文化祭
など行事に多忙な時期ｊで、参加者を集めるのは一苦労です。 
            

    
    
    
    
    
    
    
    
■■■■１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日に第１３日に第１３日に第１３日に第１３２２２２回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催しますしますしますします    

１０月２１日（土）の第１３２回市民セミナーは最終回となります。
講師は当会代表幹事の堂馬 英二で、テーマは「六甲山発郷
土誌づくりの歩み」です。１５年の「市民セミナー」の六甲山上
での活動はいったん締めくくります。 
多くの講師が紹介され 
た内容を編集した報告 
書は、六甲山を丸ごと 
知るための貴重な情報 
です。新たに「六甲山発 
郷土誌」として多くの市 
民に向けて発信する取 
り組みもご紹介します。 

【８月～９月の環境整備活動】 
■■■■８８８８月月月月はははは臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動４４４４回回回回、定例１回、定例１回、定例１回、定例１回を実施を実施を実施を実施    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月の臨時環境整備活動は各回少人数ですが、２日、９日、１
６日、２３日の４回実施しました。調査区で毎木調査の準備とし
て、樹木に設置している標識札を点検補修しました。また、１９
日には１４名が参加し、定例環境整備活動を実施し、まちっ子
の森の見学コースなどのササ刈りをしました。 

■■■■９９９９月は臨時活動月は臨時活動月は臨時活動月は臨時活動１１・１２・１３１１・１２・１３１１・１２・１３１１・１２・１３のののの３３３３回回回回実施実施実施実施    
９月は６日５人、１３日３人、２７日（水）３人の３回、臨時環境整 
備を実施しました。作業内容は、 
アセビ伐採調査を追跡する毎木 
調査の準備に、樹木札を点検補 
修しています。手間のかかる作 
業でしたが、やっと終了。６日に 
は保管していた伐採アセビを六 
甲山小学校の薪ストーブ用に提 
供しました。 

【８月～９月の活動】 
■■■■８８８８月月月月１９１９１９１９日に第１３日に第１３日に第１３日に第１３１１１１回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催しましたしましたしましたしました    

８月１９日（土）に第１３１回市民セミナーを参加者２８名で開催
しました。六甲山の現代史を研 
究されている森地一夫さんに、 
１０年ぶりに「六甲山開発史バ 
ージョン２」をお願いしました。 
知られていないことが多い戦 
前・戦後の動向を、収集された 
新聞掲載記事や、資料を駆使し 
て解説していただきました。 

 午前中に２１名が自然散策に参加しましたが、六甲山の歴史を
知って、山に関心を深めたと感心しきりでした。 

■■■■８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日に「夏のパークレンジャー」を開催しましたに「夏のパークレンジャー」を開催しましたに「夏のパークレンジャー」を開催しましたに「夏のパークレンジャー」を開催しました    
８月２０日（日）に、２０１７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名、大人
１０名、スタッフ６名の計３０名。晴れで２５℃、自然体験に絶好
の天候です。六甲山小学校を拠点にして、まちっ子の森に出
かけました。水生生物や森の樹木調べをして、アセビの伐採も
初めて体験しました。 
 
 
 

 
 
 
 
    
    
■■■■９９９９月月月月１７１７１７１７日日日日に「トンボ観察会」を開催しましたに「トンボ観察会」を開催しましたに「トンボ観察会」を開催しましたに「トンボ観察会」を開催しました    

９月１７日（日）予定の「二つ池 
でトンボたちを探そう！」は、 
台風１８号の接近で中止２４日 
に順延。参加者は７名減り２０ 
名、スタッフ６名の２６名です。 
天候は曇りで森は１８℃、快適 
でゆっくり活動できたと好評で 
した。 （文責：堂馬） 

昨年の記念碑台での活動昨年の記念碑台での活動昨年の記念碑台での活動昨年の記念碑台での活動    成徳ふれまち協で説明成徳ふれまち協で説明成徳ふれまち協で説明成徳ふれまち協で説明    

定例活動に２１名参加定例活動に２１名参加定例活動に２１名参加定例活動に２１名参加    森の見学コース森の見学コース森の見学コース森の見学コースを整備を整備を整備を整備    二つ池で観察・調査二つ池で観察・調査二つ池で観察・調査二つ池で観察・調査    

