
 

２０２０年５月２３日 

２０１９年度（令和元年度）事業実績 

特定非営利活動法人六甲山の自然を学ぼう会 

 

１．活動の成果 
 本会は灘浜サイエンススクエアでの環境学習事業（自然教室）をメイン事業としているが、この事業の

内、２０１９年度は実体顕微鏡１台の新規導入などにより子ども向けイベントの内容のさらなる拡充を図

った。しかしながら、新型コロナウィルスの影響で主体としている灘浜サイエンススクエアでのイベント

が２月以降中止となったため結果として昨年より低調な実績となった。 
 
２．六甲山及びその周辺地域の環境保全教育事業 

 ①神戸市立森林植物園納での生き物関連イベント『いきもの好き集まれ！！』  

  ７回実施  事業収入：１４７千円 

  ②新型コロナウィルス感染拡大防止のための神戸市助成金でのイベント 

  『アカガエルのオタマジャクシの観察と春を見つけよう！！』 ５回実施  事業収入：５０千円 

 ③六甲山ビジターセンター常設のパンフレット印刷 

   ・神戸六甲山のアジサイ １５００部印刷 

   ・神戸六甲山のカエデ属樹木  １５００部印刷 

   ・神戸六甲山のチョウと食草Ⅱ １５００部印刷 

    事業収入：９８．５千円 

④広陵小学校 環境学習 （里山和楽会からの依頼） 

  ２０１９年１０月２１日（月）実施  

    事業収入：１００千円 

 

３．企業による六甲山及びその周辺の環境保全活動への支援事業 

①灘浜サイエンススクエア 自然教室  参加者数 １,４５４名（神戸こどもエコクラブ発表会含む） 

 



 

②灘浜サイエンススクエア ビオトープ整備事業 

  整備作業 １１回実施 

  

 ③神戸製鋼 環境保全事業  

１）六甲山についてのパンフレットの印刷。配布 

パンフレット名 印刷部数 配布場所 配布時期 

① 神戸・六甲山のアジサイ ３,０００部 神戸市立森林植物園 2019 年 6 月 

② 神戸・六甲山のカエデ科植物 ３,０００部 神戸市立森林植物園 2019 年 11 月 

① ～④のパンフレットとも配布開始後１月以内に全部数を配布完了 

２）コベルコの森で遊ぼう 

２０１９年８月２５日（日） コベルコの森（兵庫県立三木山公園）で実施  

参加者６０名（内 子ども３０名） 

内容：ネイチャーゲームや生き物観察などの体験学習を実施。  

  ３）こうべ環境未来館エコ講座（顕微鏡でのぞこう！蝶のふしぎ） 

・２０１９年７月１５日（祝）１０時～１５時３０分 

     午前の部  １０時～１２時 

     午後の部  １３時３０分～１５時３０分 

・参加者数 

     午前の部：子ども２７名   午後の部：子ども２０名 

  ４）Ｅｃｏｗａｙの森の森林整備 

    ・森林整備本番活動 ２回実施 

      ・森林整備事前活動 ３回実施 

５）貴重植物の保護 

(1)ハバヤマボクチの自生地での保護活動 

ハバヤマボクチ（キク科：兵庫県レッドデータ）の自生地（神戸市北区山田町）の保全作業と 



種を採取し、１４株苗を育成した。７株を自生地にて植栽し、残りの 7 株をあいな里山公園と 

神戸市立森林植物園に植栽した。 

(2)ヤブレガサモドキの自生地での保護活動 

ヤブレガサモドキ（キク科：兵庫県レッドデータＡランク）の自生地（神戸市北区山田町）で市民

団体（里地・里山の保全推進協議会）が保護活動を行っているが、当会より刈払機消耗品などを支

給した。 

６）いきもの塾 

      (1)目的 

      いきものに非常に興味を持っている子どもを発掘し、その適性をさらに伸ばして 

いく。成果の評価として夏休みの自由研究で神戸市などでの受賞を目指す。 

(2)受講人数実績 

      小学生（個別指導１０名、集合教育１２名）  

(3)実施場所 

・オープニングイベントと説明会： 灘浜サイエンススクエアホール 

・集合教育・座学・自由研究制作： 灘浜サイエンススクエア 会議室 

・フィールドでの観察 

           あいな里山公園他 

(4)スケジュール 

・４月 説明会 募集開始 

・５～７月 座学とフィールドでの実習・研究 

・８月後半 自由研究制作 

(5)成果 

個別指導１０名中、３名の自由研究が地方自治体の理科作品展に出展でき、 

2 名が出版社のコンクールに入賞できた。 

 

２０１９年度いきもの塾 成績一覧 

 

