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入 場 無 料

、お手軽ジビエの試食

シカ、イノシシ等のはく製、あいな里山の野生動物紹介、

公園の獣害対策紹介、動物おもしろクイズ、動物ぬり絵、

さわれる毛皮、お手軽ジビエの試食　など

8/3（金）～ 8/20（月）

ところ

平成 30 年 8 月 3 日 ( 金 ) ～ 8 月 20 日 ( 月 )

10 ： 00 ～ 16 ： 00

あいな里山公園　里山交流館

と き

夏休み特別企画

内 容

国営明石海峡公園神戸地区・神戸市・兵庫県森林動物研究センター主 催

～獣害から生きものとの共存を考える～

あいな里山の野生どうぶつ展

事前申込･受付７/１９～ 有料

里山の野生動物について、パネルシアターやクイズを

通して楽しく学ぼう！また、おみやげに動物スタンプ

でオリジナルバッグを作るよ♪

●日時：8 月 19 日（日）　★2 回開催（雨天決行）

　①10:30 ～ 12:30　②13:30 ～ 15:30

●集合：木工棟　申込確認①10:00 ～　②13:00 ～

●講師：里山いきもの研究所

●対象：小学生以上　●定員：各回 40 名

●参加費：300 円／バッグ 1 つにつき

８/19
（日） 里山のおもしろ動物ワークショップ

と オリジナルバッグづくり

申込先 :ユニセフ協会･受付７/６～ 無料

「水」の問題は世界共通の目標です。水を運ぶ体験や実

験を通して、水の大切さを学びます。

●日時：8 月 5 日（日）10:30 ～ 12:30（雨天決行）

●集合：相談ヶ辻の家　申込確認 10:00 ～

●協力： 兵庫県ユニセフ協会

●対象：小学生以上　●定員：20 名　●参加費：無料

●持ち物と服装：筆記用具、タオル、飲み物、（あれば）

カメラ／動きやすい服装、運動靴

●申込み：兵庫県ユニセフ協会 078-435-1605

～調べてみよう！体験してみよう！実験してみよう！～

水の教室

８/５
（日）

事前申込･受付７/１２～ 有料

板張りの茅葺き舞台でのヨガはいかが？ヨガの後は、

里山作業と野菜の収穫体験も♪（ヨガの時間は前半 60 分）

●日時：8 月 11 日（土・祝）10:30 ～ 12:45（小雨決行）

●集合：農村舞台前　申込確認 10:00 ～

●講師：小倉　千紗子氏　  ●対象：小学生以上　

●定員：20 名   ●参加費：500 円／名

●持ち物と服装：ヨガマット（貸出あり･100 円）

　またはバスタオル、飲み物／ 動きやすい服装

里山 de ヨガ
～ココロもカラダもリラックス～

８/11
（土･祝）

大暑
事前申込･受付７/１０～ 有料

あいなうどんを作ろう！
～旬野菜とともに～

８/５
（日）

田植えが終わるころ藍那でおこなわれる「うどんまつ

り」。地域の方と一緒にうどんを作りましょう！

●日時：8 月５日（日）10:30 ～ 13:00（雨天決行）

●集合：木工棟　申込確認 10:00 ～

●講師：NPO 法人あいな育みの会

●対象：小学生以上　●定員：50 名

●参加費：500 円／名（うどんの昼食付き）

●持ち物：エプロン、三角巾、タオル

立秋

事前申込･受付７/９～ 有料

シェフと一緒に鹿肉スローフードジビエ料理に挑戦！

手作りランチの後は動物ワークショップに取り組み、

里山の動物を食べることについて考えましょう。

●日時：8 月 4 日（土）10:30 ～ 14:45（雨天決行）

●集合：木工棟　申込確認 10:00 ～

●講師：中西 次郎シェフ、里山いきもの研究所

●対象：小学 3 年生以上　●定員：40 名

●参加費：1,000 円／名

●持ち物：エプロン、三角巾

親子で楽しむジビエ料理教室と
野生動物ワークショップ

８/４
（土）

事前申込･受付７/１７～ 有料

捕獲されたイノシシの皮を使って、革職人の指導のも

と、オリジナルなしおりとコインケース作りに挑戦♪

●日時：8 月 12 日（日）　★2 回開催（雨天決行）

　①10:30 ～ 12:00　②13:30 ～ 15:00

●集合：木工棟　申込確認①10:00 ～　②13:00 ～

●講師：（有）大昌、スタジオキイチ

●対象：小学生以上　●定員：各回 20 名

●参加費：500 円／しおり・コインケース1セットにつき

８/12
（日） シシ革クラフトに挑戦！

事前申込･受付７/１１～ 有料

シカ・イノシシ等の獣害問題について、専門家よりお

話を聞いた後、シェフによる心づくしのジビエ料理を

いただく、野生どうぶつ展スペシャル企画です。

●日時：8 月 11 日（土・祝）10:30 ～ 15:00（雨天決行）

●集合：伝庫の家　申込確認 10:00 ～ 

●講師：兵庫県立大学 横山 真弓教授、中西 次郎シェフ

●対象：18 歳以上　●定員：40 名

●参加費：1,500 円／名

●服装：動きやすい服装、運動靴

里山の野生動物のお話と

ジビエ料理の集い

８/11
（土･祝）



●当日はプログラムの進行に支障が出ないように、開始