第１３１回市民セミナー第１３１回市民セミナー第１３１回市民セミナー第１３１回市民セミナー    

薪用のアセビ材を搬出薪用のアセビ材を搬出薪用のアセビ材を搬出薪用のアセビ材を搬出    

アセビ伐採も体験アセビ伐採も体験アセビ伐採も体験アセビ伐採も体験    二つ池で二つ池で二つ池で二つ池で生きもの生きもの生きもの生きもの調査調査調査調査    
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【１２月～１月の環境整備活動の予定】 
■■■■１１１１２２２２月月月月はははは定例整備４、定例整備４、定例整備４、定例整備４、臨時臨時臨時臨時１１１１７７７７・・・・１１１１８８８８のののの３３３３回を予定回を予定回を予定回を予定    

落葉前に毎木調査を終える予定が遅れており、第２期～４期
の調査区で一通り実施する予定です。被度調査は落葉のため
中止し、他の調査項目を実施します。臨時整備は１２月６日・２
０日(水)で、１７日(日)の定例４は「まちっ子の森デー」と併催で
す。まちっ子の森に説明パネルや標識を設置する予定です。 

■■■■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５５５５とととと臨時活動臨時活動臨時活動臨時活動１１１１９９９９・・・・２０２０２０２０のののの３３３３回回回回を予定を予定を予定を予定    
１月の臨時整備の予定は１０日・２５日（水）です。２１日（日）の
定例整備は、「冬のパークレンジャー」「まちっ子の森デー」と
併催ですので、軽度の作業に限ります。 

【１２月～１月の活動予定】    
■■■■１１１１２２２２月月月月１１１１７７７７日に日に日に日に「「「「まちっ子の森デー」まちっ子の森デー」まちっ子の森デー」まちっ子の森デー」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

１２月１７日（日）は月例の「まちっ子の森デー」を予定します。
募集の広報が不十分なので、参加者が集まるかどうか心配で
す。参加者が少なければ、定例環境整備に注力します。「まち
っ子の森デー」の月例開催を軌道に乗せるには、募集広報や
運営について再検討が必要です。 

■■■■１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日は「六環協・中間報告会」をは「六環協・中間報告会」をは「六環協・中間報告会」をは「六環協・中間報告会」を開催開催開催開催しますしますしますします    
１０月１０日（水）は１８時から六甲道勤労市民センターで、第１
２期「六甲山環境整備協議会・中間報告会」を開催します。「ア
セビ伐採調査」の追跡調査の進捗状況などを報告します。    

■■■■１１１１月月月月２１２１２１２１日に日に日に日に「冬「冬「冬「冬ののののパークレンジャー」をパークレンジャー」をパークレンジャー」をパークレンジャー」を開催開催開催開催しますしますしますします    
１月２１日（日）に、恒例の２０１８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。今期 
の冬シーズンは例年よりも寒くなり 
そうで、久し振りに雪や氷に出会え 
ると期待しています。１２月はじめ 
に、灘区・東灘区・中央区の小学校 
や幼稚園に募集チラシを送付しま 
す。 ( ( ( (申込み申込み申込み申込み締切は締切は締切は締切は１／１２１／１２１／１２１／１２)))) 

【１０月～１１月の環境整備活動】 
■■■■１０１０１０１０月月月月はははは臨時臨時臨時臨時整備整備整備整備活動活動活動活動１３・１４の２回１３・１４の２回１３・１４の２回１３・１４の２回のみのみのみのみ実施実施実施実施    

１０月は当初予定した３日が雨天などで中止し、日程を変更し
て実施しました。１１日（水）は晴れで２３℃、３名参加。１８日
（水）は晴れのち曇りで１０℃と寒く、４名が参加。第１期調査区
画と第２期調査区画の第１区画で毎木調査をしました。 

    

    

    

    

    

    

    

■■■■１１１１１１１１月は臨時月は臨時月は臨時月は臨時整備整備整備整備活動活動活動活動１１１１５５５５・１・１・１・１６６６６のののの２２２２回回回回のみのみのみのみ実施実施実施実施    
１１月も定例整備を取りやめて、臨時２回を実施しました。１日
（水）は晴れで１２℃、黄葉が進む森に３名が参加し、第２期調
査区画の第２区画で毎木調査を続行しました。落葉が進んで
おり、被度の調査は難しくなっています。２２日（水）は曇りで
７℃無風で３名が参加し、１２月から休館になる自然保護セン

ターで保管している用具を六甲山郵便局に移動しました。 

【１０月～１１月の活動】 
■■■■１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日に「下唐櫃シンポジウム」に参加しましたに「下唐櫃シンポジウム」に参加しましたに「下唐櫃シンポジウム」に参加しましたに「下唐櫃シンポジウム」に参加しました    