学年 コース 自由研究の成績（実績）

小３　女子
植物
　・冬芽⇒芽吹き⇒若芽の変化の観察
　・森林植物園の２～６月の花の観察

『小学８年生』第２回夏休
み宿題・自由研究大作戦
大賞　努力賞

小３　女子
ミツバチ
　・花粉団子のついたミツバチの体の観察
　・夏の蜜源植物の花粉の観察

『小学８年生』第３回夏休
み宿題・自由研究大作戦
大賞　努力賞

小２　男子
クマムシ
　自宅付近のクマムシ調査

西宮市理科展　出展

小４　女子
チョウ
　・アゲハチョウの飼育と観察
　・食草の違いによる成長過程の観察

小５　男子 神戸市理科展　出典住吉川の下流から中流域の生き物の観察

小２　女子
プランクトン
　・灘浜サイエンススクエアのビオトープや
　　水田でのプランクトン観察

小６　女子
プランクトン
　・小学校の水田のプランクトン観察

爬虫類
　カナヘビの飼育と観察

小３　男子
神戸市理科展　出展
学校特選

トンボ
　周辺環境の違う池のトンボの種類の観察

中１　女子
クマムシ
　・中学校周辺のクマムシの調査
　・乾眠状態での耐環境性の調査

小２　男子



④コベルコシステム 森の世話人活動 

実施日 イベント名 スタッフ数 

2019/4/27 中間活動  ８ 

2019/5/25 中間活動 １３ 

2019/6/30 中間活動  ７ 

2019/7/13 中間活動 １２ 

2019/9/7 中間活動 １０ 

2019/10/5 第 30 回事前準備 １１ 

2019/11/2 第 30 回「森の世話人」活動 １２ 

2019/12/7 中間活動  ４ 

2020/1/11 中間活動 ８ 

2020/2/15 中間活動 ９ 

2020/2/29 中間活動 ９ 

2020/3/20 中間活動 １１ 

2020/3/28 中間活動 ８ 

※：第 31回「森の世話人」活動と第 32回「森の世話人」活動は新型コロナウィルスのため中止 

 

⑤コベルコシステム 六甲山自然保護センター前花壇整備 

     ２回実施予定 

 

４．助成金 

  新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う子どもの安全な居場所確保のための屋外活動への助成 

令和元年度対象事業 

『アカガエルのオタマジャクシの観察と春を見つけよう！！』 ４８千円 

 

５．寄付金 

 ・日本アイ・ビー・エム株式会社 ２１０千円 

 

６． 社員定期総会開催実績 

開催日時 ２０１９年５月１８日１３時３０分～１４時 

開催場所 灘浜サイエンススクエア 
社員数 １６名 （内訳：本人出席 6 名、委任状出席 10 名） 

出席社員数 １６名（内訳 本人出席１０名 委任状出席６名） 
・第一号議案 平成 30 年度事業報告、財産目録、貸借対照表および収支計算書付議の件 
・第二号議案 理事長、副理事長、理事、監事の選出の件 
・第三号議案 令和元年度事業計画および収支予算書付議の件 
・第四号議案議事録署名人について 

 

７．理事会開催実績 

実施日／ 

出席者 

議案 

2019 月 4 月 13 日 

全理事、監事出席 

第１号議案  2018 年度会計報告、会計監査報告について 

第２号議案  第 14 回総会の議案について 

第３号議案  監査報酬家改定について 

第４号議案  実体顕微鏡の更新について 

第５号議案  『コベルコの森で遊ぼう』について 



2019 年 5 月 11 日 

全理事出席 

第１号議案  第１３回総会資料（18 年度事業実績、活動計算書、 

18 年度事業計画、活動予算）の確認について 

2019 年 9 月 21 日 

全理事出席 

第１号議案  灘浜サイエンスクエアでの年間業務委託費の増額について 

第２号議案  会の銀行口座（三井住友銀行）のネットバンキング移行について 

第３号議案  灘浜サイエンススクエアでの事業におけるスタッフ日当の立替 

について 

第４号議案  いきもの塾（報告）について 

2019 年 11 月 23 日 

全理事出席 

第 1 号議案  会の銀行口座（三井住友銀行）のネットバンキング移行について 

第 2 号議案  細則の変更について（会員が満８０歳になった時のお祝い） 

第 3 号議案  六甲山花カレンダーの収益について 

2020 年 2 月 29 日 

全理事出席 

第 1 号議案  2020 年度の事業予定について 

第 2 号議案  自由研究コンクールについて 

第 3 号議案  2019 年度の収益予想について 

 

 

 
事業収益・流動資産・固定資産の推移（２００７年度～２０１９年度） 
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