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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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【６月～７月の環境整備活動の予定】 
■６月は臨時整備３・４の２回を予定 

６日（水）に臨時整備３、２７日（水）に臨時整備４の２回を予定し
ます。６日は「モリアオガエル観察会」の準備のため、郵便局
から用具類をガイドハウスに移動する予定です。２７日は、第
２期の「アセビ伐り株の萌芽枝調査」に着手する予定です。 

■７月は定例活動３と臨時整備５・６の３回を予定 
７月の臨時整備は１１日・２５日（水）で、１５日（日）の定例活動
は、「まちっ子の森デー」と併催です。「まちっ子の森」の定例
観察とササ刈りや「散歩道」の点検･整備を予定しています。 

【６月～７月の活動予定】 
■６月１３日は「六環協・第１３期総会」を開催 

６月１３日（水）の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１３期総会を開催します。環
境省の自然保護官と、六甲砂防事務所の所長や監督官が交
替されました。六甲山ビジターセンターがリニューアル･オープ
ンされ、六甲山上の森林整備も進んでいます。これらの状況
変化への対応も検討する予定です。 

■６月１７日に「モリアオガエル観察会」を開催します 
四季の環境学習の口火を 
切って、恒例の「二つ池で 
モリアオガエルを調べよう 
！」を６月１７日（日）に開催 
します。９月開催の「トンボ 
観察会」と共に、神戸県民 
センターの委託を受けまし 
た。リニューアルした「六甲 
山ビジターセンター」を初めて利用するので、施設を生かす使
い方も工夫したいと思います。 

■６月２８日に「神戸シルバーカレッジ・講座」を担当 
６月２８日（木）の１０：３０～１２：００で、神戸市立シルバーカレ
ッジから依頼を受けて、代表幹事の堂馬が生活環境系の２回
生６０名を対象に講座を担当します。テーマは「六甲山を活用
する会の活動」で１５年の活動の経緯と成果を紹介します。 

■Ｈ３０「ひょうご県政１５０周年記念事業」に着手します 
平成３０年度の「ひょうご県政１５０周年記念県民連携事業」の
助成を受けて、「六甲山発郷土誌の普及」に着手します。メイン
のパネル展示会場は、「こうべまちづくり会館」の２階ホールを
予約しました。期間は８月２７日（月）～９月２日（日）で、２９日
（水）は休館です。このパネル展に照準を当てて、動画の制作、
展示物の制作、「六甲山発郷土誌・活用ガイド」冊子の制作に
着手し、積極的に広報活動を展開します。 

【４月～５月の環境整備活動】 
■４月は定例活動１と臨時整備１の２回実施 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月１５日（日）の定例活動は７℃と肌寒く、７名が参加して、「ま
ちっ子の森」の花を確認し、散歩道を点検しながら倒木を処理
しました。六甲山ＹＭＣＡまで足を延ばして香ばしいコーヒーを
賞味しました。赤木ファミリーの参加で和やかでした。 
２５日（水）の臨時整備１は小雨～曇りで９℃、５名が参加しま
した。六甲山郵便局の用具を取り出し、「散歩道」ポンプ小屋付
近の大きな倒木の処理などをしました。 

■５月は臨時整備２と定例活動２の２回実施 
５月９日（水）に臨時整備２を３名で実施しました。曇りのち晴れ
で８℃。「まちっ子の森」北端のガレ場斜面で、見学者の安全
確保のため、杭とロープを補修しました。 
２０日（日）の定例活動２は、午後の総会に参加する５名が「散
歩道」の状況を点検しながら、散策しました。 

【４月～５月の活動】 
■４月１５日は「家族でぶらっと六甲散歩」を併催 

４月１５日（日）は「まちっ子の森デー」で、定例整備や「家族ぶ
ら」をミックスして実施しました。運営スタッフ４名に、赤木ファミ
リー３名の７名で、周辺状況を点検しながら「散歩道」を周回し
ました。ヤマサクラ・アセビは満開で、コバノミツバツツジはま
だつぼみでした。散歩道の倒木を片付けながら、久し振りに六
甲山ＹＭＣＡまで足を延ばしました。歩き応えがありました。 