１０月７日（土）に、兵庫県立大学 
主催の「下唐櫃シンポジウム」に 
1 名が参加しました。当日は雨で 
したが、１０：３０に有馬口に２０名 
ほどが集合し、下唐櫃村が整備 
している伊勢講山（いせこうや 
ま）を見学しました。午後からの 
シンポジウムには４０名以上の 
参加で満席でした。三俣先生の司会で進行し、森づくりの活動
事例を学びました。懇親会にも参加して、地域の実践家の
方々とも交流ができました。 

■■■■１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日に「お久し振り！六甲山」モニター②を実施に「お久し振り！六甲山」モニター②を実施に「お久し振り！六甲山」モニター②を実施に「お久し振り！六甲山」モニター②を実施    
１０月１５日（日）は「お久し振り！ 
六甲山」モニター②を実施しまし 
た。マイクロバスには、成徳４名・ 
鶴甲６名の１０名が乗車。記念碑 
台では辻コーディネータにガイド 
ハウスとセンターを解説していた 
だきました。ガイダンスの後、雨 
で肌寒い中を「散歩道」を周回し 
てセンターに戻り、ストーブで暖を取りながら、意見交換しまし
た。秋晴れの六甲山だったら、もっと感動されたと思いました。 

■■■■１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日に第１３日に第１３日に第１３日に第１３２２２２回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催回市民セミナーを開催しましたしましたしましたしました    
１０月２１日（土）に、第１３２回市民セミナーを開催しました。講
師は当会代表幹事の堂馬 英二で、テーマは「六甲山発郷土
誌づくりの歩み」です。１５年続けた「市民セミナー」を今回で惜
しまれながら終了しました。 
午前中の自然散策は雨天決行で２４名が雨具を着けて参加し
ました。午後のセミナーには４２名が参加しました。「市民セミ
ナー」開催の前史や運営を踏まえて、「六甲山発郷土誌」の普
及について取り組みを説明しました。終盤の質疑応答は、突っ
込んだ質問や、郷土誌の活用策の提案などで賑わいました。 
 
 
 

 
 
 
 
    

■■■■１１月１１月１１月１１月４４４４日に「４６億年地球の道」に参加しました日に「４６億年地球の道」に参加しました日に「４６億年地球の道」に参加しました日に「４６億年地球の道」に参加しました    
１１月４日（土）に六甲山観光株 
式会社が「出張・４６億年地球の 
道」をカンツリーハウスで開催 
しました。富良野から中西講師 
をお呼びし、新しい環境学習を 
体験する試みです。小雨の強 
風で、１０数名の参加者に加わ 
って、冬の六甲山で震えながら 
珍しい体験を楽しみました。    （文責：堂馬 英二） 

募集チラシ募集チラシ募集チラシ募集チラシ((((一部一部一部一部))))    

毎木調査で幹周の測定毎木調査で幹周の測定毎木調査で幹周の測定毎木調査で幹周の測定    センター保管用具の運搬センター保管用具の運搬センター保管用具の運搬センター保管用具の運搬    

整備された伊勢講山広場整備された伊勢講山広場整備された伊勢講山広場整備された伊勢講山広場    

まちっ子の森でクリ拾いまちっ子の森でクリ拾いまちっ子の森でクリ拾いまちっ子の森でクリ拾い    

満員のセミナ満員のセミナ満員のセミナ満員のセミナー会場ー会場ー会場ー会場    雨天の自然散策雨天の自然散策雨天の自然散策雨天の自然散策    

「地球の道」の解説「地球の道」の解説「地球の道」の解説「地球の道」の解説    
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【２月～３月の環境整備活動の予定】 
■■■■２２２２月は月は月は月は定例整備４、定例整備４、定例整備４、定例整備４、臨時臨時臨時臨時２２・２３２２・２３２２・２３２２・２３のののの３３３３回を予定回を予定回を予定回を予定    

六甲山には数度の寒波が襲来し、調査活動は難しくなってい
ます。今期の毎木調査を終えていない、第３期～４期の調査区
でも一通り実施する予定です。臨時整備は２月７日・２１日(水)
で、１８日(日)の定例４は「まちっ子の森デー」と併催です。 

■■■■３３３３月は定例整備月は定例整備月は定例整備月は定例整備５５５５と臨時活動と臨時活動と臨時活動と臨時活動２４２４２４２４・・・・２５２５２５２５の３回を予定の３回を予定の３回を予定の３回を予定    
３月の臨時整備の予定は７日・２１日（水）です。１８日（日）の定
例整備は、「まちっ子の森デー」と併催で、樹木の花芽の観察
ができます。整備は軽度の作業にします。 

