9 月 の プログラム
処暑
９/３
８/12
（日）
（土）

事前申込･受付８/２～

有料

あいな里山 ☆ おもしろ植物観察会
察会

白露
９/９
（土）

●日時：９月３日 ( 日 )10:30 ～ 12:30( 小雨決行 )
●集合：長屋門前 申込確認 10:00 ～
●内容：名物講師による植物観察会。今回のテーマは
秋の七草。自然と暮らしとのつながりを考える貴重
な機会です。子どもたちの参加も大歓迎。
●講師：三宅 慎也氏
●対象：小学生以上
●定員：25 名（申込み先着順）
●参加費：100 円／名（資料代）
●持ち物と服装：飲み物、タオル、虫よけ、雨具、メ
モ帳／長そで･長スボン、帽子、運動靴
当日自由見学･参加

無料

竹の水鉄砲で“ 源平合戦 ”ショー
～水でっぽうあそびもあるよ～

●日時：９月 10 日 ( 日 ) ｼｮｰ見学 10:00 ～ 12:00
（小雨決行）
水 遊 び 12:30 ～ 14:00
●場所：切り通し草地（小野水田西側）
●内容：竹で作った水鉄砲とやぐら、盾を使って、大
学生たちが藍那の歴史にちなんだ源平合戦ショーを
繰り広げます！どなた様も観覧自由。ショーの後は、
竹の水鉄砲で遊べるよ。※（注）ショーへの参加はできません
●共催：神戸芸術工科大学あいな里山プロジェクト
（担当：曽和具之）
●見学・参加費：無料
●持ち物と服装（水鉄砲遊びに参加の場合）：
飲み物､タオル／動きやすく汚れても
よい服､運動靴､帽子

秋分
9/24
（日）

事前申込･受付８/２２～

有料

親子で米づくり“ 稲刈り ”
～秋の自然あそびとお楽しみランチも～

●日時：9 月 24 日 ( 日 )10:30 ～ 15:00( 小雨決行 )
●集合：白拍子の家 受付 10:00 ～
●内容：うるち米、もち米の稲刈り体験！竹細工や紙
飛行機、水遊びもあるよ。お楽しみランチ付き♪
●共催：NPO 法人シニアしごと創造塾､学半舎 1995
●対象：どなたでも ※小学生以下は保護者同伴
●定員：60 名（申込み先着順）
●参加費：600 円／名（昼食、体験実費代）
※大人子どもとも。但し昼食・体験なしの乳幼児は無料

●持ち物と服装：飲み物､軍手､タオル､虫よけ､
着替え､雨具／長そで･長スボン､帽子､長靴

有料

里山 de ヨガ
～ココロもカラダもリラックス～

～【初秋編】秋の七草をまなぼう～

９/10
（日）

事前申込･受付８/８～

●日時：９月９日 ( 土 )10:30 ～ 12:45( 小雨決行 )
●集合：長屋門前 申込確認 10:00 ～
●内容：板張りの茅葺き舞台でのヨガはいかが？初め
ての方やご年配の方も大歓迎。ヨガの後は、里山作
時間は前半 60 分）
業と野菜の収穫体験も♪（ヨガの時間は前半
●講師：小倉 千紗子氏
●対象：小学生以上
●定員：20 名（申込み先着順）
●参加費：500 円／名
あり 100 円）
●持ち物と服装：ヨガマット（貸出あり･100
またはバスタオル、飲み物／ 動きやすい服装

９/16
（土）

事前申込･受付８/１４～

秋の鳴く虫を聴く夕べ

有料

夜間開園

●日時：9 月 16 日 ( 土 )17:45 ～ 20:00( 雨天中止 )
●集合：相談ヶ辻の家（申込確認は森 B 駐車場にて 17:20 ～）
●内容：リーンリーン、チンチロリン♪初秋の風物詩
“ 鳴く虫 ”のお話を聞いたあと、夜の里山に出かけ
合唱を楽しみながら、声を聴き分けてみましょう。
注意 入口はしあわせの村連絡口のみとします。
（お車またはしあわせの村発の送迎バスでの入園に限る）