■４月２９日～５月１１日で「活動紹介展」を開催 
六甲道勤労市民センターの４階フロアが空いていたので、急き
ょ、「六甲山を活用する会・活動紹介展」を開催しました。３月に
開催したパネル展が狭すぎたので、３倍のスペースでやり直
したという試みです。大型連休で来館者が少なく、２週間で推
定２００名ほどです。 
当会の活動全般の紹介、「ま 
ちっ子の森」の整備と環境学 
習、「散歩道」の整備と六甲散 
歩、そして『六甲山物語』の紹 
介、「六甲山ライブラリー」の 
提案という４コーナーで展示し 
ました。１５年の活動の要点を 
表現できました。 

■５月１３日に六甲山ビジターセンターがリニューアル 
記念碑台の県立六甲山自然保護センターが「六甲山ビジター
センター」と名称を一新してリニューアル･オープンしました。 
５月１３日（日）１０：３０から関係者を集めて記念行事が開催さ
れ、当会から３名が参加しました。あいにく雨と強風の悪天で、
室内での行事になりました。ひとはくの中瀬館長の記念講演を
拝聴して退出しました。 

■５月２０日に「六甲山を活用する会・第１６期総会」 
５月２０日（日）は改装された「六 
甲山ビジターセンター」で、「六 
甲山を活用する会・第１６期総 
会」を開催しました。神戸祭りと 
重なって出席できない人が多 
く、来賓・会員８名でした。 
新任の自然保護官の寺内さん 
や、安城市から来訪された会 
員の本村さんと一緒に、午前中は活動地を詳しく案内しました。
総会は気軽に意見交換できました。  （文責：堂馬 英二） 

4/25 散歩道の倒木処理 5/9 見学コースの補修 

活動紹介展の参観 

リニューアルした展望台で 
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【８月～９月の環境整備活動の予定】 
■８月は定例活動３と臨時整備６・７の３回を予定 

１日と１５日（水）の２回、臨時環境整備６・７でアセビ伐り株の
萌芽枝調査や環境測定を予定します。１９日（日）は定例環境
整備３で、「夏のパークレンジャー」と併催して、森づくり体験の
指導をする予定です。 

■９月は定例活動４臨時整備８・９の３回を予定 
９月の臨時整備は５日・２６日（水）で、１６日（日）の定例活動は、
「まちっ子の森デー」と併催です。「まちっ子の森」の定例観察
とササ刈りや「散歩道」の点検･整備を予定します。 

【８月～９月の活動予定】 
■８月１９日に「夏のパークレンジャー」を開催します 

恒例の２０１８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１９日(日)に開催します。県 
立六甲山ビジターセンターを拠点 
にして、当会で整備している「まち 
っ子の森」などで夏の六甲山を自 
然体験します。当日１０時開始で、 
六甲山ビジターセンターに集合です。 

■８月２７日から「六甲山発郷土誌･展」を開催します 
８月２７日（月）～９月２日(日)、元町のこ 
うべまちづくり会館２階ホールで、「六甲 
山発郷土誌･展」を開催します。「ひょうご 
県政150 周年記念県民連携事業」の助 
成を受けて、「六甲山のお話いろいろ」の 
キャッチフレーズで、ＰＣやスマホで『六 
甲山物語』を気軽に検索する方法などを 
紹介します。六甲山を広く･深く知る手が 
かりを普及する試みです。六甲山につい 
て意外な発見があると思います。参加は 
無料です。ぜひ、ご参加ください。 

■９月１５日(土)に「トンボ観察会」を開催します 
神戸県民センターの委託を受け、 
９月１５日（土）１０時～１５時で、「 
二つ池でトンボたちを探そう！」 
を開催します。六甲山ビジターセ 
ンターに集合し、記念碑台で昆虫 
採集を体験して、まちっ子の森に 
出かけ、二つ池でトンボを観察し、 
雑木林で自然体験します。 