【２月～３月の活動予定】    
■■■■２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日は「ひとはく第１３回共生のひろば」で発表は「ひとはく第１３回共生のひろば」で発表は「ひとはく第１３回共生のひろば」で発表は「ひとはく第１３回共生のひろば」で発表    

２月１１日（日）、三田市の人と自然の博 
物館で開催される第１３回共生のひろば 
でポスター発表をします。題目は「まちっ 
子の森」にいらっしゃい！～再生の森で 
六甲山に親しもう～としました。当日の朝 
に展示して、昼はポスター前で解説、夕方 
には展示の撤去というあわただしさです。お手伝いいただける
方がおられましたら歓迎です。ご連絡ください。 

■■■■２２２２月月月月１８１８１８１８日に日に日に日に「まちっ子の森デー」を「まちっ子の森デー」を「まちっ子の森デー」を「まちっ子の森デー」を開催開催開催開催しますしますしますします    
２月１８日（日）は月例の「まちっ子の森デー」を予定します。参
加者が集まれば冬の六甲山を散策します。参加者が無ければ、
定例環境整備に注力します。 

■■■■３３３３月月月月１２～２６１２～２６１２～２６１２～２６日日日日、「六甲山知っとう！」展を、「六甲山知っとう！」展を、「六甲山知っとう！」展を、「六甲山知っとう！」展を開催開催開催開催しますしますしますします    
平成２９年度の「ひょうご県政 150 周年記念県民連携事業」の
認定を受けましたので、『六甲山物語』１～５巻を図書館などに
寄贈し「六甲山ライブラリー」の設置に役立てていただきます。
その広報活動として、地元灘区の六甲道勤労市民センターで
「六甲山知っとう！」パネル展（知っとう！は神戸弁です。無料）
を開催します。    

■■■■３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日、「六甲山知っとう！」展記、「六甲山知っとう！」展記、「六甲山知っとう！」展記、「六甲山知っとう！」展記念講演を念講演を念講演を念講演を開催開催開催開催しますしますしますします    
３月２１日（水・祝）は同センターで、１４時～１６時、記念講演
（無料）を開催します。六甲山通の方を招いて、茶話会調の六
甲山談義を賑やかにしたいと考えています。案内チラシは現
在制作中で、近日中にＨＰにも掲載する予定です。    

【１２月～１月の環境整備活動】 
■■■■１２１２１２１２月月月月はははは臨時臨時臨時臨時整備整備整備整備活動活動活動活動１７・１８・１９の３回実施１７・１８・１９の３回実施１７・１８・１９の３回実施１７・１８・１９の３回実施    

１２月は１７日（日）の定例整備・「まちっ子の森デー」を中止し
ました。６日（水）は快晴で-３℃、４名参加。１２日（水）は晴れ
強風で１℃、３名が参加。２０日（水）は快晴で１℃、３名が参加
しました。落葉期でしたが、第１期調査区画と第２期調査区画
の毎木調査を終了。また、年内の最終日は、調査ポイントの標
識や案内用の垂れ幕を設置し、見学コースの整備をしました。 

    

    

    

    

    

    

    

■■■■１１１１月は臨時月は臨時月は臨時月は臨時整備整備整備整備活動活動活動活動２０・２１２０・２１２０・２１２０・２１のののの２２２２回回回回のみのみのみのみ実施実施実施実施    
１月は「冬のパークレンジャー」を 
優先して定例整備を取りやめ、臨 
時２回を実施しました。１０日（水） 
は晴れ一時雪で０℃、３名が参加。 
２４日（水）は晴れで-５℃、今期一 
番の冷え込みで３名が参加しまし 
た。「まちっ子の森」の観察コース 
や散歩道の整備をするとともに、 
「冬のパークレンジャー」の用具を六甲山郵便局と六甲山小学
校の間で運搬しました。 

【１２月～１月の活動】 
■■■■１２月４日、「ひょうご県政１２月４日、「ひょうご県政１２月４日、「ひょうご県政１２月４日、「ひょうご県政 150150150150 周年記念」助成に申請周年記念」助成に申請周年記念」助成に申請周年記念」助成に申請    

