かぶとやま

●2002 年（平成 14 年）7 月「青年の家」が「甲山自然の
家」に改称。 また、
「甲山キャンプ場」は 1965 年
（昭和
40 年）
「甲山教育キャンプ場」として開場しました。

甲山自然の家は

2017/10.11.12

No.39

青年の家として

甲山自然環境センターだより
遊ぼう屋

10 月 15 日
（日）
10:00-14:00

遊ぼう屋

芋ほりと恵みの水をめぐるハイキング
10 月 14 日

水路をたどってハイキ
ン グ。サ ツ マ イ モ の 収 穫
体験を通して里地里山の
つながりを学びます。
（昼食はご持参いただき
ます。）

（土）

12 月 9 日 甲山産稲わらでしめ縄づくり体験
（土）
10:00-12:00

昔はわらを使っていろいろなものを作りま
した。甲山でできた稲のわらを使って、しめ縄
を作り、農文化を学びます。

●集合：甲山自然の家
●参加費：１人1080円
●定員：20名程度（応募者多数の場合は抽選）
小学生以下保護者同伴
●締切：11/21（必着）
●
「甲山・社家郷山エコひろば」
「甲山・社家郷山で遊ぼう屋」
の事業は、
生活協同組合コープこうべの
共催で実施しています。
●ご応募いただきました個人情報につきましては今回のイベント以外には使用いたしません。
●西宮市の小学生は EWC エコカード、在住在勤の中学生以上の市民の方は市民活動カードをお持ちくだ
さい。エコスタンプを押印します。

エコひろば

遊ぼう屋

申込み方法

往復ハガキに①プログラム名、日程 ②参加者全員のお名前、ふりがな、年齢（施設利用の
手続き上、大人の方も必要です）③〒住所 ④TEL/FAX番号、携帯電話番号を明記の上、
下記まで
＊結果は締切期日以降にご連絡いたします。

10 月から

11 月 18 日（土）9:30 ～ 13:30

スタンプ！

秋

9:30 〜 10:00
13:30

どチェックポイントで課題をクリアし、
ゴールをめざします。
（約 5 ㎞）

甲山では、山道を

閉会

▲

社家郷山
←

＊駐車場は施設利用者のみのご利用になっています。
ご来館は公共交通機関をご利用ください。

かぶとやま荘
六甲保養荘

社家郷山
キャンプ場
甲山自然の家
五ヶ池
宝塚・逆瀬川方面→ 甲山キャンプ場
甲山自然学習館
→
阪急仁川駅方面

西宮
甲山高校前

甲山墓園

アガペ 甲山
甲山病院

鷲林寺 甲山墓園前
北山貯水池
北山公園
北山緑化植物園

▲

神呪寺
卍

仁川
兵庫県立
甲山森林公園
至 阪急甲陽園駅

交通のご案内

2017 年 12 月 1 日～ 2018 年 3 月 16 日

甲陽園西山公園をスタート。コース図を見

歩き、ゴールのキャンプ場
上り坂が続くけれど、
対象：グループまたは家族（小学生以下は保護者同伴）
につくと、
自然を楽しむいろ
初めて歩く道にはいろんな
定員：約 120組 300名（抽選）
参加費：1人 100円
んなプログラムが待ってい
発見がかくれているよ !
申込み方法：ハガキ又は FAX ①参加者全員の名前、ふりがな
ます！
まち探検にチャレンジ !!
②年齢（保険の関係上必要）小学生は学校名・学年
③郵便番号・住所 ④連絡先電話番号・FAX番号
主催：西宮さくらライオンズクラブ
申込み先：NPO法人こども環境活動支援協会 にしのみやふるさと
にしのみやふるさとウォーク実行委員会
参加団体：西宮市、西宮市教育委員会、生活協同組合コープこうべ第２
ウォーク係（〒662-0832 西宮市甲風園 1丁目 8-1）
地区活動本部、西宮市教職員組合、西宮市社会福祉協議会、西宮商工会
TEL: 0798-69-1185 FAX: 0798-69-1186
議所、西宮商工会議所青年部、西宮ユネスコ協会、兵庫県ユニセフ協会 、
締切：11月 5日（日） ハガキの場合当日消印有効
株式会社ベイ・コミュニケーションズ 、ボーイスカウト西宮連合会、
●抽選結果は 11月 13日
（月）までにハガキにてご連絡します。
NPO 法人こども環境活動支援協会
西宮市立甲山自然環境センター
連絡のない場合は、事務局までお電話ください。

甲山グリーンエリアの
自然を満喫する1泊2日
の体験キャンプ。大学生
のスタッフと農地で収穫
体験、キャンプ場で野外
炊飯、自然遊び、ナイト
ハイクなど普段できない
体験をします。