時刻に遅れそうな場合は必ずご連絡下さい。

●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）

●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

から参加をご遠慮いただくことがあります。

●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。

お申込み方法

プログラム当日の注意点

●準備物等にも影響が出ますので、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。

●天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、

当日の 8：30 までに当公園のホームページやフェイ

スブックにてお知らせします。

●中止の場合、個別のご連絡はしませんが、直接確認し

たい場合は 9：00 以降に電話でお問い合わせください。

プログラムのキャンセルについて

雨天時の対応について
●電話のみの受付で、先着順とさせていただきます。

●受付時間：受付開始日以降の 9：00 ～ 17：00

※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。

●一度のお電話で 5 名まで受付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

   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。

●すでに定員に達している場合、ご希望であれば「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。

無料当日受付
８/25
（土）

竹で作った大小の水鉄砲を使って、大学生と一緒に藍

那の歴史にちなんだ源平合戦をおこないます！合戦の

後は、竹の水鉄砲で自由に遊べるよ♪

●日時：８月 25 日（土）  （小雨決行） 

　源平合戦 10:00 ～ 12:00　水遊び 12:30 ～ 14:00

●集合：切り通し草地（小野水田西側）

●共催：神戸芸術工科大学あいな里山プロジェクト

●対象：どなたでも　●定員：20 名　●参加費：無料

●持ち物と服装：飲み物､ﾀｵﾙ､着替え（下着を含む）／水着な

ど濡れてもよい服､脱げにくいｻﾝﾀ゙ ﾙまたは濡れてもよい靴

竹の水鉄砲で源平合戦
～水でっぽうあそびもあるよ～

野菜のデンプン調べや水辺の生きもの観察､ザリガニ

釣りなどを家族で楽しめます。手作りランチ付き♪

●日時：8 月 19 日（日）10:30 ～ 14:30（小雨決行）

●集合：白拍子の家　申込確認 10:00 ～

●共催：NPO 法人ｼﾆｱしごと創造塾､学半舎 1995､

　ため池･湿地帯生き物保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ､環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱわかば会

●対象：どなたでも　●定員：40 名

●参加費：大人・子供とも 800 円／名
　（昼食･体験材料費） ※体験･昼食なしの乳幼児は無料

●持ち物と服装：飲み物､タオル／長袖､長ズボン､帽子､運動靴

有料事前申込･受付７/２０～

夏休み 家族で学び･あそぼう
～夏休みの自由研究にも役立ちます～

８/19
（日）

有料事前申込･受付７/１８～

夏休み　昆虫採集講座
～昆虫のみつけかた・とりかた～

８/12
（日） ☆

昆虫はどこにいるの？どうやってとるの？さぁ講師と

虫取りあみをもって里山に出かけよう！

●日時：8 月 12 日（日）10:30 ～ 12:30（雨天中止）

●集合：白拍子の家前　申込確認 10:00 ～

●講師：須磨ふるさと生きものサポータ 山本 勝也氏

●対象：小学生以上　●定員：25名　●参加費：200円／名

●持ち物と服装：飲み物、軍手、タオル、虫取りあみ、

虫取りかご、虫よけ、雨具／長袖、長ズボン、帽子、

長靴・または運動靴

事前申込･受付７/１３～ 有料

水辺の生きもの観察会【夏編】
～ザリガニやアカミミガメなど外来種について考える～

８/11
（土･祝）

田んぼの生きもの観察をした後、ため池でｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ

やｱｶﾐﾐｶﾞﾒを捕獲し、外来種問題について考えよう。

●日時：8月11日（土･祝）10:30～12:30（雨天中止）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●講師：兵庫・水辺ネットワーク   

●対象：小学生以上　●定員：25名　●参加費：200円／名

●持ち物と服装：飲み物、軍手、タオル、着替え、虫

よけ、雨具、（あれば）たも網／長袖･長ズボン、長靴、

帽子【短パン、サンダル履きは危険なため厳禁 !!】

処暑