平成２９年度の「ひょうご県政 150 周年記念県民連携事業」の
助成金を申請しました。六甲山も神戸開港以来 150 年の歴史
があります。当会が集積した『六甲山物語』を図書館などに寄
贈して、「六甲山ライブラリー」の設置や充実に役立ててもらう
ことをテーマにしました。 

■■■■１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日に「六環協第１２期中間報告会」を開催に「六環協第１２期中間報告会」を開催に「六環協第１２期中間報告会」を開催に「六環協第１２期中間報告会」を開催    
１月１０日（水）１８：００～１９：５０、 
六甲道勤労市民センターで「六甲 
山環境整備協議会第１２期中間 
報告会」を開催しました。ひとはく、 
神戸保護官事務所、県民センター、 
神戸ぴかぴか隊、当会から８名が 
出席。終了後も懇親会で活発に意 
見交換をしました。 

■■■■1111 月月月月２１２１２１２１日日日日の「冬のパークレンジャー」は賑わいましたの「冬のパークレンジャー」は賑わいましたの「冬のパークレンジャー」は賑わいましたの「冬のパークレンジャー」は賑わいました    
１月２１日（日）に、恒例の２０１８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、子ども２０名、保護者１８名、
スタッフ１３名の計５１名が参加し賑わいました。当日朝は晴れ
で２℃と温かく、数日前の雪は消えて池の氷も溶けかけていま
した。六甲ケーブル下に集合し、六甲山小学校を拠点に、「ま
ちっ子の森」で活動しました。昼食で豚汁を楽しみ、午後はホ
ダ木の虫探しに熱中しました。期待した氷上体験はできません
でしたが、冬の風情を家族で探索できたと喜んでいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■■■■１１１１月月月月２９２９２９２９日に日に日に日に『六甲山物語５』を印刷発注しました『六甲山物語５』を印刷発注しました『六甲山物語５』を印刷発注しました『六甲山物語５』を印刷発注しました    

「ひょうご県政 150 周年記念事業」の助成金が認定されたので、
『六甲山物語５』の編集制作に着手しました。1 月２９日に印刷
会社に４００部を発注しました。ようやく「六甲山ライブラリー」
の提案活動にエンジンがかかってきました。 
次は『六甲山物語１』の改訂増刷、さらにＨＰへの掲載準備、そ
してパネル展示と記念講演の準備と課題が山積しています。 

                          （文責：堂馬 英二） 

昨年の発表昨年の発表昨年の発表昨年の発表    

六環協中間報告会六環協中間報告会六環協中間報告会六環協中間報告会    

第２期調査区の毎木調査第２期調査区の毎木調査第２期調査区の毎木調査第２期調査区の毎木調査    まちっ子の森の垂れ幕をまちっ子の森の垂れ幕をまちっ子の森の垂れ幕をまちっ子の森の垂れ幕を点検点検点検点検    

用具をリヤカーで運搬用具をリヤカーで運搬用具をリヤカーで運搬用具をリヤカーで運搬    

二つ池の薄氷を調べる二つ池の薄氷を調べる二つ池の薄氷を調べる二つ池の薄氷を調べる    「まちっ子の森」の入口「まちっ子の森」の入口「まちっ子の森」の入口「まちっ子の森」の入口    
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【４月～５月の環境整備活動の予定】 
■４月は定例活動１、臨時整備１・２の３回を予定 

新年度の４月はまだ森の植物の生育調査は早いので、環境測
定や樹木の花芽の観察を楽しみながら、見学コースの整備な
どを行う予定です。１５日（日）の定例環境整備１は、４月「まち
っ子の森デー」、「お久し振り！六甲山」モニターと併催です。 

■５月は定例活動２と臨時整備３・４の３回を予定 
５月の臨時整備の予定は９日・２５日（水）です。２０日（日）の定
例整備は、「まちっ子の森デー」と併催で、午後は「六甲山を活
用する会」の第１５期総会です。樹木の花が満開になり六甲山
のベストシーズンを楽しめます。 

【４月～５月の活動予定】 
■４月１５日は「お久し振り！六甲山」モニター③を予定 

４月１５日（日）は灘区のふれあいのまちづくり協議会の役員を
対象にして、第３回の「お久し振り！六甲山」モニターツアーを
開催する予定で、マイクロバスをチャーターしています。 

■４月２９日～5 月１１日に「活動紹介展」を開催します 
平成３０年の「ひょうご県政150周年記念県民連携事業」に申請
する予定です。「六甲山ライブラリー」の提案をさらに進めて、
一般市民に六甲山への関心を高めて、六甲山への上山を誘う
目的で、「六甲山を活用する会・活創紹介展」を開催します。 
４月９日（日）～５月１１日（金）、（六甲道勤労市民センター４階
フロアで開催しますので、ご観覧ください。 