【６月～７月の環境整備活動】 
■６月は臨時整備３・４の２回を実施 

６月の環境整備活動は１４日の整備３、２７日（水）の整備４の２
回実施しました。１４日は曇りで１８℃、２名で用具の移動とモ
リアオガエル卵塊の観察をしました。上池で２個、下池で１０個
でした。２７日は３名が参加。霧雨だったので保管用具を移動
するだけで、森での調査は中止しました。 

■７月は雨天中止が多く、臨時整備５のみ実施 

７月は異常な天候で、環境整備活動の予定を雨天のために中
止することが多く、７月１８日（水）の臨時環境整備５の１回だけ
実施しました。晴れで森は２８℃と暑く、４名でアセビ伐り株の

萌芽枝調査をしました。調査対象のＦ６区画は調査を終了し、
第４期調査区第６区画はアセビ伐り株の周囲をササ刈りして、
調査の準備をしました。 

【６月～７月の活動】 
■６月１４日に「六環協会・第１３期総会」を開催しました 

６月１４日（水）１８：００～１９：５０、 
六甲道勤労市民センター５Ｂ会 
議室で、｢六甲山環境整備協議 
会｣第１３期総会を開催しました。 
関係者１１名にボーイスカウト連 
盟の役員２名をゲストに迎えて 
１３名が参加しました。今回の議 
題は「アセビ伐採調査」のまとめ、 
ビジターセンターのリニューアル 
などに加え、ボーイスカウトのカーボンオフセットキャンペーン
について検討しました。新任の神戸自然保護官の寺内さん、
六甲砂防事務所の近藤さんとの顔合せもしました。 
■６月２８日に「神戸市シルバーカレッジ」で講座を担当 
６月２８日１０：３０～１２：００、しあ 
わせの村の神戸市シルバーカレ 
ッジで、生活環境系２回生約５０名 
を対象に堂馬が講座に出講しま 
した。「六甲山を活用する会の活 
動」をテーマに、長年のボランティ 
ア活動も披露しました。 

■７月１８日に「六甲山ライブラリー」設置を検討 
７月１８日（水）の１３：００～１４： 
３０、六甲山ビジターセンターで、 
県職員・コーディネータと堂馬の 
３名が「六甲山ライブラリー」の 
設置について初回の打合せをし 
ました。見本制作中の「六甲山 
発郷土誌」ファイル４巻を元に、 
センターの書架に｢六甲山ライ 
ブラリー｣を設置する方策を検討 
しました。 

■７月３０日に「六甲山発郷土誌」ファイルを試作しました 
３月に神戸市内外の図書館など５５箇所に『六甲山物語』１～５
シリーズを寄贈し、「六甲山ライブラリー」の設置を提案しまし
た。『六甲山物語』全５巻１３２話をまとめた「六甲山発郷土誌」
ファイルを編集制作し、７月末に「六甲山発郷土誌」を、Ａ．六甲
山の特色(左下から)、Ｂ．六甲山の歴史、Ｃ．六甲山の生きも
の、Ｄ．六甲山とくらしの４ファイルに編成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
六甲山ビジターセンターと灘図書館に各１セットを寄贈して、
「六甲山ライブラリー」の設置に役立てていただく予定です。 

（文責：堂馬 英二） 

池の生きもの調べ 

池でトンボ探し 

展示会チラシ 

ゲスト２名を迎え１３名 

シルバーカレッジの講座 

図書コーナーで検討会 
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【１０月～１１月の環境整備活動の予定】 
■１０月は定例活動４と臨時整備９・１０の３回を予定 

１０月は３日と２５日（水）の２回、臨時環境整備９・１０でまちっ
子の森の環境測定やササ刈りをします。２１日（日）は定例環
境整備４で、「１０月まちっ子の森デー」と併催で、自然体験や
森づくり体験の指導もする予定です。 

