
無料事前申込･受付２/７～

●日時：3 月 5 日 ( 日 )13:00 ～ 16:00( 雨天中止 )

●集合：白拍子の家前　申込確認 12:30 ～

●内容：茅葺屋根の材料となるススキ。茅葺職人さん

からお話を聞いた後、みんなでススキを刈って束ね

て、ティピ（草の家）を作りましょう！

●共催：NPO 法人あいな里山茅葺同人

●対象：どなたでも

●定員：20 名（申込み先着順）　

●参加費：無料

●持ち物と服装：軍手（滑り止め付）、

　水筒、タオル／動きやすい服装、

　すべりにくい靴、帽子

啓蟄

3/5
（日） 茅刈りに挑戦！

～ススキを刈ってティピを作ろう～

水辺の生きもの観察会【早春編】
～カスミサンショウウオ ＆

ニホンアカガエルの卵さがし～

事前申込･受付２/１０～ 有料
3/12
（日）

●日時：3 月 12 日 ( 日 )10:30 ～ 12:30( 小雨決行 )

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●内容：冬に泥上げをした水路にカスミサンショウウ

オやニホンアカガエルが卵を産んでいるよ。早けれ

ばオタマジャクシなど幼生に会えるかも！

●講師：兵庫・水辺ネットワーク

●対象：小学生以上

●定員：25 名（申込み先着順）

●参加費：100 円／名

●持ち物と服装：軍手、水筒、タオル、着替え、雨具、

　　（あれば）たも網／汚れてもよい服装、長靴、帽子

早春編
＆
し～

●日時：3 月 12 日 ( 日 )10:30 ～ 12:30( 小雨決行 )

●集合：白拍子の家前　申込確認 10:00 ～

●内容：昨秋棚田で収穫したお米から新酒ができあが

りました！新酒の完成を祝って、杉の葉を使った杉

玉づくりにチャレンジ♪大きいのと小さいのを作り

ます。小さい杉玉は持ち帰ってお家に飾れるよ。

●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 組（申込み先着順） 

●参加費：300 円／組（杉玉 1 つにつき）

●持ち物と服装：軍手／動きやすい服装

あいな里山　新酒まつり
～新酒を祝う杉玉を作ろう～

有料事前申込･受付２/１０～
3/12
（日）

当日受付

●日時：3 月 18 日 ( 土 )10:30 ～ 12:30( 小雨決行 )

●集合：長屋門前　当日受付 10:00 ～

●内容：テーマは“ 繁殖期を迎えた留鳥たち ”。春の

訪れとともに鳥たちの動きも活発に。ウグイスはさ

えずり、空にはツバメの姿も。

●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：水筒、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）

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～

無料
3/18
（土）

園内でお米を育てる神戸芸術工科

大学が酒造会社とタイアップして

仕込んだ新酒をふるまいます！

日本酒、ライスワイン、お子様に

は甘酒（アルコール分なし）をご

用意。お米の旨みたっぷりの味わ

いをお楽しみください。

●●12:30 ～（無料）12:30 ～（無料）

●白拍子のにわにて白拍子のにわにて

●先着 100 名様先着 100 名様　※なくなり次第終了します　※なくなり次第終了します

3/12(日)

新酒のふるまい新酒のふるまい新酒のふるまい

【注意】お車で来園の場合､運転手の方にはお酒を提供しません

     　　また､未成年の方にも提供しません

あいな里山 消防訓練あいな里山 消防訓練
３/５(日)

あいな里山 消防訓練

●1010 : 00 ～ 1200 ～ 12 : 0000( 雨天決行 )( 雨天決行 )

　※　※1111 : 00 ～消火訓練を行います00 ～消火訓練を行います

●農村舞台前にて農村舞台前にて

●茅葺建物への放水、煙体験など茅葺建物への放水、煙体験など

公園で消防訓練を実施します！

消防車やハシゴ車による茅葺建物への放水や、煙

体験など、来園者の方にも参加していただきます。

消防服を着て、消防車やハシゴ車と記念撮影もで

き、乗り物好きの子どもたちは必見です！

参加者にはお土産もご用意しています♪（お米、ポ

ストカード、消防署からのお楽しみグッズなど）

（共催：神戸北消防署）

※申込不要
けむり

けむり

プログラム3 月 の



●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

■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

〒651-1104　神戸市北区山田町藍那字田代　

URL　http://kobe-kaikyopark.jp

FB　https://www.facebook.com/ainasatoyama/

●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。

●天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、

開始の 2 時間前までに当公園のホームページやフェイ2 時間前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８：30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

Tel. 078 - 591 - 8000

年末年始（12月31日～1月1日）および 2月の22 第3月曜日とその翌日

●開園時間

●休 園 日
●入 園 料

9:30～18:00
9:30～16:00

9:30～17:00
9:30～17:00

4/1～8/31
11/1～2/末

9/1～10/31
3/1～3/31

シルバー(65歳以上) 大人(15歳以上) 小人(小中学生)区　分

210円
210円

2,100円

410円
290円

4,100円

80円
50円
800円年間パスポート

一 般

団 体

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

●入 園 口

●電話のみの受付電話のみの受付とさせていただきます。

●受付時間：受付時間：受付開始日以降の 9：00 ～ 17：00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。

●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①お名前  ②年齢  ③お電話番号

   ④ご住所（市区まで）   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。

事前申込･受付２/２４～ 有料

●日時：3 月 26 日 ( 日 )10:30 ～ 14:00( 小雨決行 )

●集合：相談が辻の家前　申込確認 10:00 ～

●内容：幕末に幕府が付替えを命じた徳川道（西国往

還道）。現在は宅地化等により大部分が消失してい

ますが、園内に未だ残るこの道の痕跡をたどります。

●講師：あいな里山ビオパーク　天野雅夫氏

●対象：小学生以上の方

●定員：20 名

●参加費：100 円／名（資料代）

●持ち物と服装：お弁当、水筒、

　メモ帳／歩きやすい服装、運動靴

春分

3/26
（日） あいな歴史ガイドツアー

～徳川道（西国往還付替道）を歩く～

樹木、野草、野菜、生き

ものを観察しながら、早

春の里山を公園スタッフ

がご案内します！（無料）

春をさがそう！

やまざくらを植えよう
～桜咲く里山の風景づくり～

●日時：3 月 19 日 ( 日 )10:30 ～ 12:30( 雨天中止 )

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●内容：3 年かけて育てたヤマザクラの苗木をみんな

で植樹しましょう！ 10 年後の里山風景を楽しみに。

　あったかい“しょうが湯”のふるまい付き。

●対象：どなたでも

●定員：30 名（申込み先着順）

●参加費：無料

●持ち物と服装：軍手、タオル、水筒、

　雨具／汚れてもよい服装、長靴または

　運動靴、帽子

3/19
（日）

事前申込･受付２/１７～ 無料

スタッフ ガイドツアースタッフ ガイドツアースタッフ ガイドツアー

●実施日：３月の毎週土曜日・日曜日・祝日実施日：３月の毎週土曜日・日曜日・祝日

●時　間：12：30 ～ 13：25時　間：12：30 ～ 13：25

●人　数：20 名（受付順）人　数：20 名（受付順）

●受　付：長屋門にて、12受　付：長屋門にて、12：20 までにお申20 までにお申

込みください。集合･解散も長屋門です。込みください。集合･解散も長屋門です。


