
令和４年度「ひょうご森の日」イベント内容（「初めて森に触れる人におすすめ」イベント）※神戸・阪神地区

No イベント
分類

開催日時 イベント(活動)名・内容 開催場所 開催場所
（大字）

集合場所 集合時間 参加費用/申込
参加申込み先
問い合わせ先
（団体名）

持ち物、
注意事項

その他

1 森を楽しむ
10月１日（土）
8：40～16：00

秋の東お多福山親子ハイキング
・ガイド付きのハイキング
・親子で楽しむことができるハイキングコース

東お多福山
（神戸市・芦屋市）

芦屋市奥山 ＪＲ芦屋駅南口 8:40 無料/要申込

〒653-8767
神戸市長田区二葉町5-1-32
兵庫県神戸県民センター東お多福山親子ハイキング
受付係
TEL： 078-647-9096

携帯トイレ・昼食持参、交通費は自己負
担

2 森を楽しむ
10月2日（日）
10:30～

薬樹観察会「山の薬箱」
身のまわりのくらしに役立つ植物に詳しくなれる講座

神戸市立
森林植物園

神戸市北区山田町上谷上
神戸市立
森林植物園

10:30 200円/要申込
神戸市立森林植物園
TEL:078-591-0253

申込受付は開催日の一ヶ月前から
入園料、駐車料別途必要

https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

3 森を守る
10月8日（土）
9:30～12:30

木の伐採体験会
木を伐って、みんなの森を育てよう
①５歳以上（小学生以下は保護者同伴）　②定員２０名（先着順）

ナシオン創造の森
（西宮市）

西宮市国見台
ナシオン創造の森
入り口

9:30
要申込

参加費１人200円
（保険料込）

ナシオン創造の森育成会
中尾　ntoshi69@gmail.com

道具類は当方で用意
長ズボン、長袖、運動靴の動きやすい服
装で水筒、手袋、タオル持参。

https://www.nacion-souzounomori.com/

4 森を楽しむ
10月8日（土）
10:30～

第7回自然観察講座「植物なぜなぜ入門」秋編～たねのふしぎ発見～
たねのふしぎなどを解説したのち、園内観察へ出かけます。

神戸市立
森林植物園

神戸市北区山田町上谷上
神戸市立
森林植物園

10:30 200円/要申込
神戸市立森林植物園
TEL:078-591-0253

申込受付は開催日の一ヶ月前から
入園料、駐車料別途必要

https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

5 森を楽しむ
10月9日（日）
10月10日（祝）
10:00～

秋の草木と遊ぼう
「実りの秋」を迎えています。草や木の実を使って遊んだり、
 作ったり、秋の実りを感じる。

神戸市立
森林植物園

神戸市北区山田町上谷上
神戸市立
森林植物園

10:00 無料
神戸市立森林植物園
TEL:078-591-0253

当日受付
入園料、駐車料別途必要

https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

6 森を楽しむ
森を守る

10月9日(日)
10月23日(日)
11月3日(木)
11月13日(日)
10:00～16:00

イベント名:山をまるごと遊ぼうこのゆびとまれプロジェクト
略して「ゆびとま」
・インスタ映えするツリーハウス周りで記念撮影
・竹伐採、竹焼却などフィールドの竹林整備、
　ツリーハウス補強や竹のパーゴラ作成・薪ストーブ、七輪で、
  焼き芋などの秋の味覚を楽しむ。

権太夫大神（ごんだゆう
いなり）（神戸市兵庫
区）

神戸市兵庫区天王町 神戸市バス石井橋バス停 10:00 有料/要申込

〒675-0054
加古川市米田町平津２４５－１
ＮＰＯ法人　Co-creation　このゆびとまれ
理事表　京橋健一郎
FAX 079‐439‐2279
ﾒｰﾙ：yubitoma2019@gmail.com

弁当、飲み物持参、道具は主催者で用
意、軍手、長そで長ズボン、作業のでき
る服装

https://www.facebook.com/yubitoma201
9/

7 森を楽しむ
10月22日（土）
10：00～12：00

自然観察会
～調べてみよう　木の実と草の実～
・公園内の散策路を歩きながら、野鳥が
　好む木の実や草の実、虫などを観察します

県立宝塚西谷の森公園
東の谷

宝塚市境野
県立宝塚西谷の森公園
東の谷

10:00受付終了 無料/要申込

〒669-1222
宝塚市境野字保与谷14-1
TEL 0797-91-1630
FAX 0797-91-1631
HP http://nishitaninomori.jp
メール info@nishitaninomori.jp