■１１月は定例活動５と臨時整備１１・１２の３回を予定 
１１月の臨時整備は７日・２１日（水）で、「まちっ子の森」のササ
刈りや「散歩道」の点検･整備を予定します。１８日（日）の定例
活動は「まちっ子の森デー」と併催し、「お久し振り！六甲山」
のモニター･ツアーも開催します。 

【１０月～１１月の活動予定】 
■１０月から「六甲山ライブラリー」の設置を進めます 

神戸市立灘図書館で「六甲山ライブラリ 
ー」が設置されました。六甲山上記念碑 
台の県立六甲山ビジーセンターも「六 
甲山ライブラリー」を設置し、六甲山の 
図書や資料を閲覧できる機能を備えま 
す。六甲山上でゆっくり資料を読むとい 
う新たな楽しみができます。 

■１１月１８日に「お久し振り！六甲山」を開催します 
灘区の助成をいただいて「元気アップ！３」に取り組んでいます。
１１月１８日（日）にメイン事業の「お久し振り!六甲山」モニター・
ツアーを開催します。灘区のまちづくり協議会との連携に加え
て、山麓の一般市民の方の参加も広く募集します。交通事情が
悪化していますので、バスをチャーターして、参加の便宜を図り
ます。別途、募集チラシをご覧ください。 

【８月～９月の環境整備活動】 
■８月は臨時整備６・７と定例３の３回実施 

８月の環境整備活動は１日の整備６、 
１５日（水）の整備７と１９の定例３の 
３回実施しました。１日は晴れで２６ 
℃、３名でアセビ伐り株の萌芽枝調 
査を終えました。 
１５日は霧・小雨で２３℃、４名が参 
し、夏のパークレンジャーの用具点 
検や運搬・保管を行いました。 

■９月は中止が多く、臨時整備１２のみ実施 
天候不順の影響などで予定を中止し、１２日（水）の臨時環境
整備８の１回だけ実施。天候は小雨のち曇りで１６．５℃、３名
が参加しました。Ｆ７区画の①②調査区画で、実生新芽の生育
調査をしました。標札が流出し、実生の確認に苦労しました。
悪天のために見学コースが荒れていたので、補修ももしまし
た。 

【８月～９月の活動】 
■８月１９日に「夏のパークレンジャー」を開催しました 

２０１８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１９日(日)に開催しました。子ども７名・保護者８名・スタッフ６
名（計２１名）の少人数でしたが、天候は晴れで２２℃と快適でし
た。二つ池でオタマジャクシなどを観察して森を散策しました。
昼食後に、環境整備にトライしササ刈りを体験しました。少人数
でお互いの交流も和やかで、皆さんが自由闊達でした。 

 
 
 
 
 
 
 

 

■８月２７日から「六甲山発郷土誌･展」を開催しました 
８月２７日（月）～９月２日(日)で６日間、元町のこうべまちづくり
会館２階ホールで、「六甲山発郷土誌･展」を開催しました。来場
者は２６７名で、「市民セミナー」の講師の来観から、通りすがり
に立ち寄った人まで多岐にわたりました。会場に「郷土誌ファイ
ル」を説明する４つのブースを設置して、個別に解説できるよう
にしました。六甲山上風景の動画や、ドローンによる空撮のＶＲ
体験は好評でした。六甲山についての幅広い知識を得られたと
いう感想が多く、配布された小冊子の「活動ガイド」でスマホに
よる検索にも熱心でした。運営スタッフは、もっと多くの人に「郷
土誌」を広めたいと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

