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*********************************************** 

はじめに 
国営明石海峡公園神戸地区 
http://www.kokueiakashi.go.jp/kobe.html 

ホームページに「あいなの里山と仲間たち」のページが加

わりました。皆さんぜひご覧ください。 

*********************************************** 

9 月に入ってからも暑い日がつづきましたが、よう

やく秋らしくなってきました。しかし、今年は大型台

風が 2 度も近畿地方を襲ったため、あいなの里山で

も紅葉ではなく、風や塩害により枯葉が目立っていま

す。先月の里山管理講習はスズメバチやマムシの勉強

をしましたが、これからの季節は、一番危険な時期で

す。里山に入る際には、くれぐれも注意しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国営明石海峡公園神戸地区では、あいなの里山を活

かした公園の整備や運営を目指しています。また、市

民による自主的な活動や事業をとおして、皆様といっ

しょにつくりつづけています。 

あいな里山情報では、あいな里山に関わりの皆様に

講習やサロン等の情報をご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************** 

里山管理講習 ～公園事務所主催～ 
http://www.kokueiakashi.go.jp/satoyamakanri.html 
問い合わせ先   里山管理講習事務局 担当：影山、昆 
TEL :0120-982-708 
FAX :0120-982-812 

*********************************************** 

講習では里山管理技術やプログラム運営方法など

里山で活動するために必要な基本的な技術を学んで

います。 
9月の講習は、「野外の危険生物と秋草を学ぶ」と

題して、草本、樹木の調査、スズメバチやマムシの対

処方法から救急対応の勉強をしました。10月はチェ

ーンソーの講習ですが、３０、３１日の両日とも講習

生のみのプログラムとなっており、聴講はできません

ので御了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

色づき始めたカキ 

野外の危険生物「マムシ」に 

おっかなびっくり 

 
 
 
 

紅葉がきれいな

ヤマウルシも 

かぶれやすいの

で、ご用心！ 

★連絡・問い合わせ先★ 

この情報は国営明石海峡公園事務所が過去に「あいな里

山サロン」、「あいな里山づくりプロジェクト」「あいな里

山まつり」等に参加された方を対象にお届けしています。

配信停止希望、お問い合わせなどは、下記まで FAX で

お願いします。 

国営明石海峡公園神戸地区 ＦＡＸ：０７８ー５９３－３９４４ 

また、それぞれの情報の詳細については、各事務局まで

お問い合わせいただきますようお願いいたします。 

◆今後のスケジュール(聴講不可のプログラムもあります)

・10月 30日(土)、31日(日) 「チェーンソーによる伐

採を学ぶ」 ＊30、31日両日共聴講不可 

・11月 20日(土)、21日(日) 「樹林管理実習」 

＊21日は聴講不可 

・12月 11日(土) 「樹木の特質」 

・12月 12日(日) 「まとめ」 

※都合により変更する場合があります。 



第６号                                             国営明石海峡公園事務所 

*********************************************** 
あいな里山サロン 
http://www.kokueiakashi.go.jp/ainasalon.html 
あいな里山サロン支援チーム事務局 地域未来研究所内 
TEL 077-522-6163             担当：田渕 
FAX 077-522-6231 

*********************************************** 
あいなの里山で何かしたい！ 

どんなことをしているの？ 

新しい仲間がほしい！ 

何かしたいけどわからない？ 

あいなの里山に関心を持たれたら、サロンにぜひお

越しください。どなたでも大歓迎です。今の状況や思

い、問題点やアイデアなど、みんなが持っている様々

な意見を自由に交換する場です。 
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また、常設サロンに引き続いて計画サロンを開催 

いたします。計画サロンは、今後公園の設計を進めて

いくために、事業提案者や許可申請者の方々から意見

をお聞きする場です。午前～午後連続の長丁場となり

ますが、関係する方々にお集まりいただき、具体的な

意見を出していただきたいと思います。計画に興味の

ある方もお気軽にご参加ください。 

(当初、常設サロンは10月 23日でしたが、16日

に変更しました。) 

・10月１６日（土）  

◆場所：藍那公民館 神戸市北区山田町藍那(神戸電鉄藍那駅

北へ徒歩5分) 

9：30～12：00 常設サロン 

○ルールVer.2 

  国営明石海峡公園神戸地区の「ルールVer.2.0」策定作
◇ ルールサロン

 
つくりつづける公園を実現していくために、全体の

ールやこまやかな公園の運営・管理・利用の検討、

織等について必要だと思うことを一歩一歩絶える

となく議論しています。ぜひお越し下さい！ 
10月 12日（火）19:00 ～ 20:50 

◆場所：兵庫県立神戸生活創造センター(神戸クリスタルタ

ワー 4階  創作工房Ｂ) 