■５月１３日～２０日は「六甲山ライブラリー」パネル展 
記念碑台の六甲山自然保護センターはリニューアル中で、５
月１３日（日）に「六甲山ビジターセンター」と改称してオープン
する予定です。図書コーナーが設けられるのに呼応して、「六
甲山ライブラリー」パネル展の開催を企画しています。第１回
は１３日（日）～２０日（日）を予定しています。 

■５月２７日は「お久し振り！六甲山」モニター④を予定 
平成３０年度の灘区の「地域力を高める手づくりの活動・事業
助成」に、「元気アップ！３」を申請する予定です。その活動とし
て「お久し振り！六甲山」モニターツアー④を六甲山のベスト
シーズンに合わせて実施する予定です。 

【２月～３月の環境整備活動】 
■２月は臨時整備２２と定例活動４の２回 

２月は寒さの厳しい日が多くなりました。７日 
（金）は晴れで－４℃、３名が参加し、雪の中 
での毎木調査は手がかじかんで記録するの 
に苦労しました。（右写真） 
１８日（日）の定例活動４は快晴で－１．５℃ 
で３名が参加し、残置アセビを伐採し毎木調 
査を継続しました。 

■３月は臨時整備２３と定例活動５の２回実施 
３月は「六甲山ライブラリー」に注 
力し、１８日（日）の定例活動と２８ 
日（水）の臨時活動の２回の実施 
にとどまりました。１８日は７℃で 
赤木ファミリー母子が参加し６名で 
毎木調査を楽しみながらく実施し、 
所定の調査を終えました。本年最 
後の２８日（水）は１１℃と温かく、２ 
名が参加し環境測定を行いました。 

【２月～３月の活動】 
■２月１１日は「第１３回ひとはく共生のひろば」で発表 

２月１１日（日）は、三田市の県立 
人と自然の博物館が主催した「第 
１３回共生のひろば」でポスター 
発表をしました。堂馬と阪東の２ 
名で早朝から展示をして、終盤の 
懇親会まで丸１日参加しました。 
高校生の発表が活発になったと 
いう印象を受けました。 

■「ひょうご県政 150 周年記念事業」を推進 
今期の新たな試みとして、「ひょうご県政 150 周年記念県民連
携事業」の助成を受けて、１月から郷土誌の「六甲山ライブラリ
ー」設置の支援をテーマに取り組みました。『六甲山物語５』の
発刊、『六甲山物語 1』の改訂･増刷、『六甲山物語４』の一部修
正を行って、３月始めにシリーズ5巻を揃えることができ、地域
の図書館などに寄贈について問い合わせをしました。 

■3 月２日に堂馬が「畑崎賞」を受賞しました 
３月２日に畑崎財団から、堂 
馬が「第５回畑崎賞」の表彰 
を受けました。高齢者で元気 
に地域貢献する個人を表彰 
するもので、淡路島の野田さ 
んと２人が対象です。皆さん 
のご協力、今後の活動も期待 
されていると感じました。 

■3 月１２日～２６日で「六甲山知っとう！」展を開催しました 
六甲道勤労市民センターで、３月１２日（月）～２６日（月）の２週
間、「六甲山知っとう！」展を開催しました。「六甲山ライブラリ
ー」の広報が目的で、『六甲山物語』シリーズの紹介や、それら
をまとめて総合的に検索できる枠組みの「郷土誌マップ」も開
設しました。通路の両側という狭いスペースでしたが、展示の
テストのつもりで実施しました。推定で延べ３００名が観覧され
ました。２１日（水）の午後は記念懇話会として、市民セミナー
の講師をはじめ１３名が集まって六甲山談義を交わしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■３月末に『六甲山物語』シリーズの寄贈を終えました 
神戸市内外の公営図書館、大学･高校、生 
涯学習施設などに、「六甲山ライブラリー」 
の提案を同封して、『六甲山物語』シリー 
ズ５巻の寄贈について希望を尋ねました。 
５５箇所から希望があり、レターパックな 
どで梱包して郵便局から発送しました。 
総計３１８冊の寄贈を終えて、感謝の礼状 
なども届きました。充実感がありました。 
                     （文責：堂馬 英二） 楽しみながらの毎木調査 

パネル展示が完了 

展示のパネルを鑑賞 記念懇話会で交流 
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