■９月１５日(土)に曇り空で「トンボ観察会」を開催しました 
神戸県民センター委託プログラムの「二つ池でトンボたちを調 
べよう！」を９月１５日（日）に開催、子ども１３名・保護者８名・ス 
タッフ７名（計２８名）が参加しました。天候は曇り一時雨、１９．５ 
℃。曇り空の下で、二つ池でトン 
ボを観察し、池や森で生きものを 
採取しました。昼食後小雨になっ 
たので、六甲山ビジターセンター 
に戻って、生きもの標本も観察し、 
体験を発表しました。霧の六甲山 
は貴重な体験になったという前向 
きの声がありました。 

■９月１６日(日)に灘図書館で講演しました 
灘図書館は六甲山の登山に関す 
る書籍を集めるというテーマを持 
っています。このたび、『六甲山 
物語』を寄贈して「六甲山ライブラ 
リー」の設置を提案し、ご賛同いた 
だきました。９月１６日（日）１１時～ 
１２時半、「六甲山ライブラリー」の 
設置を記念して、「六甲山のお話 
いろいろ」をテーマに堂馬が講演しました。シニアの方が１０名
参加されて、『六甲山物語』や「郷土誌」ファイルに興味を抱か
れました。館内の書架に「六甲山ライブラリー」が設置されてお
り、今後充実されていくのを期待します。 （文責：堂馬 英二） 

灘の六甲山ライブラリー 

アセビ伐り株の萌芽枝調査 

赤ちゃんを背負ってササ刈り スケッチを樹木に展示 

小学生がＶＲ体験 あけびグループが来場し談笑 

霧の中で「大丈夫かな？」 

灘図書館で講演会 
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【１２月～１月の環境整備活動の予定】 
■１２月は定例活動５と臨時整備１２・１３の３回を予定 

１２月は５日と１９日（水）の２回、臨時環境整備１２・１３でまち
っ子の森の環境測定やササ刈りをします。１６日（日）は定例環
境整備５で、「１２月まちっ子の森デー」と併催で、自然体験や
森づくり体験を支援する予定です。 

■１月は定例活動６と臨時整備１４・１５の３回を予定 
１月の臨時整備は９日・３０日（水）で、「まちっ子の森」のササ
刈りや「散歩道」の点検･整備を予定します。２０日（日）の定例
活動は「まちっ子の森デー」と、「冬のパークレンジャー」も併催
します。 

【１２月～１１月の活動予定】 
■１２月２５日に、「郷土誌」活用ガイダンスを予定 

今年は「六甲山発郷土誌」の展示会を開催 
し、スマホで検索できる「郷土誌」活用ガイ 
ドも制作しました。子どもたちが地域を広く 
深く知ることができる絶好の教材になると思 
います。六甲山麓の小学校の先生方に、こ 
の活用ガイドを紹介することを企画していま 
す。その先鞭として、１２月２５日に山上の六 
甲山小学校のＰＴＡの会合で、ガイダンスを 
試みます。 

■１月９日に「六環協・中間報告会」を開催します 
１月９日（水）の夕方、六甲山勤労市民センターで、六環協・第１
１期中間報告会を開催する予定です。六甲山の記念碑台の活
用が注目されているので、「まちっ子の森」を六甲山の森づくり
の見学コースとして活用することなどを関係者で検討します。 

■１月２０日に「冬のパークレンジャー」を開催します 
四季の環境学習プログラムの最後とし 
て、恒例の２０１９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２０日（日）に開催します。予備日 
は２７日（日）です。拠点をこれまでお 
世話になった六甲山小学校から六甲 
山ビジターセンターに移して、神戸県 
民センターの委託プログラムとして実 
施します。募集定員は先着順で４０名 
です。参加申し込みをお急ぎください。 

【１０月～１１月の環境整備活動】 
■１０月は臨時整備９・１０と定例４の３回実施 

１０月の環境整備活動は３日の 
整備９、２４日（水）の整備１０と 
２１日の定例４の３回実施しまし 
た。３日は晴れで１６℃、４名で 
トンボ観察会で使用した用具の 
保管・整理などをしました。 
２１日は快晴で１２℃、八光自動 
車の西田さんも参加され、５名 
で散歩道を点検・整備しながら、 
行者堂を往復しました。 
２４日は曇りのち晴れで１３℃、４名が参加し、第１期調査区の
ササ刈りなどをしました。 