神戸市中央区東川崎町1-1-3(JR神戸駅すぐ南) 

10 月 26日（火） 19:00 ～ 20:50 

◆場所：兵庫県立神戸生活創造センター(神戸クリスタルタ

ワー ５階  会議室Ａ) 

神戸市中央区東川崎町1-1-3(JR神戸駅すぐ南) 

１1月 9日（火） 19:00 ～ 20:50 

◆場所：神戸市勤労会館 409号 

     神戸市中央区雲井通5-1-2(JR三宮駅東へ5分) 

◇◇  ルルーールルササロロンン  

業が進んでいます。このルールの共有や試行についてみ

んなで意見を交換します。 

○報告 

 ・第１回スタッフ研修＠国営備北丘陵公園 

 ・パイロット事業支援事業の審査～フォローアップ 

 ・マッチングサロン 

○協力・支援者募集 

 ・情報支援 

  市民や事業者などの視点からみた「あいなの魅力」や

「あいな里山での活動」などを、取材・編集しホーム

ページやニュースレターで発信する作業をお手伝いい

ただきます。 

 ・運営協力 

  種々な分野でマネージャーとしての経験がある方に事

業提案者への協力をお願いいたします。 

（休憩・昼食） 

   ※昼食は各自ご用意ください。 
◇ ロ常設サ ン＆計画サロン
藍那の里山・公園で誰かと何かを始めたい、すでに

動している団体として関わってみたい、また公園事

ってどういうものかちょっとのぞいてみたいと思

たら、ぜひ常設サロンに来てみて下さい。飛び入り

参加も大歓迎です。 

◇◇  常常設設ササロロンン＆＆計計画画ササロロンン  

    なお、当日、「あいな茶屋」からたきこみご飯（300

円）を用意していただけます。ご希望の方は、前日

までに中西さん(担当責任者)までご注文ください。 

（Tel/Fax 078-596-1380） 

13：30～17：00  計画サロン 

公園での事業を申請、あるいは予定している皆さんが、事
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業者の立場で公園プランを確認し、意見を出し合い、合意し

ていく場です。 

今回（第２回）は、木見川より北、藍那口近くのエリアを

対象とし、土地利用や基盤整備について、みなさんの事業計

画に基づく具体的な意見をお聞きし、計画へ生かしていくこ

とを目的としています。 

事業申請者のみなさんには少なからず影響があると思われ

ますので、ぜひご出席ください。 
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３．プレゼントガーデン「知的障害者による里山型公園管理

の適応事業」 

知的障害者による公園管理業務の実施を目標とし、里

山管理の習得と竹の楽器アンクルン演奏による広報活動

の実施を行う。 

*********************************************** 

市民の動き 
公園を使った自主的な活動や事業展開・試行 

*********************************************** 

 

 
◇ 屋外常設サロン
11月 27日（土） 10:00～ 

場所：現地 あいなボード前  

内容：秋の藍那を、みなさん一緒に歩きませんか？ 

あいなで実際に活動をはじめている方、何かやろう

と計画を進めている方と一緒にその活動場所を見な

がら･･･なんていいですよ。ご一緒にいかがですか？ 

********************************************** 
いな里山・公園パイロット事業支援 

ttp://www.kokueiakashi.go.jp/aina20040728-pilot.html 
いな里山サロン支援チーム事務局 ㈱地域未来研究所内 
EL 077-522-6163              担当：田渕 
AX 077-522-6231 