ナラ枯れ対策及び施設整備の為休場します

受付

解散：甲山キャンプ場

かぶとやま３０９キャンプ

甲山キャンプ場の休場のお知らせ

雨天時は
11 月 19 日（日）

42

ながら、公園や甲山八十八ヶ所・神呪寺な

スタート：甲陽園西山公園 （阪急甲陽園駅から徒歩 5 分）

11 月 4 日 ( 土）〜 5 日 ( 日）

●対象：小学３・４年生
●集合：神呪寺山門（阪神バス「甲山大師」下車）
●参加費：１人6000円
●定員：20名程度（応募者多数の場合は抽選）
●締切：10/16（必着）
●主催：西宮市立甲山自然環境センター
●申し込み先・方法は左記「エコひろば・遊ぼう屋申込
み方法」と同じです。（加えて 学年、性別を明記し
てください）

1968 年
（昭和 43 年）撮影

にしのみやふるさとウォーク 2017

甲山大師

■1通のお申込みにつき1つのプログラムへのご応募となります。
■複数のプログラムをご希望の場合も１件ずつお申込みください。
■同時にお申込みいただける人数は、最大6名様までとします。3歳以下無料。
■プログラムによっては雨天の場合中止、または内容を変更する場合があることを
ご了承いただいた上、お申込みください。

四季のスタンプが 4 つ集まれば
認定書をお渡しします！

至西宮北有料道路
（盤滝口）

●申込み先：西宮市立甲山自然環境センター
〒662-0001 西宮市甲山町67番地
TEL0798-72-0037
（電話受付：9：00～17：00）

甲山自然学習館で押そう！

50 周年記念

年に開設されたばかりの建物と

エコひろば

参加者
募集 !!

年 月 日
西宮市立甲山自然環境センター

昭和

●集合：社家郷山キャンプ場
●参加費：１人500円
（3歳以下は無料）
●定員：15家族 約45名
（応募者多数の場合は抽選）
小学生以下保護者同伴
●締切：11/14（必着）

at Kabutoyama !

甲山の四季
登山記念
スタンプ

キャンプ場管理小屋の三角屋根が見えます︒

●集合：社家郷山キャンプ場
●参加費：18歳以上1500円、4～17歳1,000円、（３歳以下は無料）
●定員：30名程度（応募者多数の場合は抽選）小学生以下保護者同伴
●締切：10/24（必着）
Discover Autumn

のんびり落ち葉かきと焼きいも体験
山の落ち葉はなぜ落ち
て、どこへ行くのでしょう
か ? 焼きいもを食べなが
ら落葉が私たちのくらし
にもたらす恵みを学びま
す。

今回のふるさとウォーク
ゴール会場となる甲山
キャンプ場リバーサイト。
砂地の河原と岸辺に松林
が見える。
甲山は度重なる火事により樹木が無い状態

10:00-14:00

■場所：西宮市立甲山自然環境センター及びその周辺
■対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定員：30 名（応募多数の場合抽選）
■参加費：100 円
■締切：9/25
■申込み方法：ハガキもしくはＦＡＸで
①イベント名 ②参加者全員のお名前、年齢 ③〒住所
④電話、FAX 番号を明記の上、締切日までに下記へお
申込みください。
■申込み先：西宮市貝類館
〒662-0934 西宮市西宮浜 4-13-4
TEL/FAX 0798-37-0485

影

で地形がよくわかります︒

（日）

月 26 日撮

仁川の広河原は﹁ピクニックセンター﹂と

12 月 3 日

和 43 年）5

呼ばれ︑キャンプやフォークダンス︑ボート

遊ぼう屋

1968 年（昭

甲山周辺の生きものウォッチング

●集合：鷲林寺農地（阪急・阪神バス「甲山墓園前」下車）
●参加費：大人1000円・こども500円
（サツマイモ持ち帰り代含む） 3歳以下無料
●定員：30名程度（応募者多数の場合は抽選）
小学生以下保護者同伴
●締切：10/3（必着）

おいしい海の幸は山の
恵みの賜物 ? 兵庫県漁業
協同組合連合会の協力を
得て、野外調理＆ランチを
楽しみながら、この答えを
探ります !

雨天時は中止

遊び等で賑わっていました︒

（日）

1967 年（昭和 42 年）
3 月撮影

西宮市貝類館 & 西宮市立甲山自然環境センター
連携イベント

10:00-12:00

11 月 12 日 ぎょぎょ !? 里山で海の幸を野外調理
10:00-15:00

50 年 !!

開設して

■甲山自然の家・甲山キャンプ場・甲山自然学習館
阪神西宮駅発（阪神バス）鷲林寺線
「甲山大師」下車 徒歩 10 分

■社家郷山キャンプ場
阪急逆瀬川駅発（阪急バス）かぶとやま荘行
「かぶとやま荘」下車 徒歩 1 分
阪急西宮北口駅発（さくらやまなみバス）
JR 西宮・さくら夙川・阪急夙川経由
「かぶとやま荘」下車 徒歩 1 分

甲山自然環境センター

http://kabuto.leaf.or.jp
甲山ブログ

発行：西宮市立甲山自然環境センター
〒662-0001兵庫県西宮市甲山町67番地
TEL・FAX/ 0798-72-0037（9:00～17:00）
企画：指定管理者 ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会（LEAF）