■１１月は臨時整備１１の 1 回のみ実施 
１１月の環境整備は、７日（水）がスタッフ不足のため、１８日は
「１１月森デー」併催のために中止し、２１日（水）の臨時環境整
備１１の１回のみ実施しました。天候は晴れで９℃、３名が参
加して、第１期調査区のササ刈りなどを継続しました。 

【１０月～１１月の活動】 
■１１月１２日に六甲山ホテル再建・検討会を実施しました 

１１月１２日（月）１８：３０から、当会事務所で六甲山ホテル旧館
再建についての検討会を行いました。八光自動車の六甲開発
準備室の西田さんと、六甲山の情報通の森地さん、前田さん、
東さんをお引き合わせしました。六甲山ホテル旧館の再建の構
想をうかがい、写真の提供など協力を進めました。新たな六甲
山の歴史を紡ぐ一助の出会いになったと思いました。 

■１１月１５日に野路菊の丘を見学しました 
「よこおみち森もりの会」役員の伊 
藤正男さんからお誘いいただき、 
同会が活動している「野路菊の丘 
」を見学しました。兵庫の県花の 
野路菊を栽培している活動は注目 
されています。標高約３００ｍの 
横尾山の斜面いっぱいに咲いて 
いる白と黄色の野路菊を鑑賞し芳 
しい香りも楽しみました、眼下には 
啓明学院と団地一帯が広がり、明石大橋も展望できる絶好の場
所です。当日の神戸新聞朝刊で紹介されたので、見学者が集ま
っていました。ツバキが見ごろの２月に再訪を約束しました。 

■１１月１８日(日)の「お久し振り!六甲山」は大盛況でした 
灘区の手づくりの地域活動・事業助成の、「元気アップ！事業」
の３年目、メイン事業の「お久し振り！六甲山」モニター運営で、
今回は地域と対象者を限定しないで、バスをチャーターして１１
月１８日（日）に開催しました。成徳ふれまち協議会の前田さん
が知人に声をかけてくださり、募集定員２０名を２名超え、バス
が満員で賑わいました。 
六甲道駅前に９：００集合し、記念 
碑台に上がって、ビジターセンタ 
ーの施設を案内してもらった後、 
活動予定を紹介しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「散歩道」を「まちっ子の森」に向 
かい、シュラインロードから行者 
堂を往復しました。 
快晴で１１．５℃の行楽日和、大人１２名・子ども１０名とスタッフ
３名がさわやかな空気を味わい、２００年前に設置された石仏
にも出会い、貴重な１日になったと感激しました。 

（文責：堂馬 英二） 

活用ガイド 

行者堂入口の倒木を処理 

記念碑台到着、肌寒い！ 

まちっ子の森入口に集合 

行者堂で昼食 

斜面に満開の野路菊 
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【２月～３月の環境整備活動の予定】 
■２月は定例活動６と臨時整備１５・１６の３回を予定 

１７日（日）の定例環境整備６は、「まちっ子の森デー」と併催し
て、「お久し振り！六甲山」ツアーも予定します。６日・２０日
（水）の臨時環境整備１５・１６の２回は、まちっ子の森の環境測
定や散歩道の整備を予定します。 

■３月は定例活動７と臨時整備１７・１８の３回を予定 
臨時整備は６日・２７日（水）で、「まちっ子の森」のササ刈りや
「散歩道」の点検･整備を予定します。１７日（日）の定例活動７
は「まちっ子の森デー」と併催します。花芽が育ってくるころで
で、その観察もします。 

【２月～３月の活動予定】 
■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（月・祝）は三田市の県立人と自然の博物館で、「ひと
はく第１４回共生のひろば」のポスター発表をします。高校生な
どの活動発表が盛んで賑わっています。当会のテーマは、「ま
ちっ子の森」を軸にした活動の展開です。ご参加・ご協力いた
だける方は、無料入場券もありますのでご連絡ください。 