********************************************** 

神戸地区で活動する事業並びに組織の基盤強化を

るため、国営明石海峡公園事務所では「あいな里

・公園パイロット事業支援」を実施しました。 

事業申請は14団体からの応募があり、9月 11日

審査において、以下の3事業が採択されました。 

．藍那里づくり協議会「あいな茶屋」 

  藍那地域と公園の連携を担うため、里山で採れた旬の

素材を使って、藍那に伝わる食事や喫茶を提供し、「あい

なブランド」(農林産物、加工品)を生み出す。また、来訪

者に昔からの生活の知恵や技術を伝える「体験教室」を

開催するための準備に着手する。 

．茅葺屋「あいなカヤシステムズ」事業 

  他の里山活動と連携しながら茅葺技術を活用するため、

倉庫を建設して材料保管を始め、茅の流通によるネット

ワークを構築する。神戸地区を茅葺きの地域拠点とする

ことを目指していく。 

◇◇  屋屋外外常常設設ササロロンン  「あいな里山」では、すでに市民の皆さんが自主的

な活動や事業の準備を始めています。現在行われてい

る活動・事業の内容をお知らせします。興味のある方

はぜひあいなの里山に足をお運びください。 
 

「棚田休耕田に蕎麦を作ろう会」 
荒れた休耕田を何とかしようと奮闘しているグループ。今年は、

草刈、開墾と蕎麦を作る下地づくりが大変でした、でも、しっか

り咲いた蕎麦の白い花はきれいです。第 4土曜日が活動日となっ
ています。ぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソバの花  

 

 
「あいな茶屋」藍那里づくり協議会 
藍那における食など生活の伝統を伝え残していこうとして、江戸

時代の食器や新鮮な里山の食材をつかった料理を現在試行してい

ます。藍那のお母さんたちのグループです。 

 

 

 

 

 

 

「あいな茶屋」試食会 
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☆動き始めているグループ 

●兵庫きのこ研究会：里山保全を兼ねたキノコの育成試行 

●日本野鳥の会兵庫県支部：鳥類の観察と調査 

●里人(さとんちゅ)：事業に向けた里山空間の整備 

●あいな里山ビオパーク：里山保全を兼ねた圃場ビオトープ

活用 

●兵庫・水辺ネットワーク：生き物の域内保全 

●棚田休耕田蕎麦を作ろう会：棚田休耕田再生 

●あいな耕作くらぶ：里山の保全、耕作体験 

●神戸市北区「親子こめづくり道場」：自然学習、農作業体験、

地域交流 

●あいな里の山ネットワーク：里山素材の学校での有効活用、

あいな里の山講座(里山の自然、歴史、文化の理解) 

●あいな炭焼くらぶ：里山保全、炭焼技術の伝承 

●藍那里づくり協議会「あいな茶屋」：藍那の伝統、生きがい、

素晴らしさの伝承 

●ユニセフパークプロジェクトファシリテーター：ファシリ

テーター養成、遊び場づくりのシュミレーション 

 

「あいな耕作くらぶ 自主イベント」 

「稲刈り＆収穫祭(もちつき)」開催！ 

あいな里山で畑の耕作や水田耕作の活動をしてい

る「あいな耕作くらぶ」今年は、水田を 2 枚復活さ

せ、モチ米を植えました。夏にイノシシの被害にあい

ましたが、半分は何とか無事でした。 

そこで里山情報を見ていただいている市民の方に、

稲刈りともちつきを楽しんでもらいたいと「あいな耕

作くらぶ」が自主イベントを企画します。詳細は、下

記の通りです。お申し込み等は「あいな耕作くらぶ」

の事務局に直接お問い合わせください。 

稲刈り 

・日時：平成16年10月 17日(日) 

9:30から12:00頃まで 

・場所：国営明石海峡公園神戸地区公園予定地内 

収穫祭(もちつき) 

・日時：平成16年 11月 28日(日) 

9:30から12:00頃まで 

・場所：国営明石海峡公園神戸地区公園予定地内 

◆定員：50家族 

◆会費：あり(両日で一家族1500円程度 おもち付) 

◆問合せ＆申込先：あいな耕作くらぶ 東下宣子  

電話＆FAX ０７８－５９１－３１５０ 

E－mail:nobuko17higasisita＠m6.dion.ne.jp 

◆備考：どちらか一日だけの参加も可能です。 

 
【位置図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神戸電鉄粟生線 
藍那駅 

0 100 400m200 

 藍那小学校  

藍那公民館 

N 

藍那辻 

あいなボード 

☆編集後記☆ 
里山を歩いているとマムシやスズメバチに当たり前のよう

に出会います。秋になると両方とも、気が荒くなるようで

す。実はヘビが大の苦手な私ですが、これもまた里山です。

(またやん) 

国営明石海峡公

 〒651-1104 神戸

FAX  ０７８－

URL   http:

E-mail  kob

担 当  本位

常設サロン 開催場所 
(藍那公民館) 

あいな耕作くらぶ 稲刈＆収穫祭 集合場所 
屋外常設サロン 集合場所 
あいなボード前 
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//www.kokueiakashi.go.jp/ 

e@kokueiakashi.go.jp 

田 有恒 （ほんいでん ありつね）