野外で活動します
飲み物、作業しやすい服装

http://nishitaninomori.jp/

8 森を楽しむ
10月22日（土）
～11月30日（水）
9:00～

森林もみじ散策
イロハモミジなど紅葉を代表するカエデの仲間だけでなく、秋に色づく様々な木々に出会えます。
移り変わっていく景色をお楽しみください。

［期間中のイベント］
①紅葉のライトアップ
11月3日（木・祝）～30日（水）16:30点灯
一部の区域でイロハモミジやメタセコイアなど昼間鮮やかな紅葉が一転、
光に照らされて神秘的な姿を見せます。

②森林もみじ散策会
10月22日（土）～11月30日（水）
期間中の土・日・祝
午前の部10:30～　午後の部13:30～
案内スタッフのガイド・解説を聞きながら、華やかに彩られた秋の森を散策します。

③紅葉コンサート
10月29日（土）
1回目11:30～　2回目13:30～
エコシンガー石田裕之さんによる秋にぴったりの選曲でギターと歌の優しい音色を、
色づき始めた紅葉とともにお楽しみいただけます。

④第8回自然観察講座「木の実と紅葉めぐり」～秋模様を愉しもう～
11月2日（土）10:30～12:30
紅葉真っ盛りの森林植物園。園内の木の実との出会いもお楽しみに！
200円/要申込

神戸市立
森林植物園

神戸市北区山田町上谷上
神戸市立
森林植物園

9:00
無料

④プログラム有料
(200円）

神戸市立森林植物園
TEL:078-591-0253

当日受付
入園料、駐車料別途必要

https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

9 森を楽しむ
10月23日（日）
10：00～15：00

西谷の森まつり
・工作をしてもらったり遊具で遊んでもらったりします
・詳細は決まり次第HPにて掲載します（飲食関係はコロナ次第です）

県立宝塚西谷の森公園
東の谷

宝塚市境野
県立宝塚西谷の森公園
東の谷

9:30より受付開始
（参加人数が限られてい
るもの・予約制の催しは
人数に到達次第受付終

了）

一部有料
（飲食・野菜・苗等）/当

日申込有

〒669-1222
宝塚市境野字保与谷14-1
TEL 0797-91-1630
FAX 0797-91-1632
HP http://nishitaninomori.jp
メール info@nishitaninomori.jp

工作や遊具は当日予約制にします http://nishitaninomori.jp/

10 森を楽しむ
10月30日（日）
10:00～12:00

摩耶の森クラブ アサギマダラ観察会
参加形態
・先着30名　ネット申し込み
・摩耶山の自然観察に興味のある方歓迎

摩耶自然観察園（神戸
市）

神戸市灘区摩耶山町 摩耶自然観察園 10:00 無料/要申込

〒651-1102
神戸市建設局公園部森林整備事務所
TEL 078-371-5937
FAX 078-371-1087
ﾒｰﾙ ryota_furuya@office.city.kobe.lg.jp

少雨決行、荒天中止
http://kobe-
mori.jp/mayanomori_hp/index.htm

11 森を楽しむ
森を守る

10月30日（日）
10:00～15:00

こうべ森の文化祭2022～自然と親しみ、学び、遊ぶ～
参加者を広く集め、誰でも参加可能なイベント。六甲山で活動する各市民団体、
森林植物園等の施設、行政機関等がブースを設置しイベントを開催
・苗木植栽、丸太切り体験、キノコ観察ツアー等の参加型イベントを実施
・各イベントブースで、木工工作、標本・パネル展示等を実施

再度公園（神戸市） 神戸市北区山田町下谷上 再度公園 10:00より開催
無料・申込不要

内容により当日の
事前申込必要

〒651-1102
神戸市建設局公園部森林整備事務所
TEL 078-371-5937
FAX 078-371-1087
ﾒｰﾙ masashi_sakata@office.city.kobe.lg.jp

参加型イベントに
参加される方は、
動きやすい服装

http://kobe-mori.jp/index.htm

12 森を楽しむ
11月19日（土）
10:00～12:00

摩耶の森クラブ 晩秋の植物観察
（参加形態）
・先着３０名　ネット申し込み
・摩耶山の自然観察に興味のある方歓迎

摩耶自然観察園
（神戸市）

神戸市灘区摩耶山町 摩耶自然観察園 10:00 無料/要申込

〒651-1102
神戸市建設局公園部森林整備事務所
TEL 078-371-5937
FAX 078-371-1087
ﾒｰﾙ ryota_furuya@office.city.kobe.lg.jp

少雨決行、荒天中止
http://kobe-
mori.jp/mayanomori_hp/index.htm