■２月と３月に「まちっ子の森デー」を開催します 
毎月第３日曜日は定例の「まちっ子の森デー」です。２月１７日
は冬の六甲山に触れる最後でしょう。「まちっ子の森」での自然
体験や、「お久し振り！六甲山」体験ツアーをお世話します。 
３月１７日の「まちっ子の森デー」は、自然体験や散歩道の散策、
早春の六甲山で樹木の花芽の成長を観察する予定です。 
今年度最後の活動になりますので、ご来訪ください。 

【１２月～１月の環境整備活動】 
■１２月は臨時整備１２と定例５の２回実施しました 

１６日（日）の定例整備５は快晴で１．５℃、４名が参加しまちっ
子の森のササ刈りをしました。３名は油こぶしルートを下山し、
六甲砂防の整備状況を観察しました。 
１９日（水）の臨時整備１２は、晴れ時々曇りで２℃。５名が参加
して、まちっ子の森のササ刈りや環境測定をしました。上池が
干上がり、冬のパークレンジャーの氷上歩きは難しいです。 

■１月は臨時整備１３・１４の２回実施しました 
９日（水） は、スタッフ４名と六甲山 
小学校ＰＴＡ役員の横田さんと正井 
さんの６名が参加しました。雪のち 
晴れで-４℃、「パークレンジャーの 
日だったら良かったね」と新雪に感 
激です。作業は見学コースの整備 
と、用具の運搬整理をしました。 
２３日(水)は曇りのち晴れで３℃、３名が参加しました。ガイド
ハウス保管の用具を六甲山郵便局に運搬して保管しました。 

【１２月～１月の活動】 
■１２月２０日に「ひとはく」を訪問しました 

１２月２０日(木)に堂馬が人と自然の博物館に、高橋次長と黒田
主任研究員を訪ねました。アセビ切株萌芽枝調査と実生新芽成
育調査の調査データについての所見や今後の継続調査の進め
方など助言をいただきました。要望された調査データの図表化
を運営スタッフの北嶋さんにお願いしました。 

■１月９日に「六環協・中間報告会」を開催しました 
１月９日（水）１８：００～１９：５０、六甲道勤労市民センター５Ｂで

「六甲山環境整備協議会第１３期中間報 
告会」を開催しました。ひとはくから高橋・ 
黒田、県民センターから小谷・辻、神戸 
市砂防部の松岡、神戸ぴかぴか隊の伊 
谷、六甲山を活用する会の岡・徳見・阪 
東・堂馬が出席、ゲストは八光自動車の 
西田、六甲山小学校ＰＴＡ役員の横田・正井の計１３名（敬称略）。
六甲山中央部での活動状況の報告や意見交換をしました。 

■１月２０日の「冬のパークレンジャー」は感激でした 
１月２０日（日）に｢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。天候はあいにく弱雨のち曇りで、気温は２℃。
冬の六甲山を楽しむには悪条件でした。申し込みは５１名でし
たが、欠席があって、子ども２１名、大人１６名の３７名です。ス
タッフ９名、オブザーバー３名の合計４９名の活動です。 
弱雨の中、９：３０に六甲山ビジターセンターに集合し、１０時に
ガイダンスを開始。１０：３０に「まちっ子の森」に向かいました。
森では、上池で冬の生きもの調べ、下池で氷の観察に熱中しま
した。アカマツの樹上でリスを発見した！とざわつきました。雑
木林でマイウッドの札も付けました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２時に森を後にセンターに戻りました。豚汁サービスで昼食を
楽しんだ後、展示した標本を観察し、拾い集めたものを確認しま
した。感想発表して１４：３０に解散です。悪天でも、「霧の六甲山
を体験できた！」など前向きの感想に、主催者も安堵しました。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 文責・堂馬 英二） 
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