●講師：鳴く虫研究会 きんひばり
●対象：小学生以上 ●定員：50 名
●参加費：200 円／名
●持ち物と服装：懐中電灯､飲み物､
虫よけ､雨具／長袖･長ズボン､運動靴
◎申込まれた方には､後日詳細を郵送でお送りします。

９/30
（土）

当日受付

無料

探鳥会 in あいな里山公園
～バードウォッチングを楽しもう～

●日時：9 月 30 日 ( 土 ) 10:30 ～ 12:30( 小雨決行 )
●集合：長屋門前 当日受付 10:00 ～
●内容：鳥たちは秋の渡り最盛期。木の実に集まるヒ
の間の出会い
タキたち、大空を舞うサシバ。束の間の出会い
を楽しみましょう。
●共催：日本野鳥の会ひょうご
●対象：どなたでも
●参加費：無料
●持ち物と服装：飲み物、タオル、（あれば）双眼鏡、
小型の図鑑、フィールドノート／帽子、運動靴
※双眼鏡の貸出しもあります（無料）

実りの秋！黄金の秋！おいしい秋！
あいな里山へあそびにいこう♪
●稲刈り体験
●さつまいも掘り
●⼲し柿づくり
●丸太切り・薪割り体験
●草⽊染め
●炭焼き体験

●秋の野草観察会
●きのこ観察会
●⽔辺の⽣きもの観察会
●野⽣動物ワークショップ
●⽵細⼯・クラフト
●お楽しみ飲⾷ など

雨天時の対応について

お申込み方法
●電話のみの受付
電話のみの受付とさせていただきます。

●天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、

●受付時間：
受付時間：受付開始日以降の
受付開始日以降の 9：00 ～ 17：00

開始の 2 時間前までに当公園のホームページやフェイ

※申込開始日時前にお電話をいただいても受付できません。

スブックにてお知らせします。
スブックにてお知らせ
●中止の場合、個別のご連絡はしませんが、直接確認し

●受付は先着順
先着順とさせていただきます。
●参加される方全員の ①お名前 ②年齢 ③お電話番号

たい場合は８：30 以降に電話でお問い合わせください。

④ご住所（市区まで） をお伝えください。
※個人情報はプログラムに関する連絡用以外には使用しません。

プログラム当日の注意点

●すでに定員に達している場合、ご希望があれば「キャ
ンセル待ち」として受付します。
●小学生以下のお子様は保護者の方の付き添い
小学生以下のお子様は保護者の方の付き添いをお願い
しています。保護者の方も一緒にお申し込みいただき、
プログラムにご参加ください。

●当日はプログラムの進行に支障が出ないように、開始
開始
時刻に遅れそうな場合は必ずご連絡下さい。
時刻に遅れそうな場合は必ずご連絡
●有料プログラムは、当日受付にて参加費を徴収します。
（入園料、駐車料金は別途お支払いください）
作業や観察に適した安全な服
●屋外でのプログラムは、作業や観察に適した安全な服
装でお越しください。場合によっては、安全上の理由

プログラムのキャンセルについて

から参加をご遠慮いただくことがあります。

●準備物等にも影響が出ますので、キャンセルされる場
キャンセルされる場
合は、できるだけ早めに、必ずご連絡下さい。
合は、できるだけ早めに、必ずご連絡下さい

■プログラム参加のお申込み・お問合せは…
国営明石海峡公園神戸地区

あいな里山公園 管理センター
Tel. 078 - 591 - 8000

●当公園の広報誌やホームページ等に写真を掲載されて
は困るという方は、参加時にお申し出ください。

4/1〜8/31 9:30〜18:00 9/1〜10/31 9:30〜17:00
11/1〜2/末 9:30〜16:00 3/1〜3/31 9:30〜17:00
2
●休 園 日 年末年始（12月31日・1月1日）および 2月の2日間
区 分
シルバー(65歳以上)
小人(小中学生)
大人(15歳以上)
●入 園 料
●開園時間

一

般

210円

410円

80円

団

体

210円
2,100円

290円
4,100円

50円

年間パスポート
800円
〒651-1104 神戸市北区山田町藍那字田代
URL http://kobe-kaikyopark.jp
●入 園 口 しあわせの村連絡口、藍那歩行者口、相談ヶ辻歩行者口
送迎バス、トラムカーの運行についてはHPをご覧ください
FB https://www.facebook.com/ainasatoyama/

