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

はじめに 

           国営明石海峡公園神戸地区 
*********************************************** 

あいなの里山にも田植えの季節がやってきました。 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

今回は、公園事務所主催の聴講やサロン等のご案内

です。また、市民の方が自主的に行っている活動のご

案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

５月より始まりました「里山管理講習」。第１回目

は「藍那の土と草を知る」と題して、田んぼの畦塗り

や代掻きなどを行いました。藍那独特の手ごわい土を

知り、さらには里山の草本などについても学びました。

また、第２回目の刈払機の講習では、実践に則して刈

り払いの基本を学ぶことができ、今後あいなの里山で

活動する際には、おおいに役立つと思われます。 
このように講

習は、里山管理技

術や運営の技術

など里山で活動

するための基本

的な技術を学べ

るプログラムと

なっています。 
第３回目 (12 日)は「手刈りの基礎と道具を学ぶ」
です。藍那に代々伝わる伝統の手刈りの技や手入れの

仕方をじっくり学びます。また、前回の土を学ぶ続き

として、水路掘り、田植えの方法についても学びます。  

第４回（13 日）は、「竹の伐採方法と道具を学ぶ」

です。実際に竹の伐採を行い、竹の特質や伐採方法、

竹林の植物や生態、管理の道具等について幅広く 学

びます。両講習とも聴講が可能ですので、体験してみ

たい方は、ぜひご参加ください。 

※詳細は別紙をご覧ください！ 
 
 
 
 

★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」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)
・6月 12日(土) 「手刈りの基礎と道具を学ぶ」 

・6月 13日(日) 「竹の伐切方法と道具を学ぶ」 

・8月 7日(土) 、8日(日) 「里山管理法」 

・9月 18日(土)  「野外の危険生物」 

・10月 30日(土)、31日(日) 「チェーンソーによる伐

採を学ぶ」 

・11月 20日(土)、21日(日) 「樹林管理実習」 

・12月 11日(土) 9:30～16:00 「樹木の特質」 

・12月 12日(日) 9:30～16:00 「まとめ」 

※都合により変更する場合があります。 

藍那の代表的な土と格闘しながらの
畦塗り作業 

白から黄色に変化するスイカズラの花 

別名、金銀花 

北区おやこコメづくり道場 
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*********************************************** 
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。 
＊サロンの報告が下記のURLに掲載されています。 

http://www.kokueiakashi.go.jp/pdf/news013ex.pdf 

 

 

 

 

 

■6 月の予定 

 

ルールサロンでは、つくりつづける公園の実現のた

め、必要となるルールについて、公園の運営・管理・

利用などの立場から検討しています。 
・6月 1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) 

◆内容：世話人会（運営組織）について 

 

・６月 15日（火）  19:00 ～ 20:50 

◆場所：ひょうごボランタリープラザ 

（神戸クリスタルタワー１０階） 

神戸市中央区東川崎町1-1-3(JR神戸駅すぐ南) 

http://www.hyogo-vplaza.jp/institution/03.html 

◆内容：あいな里山ルールについて 

・６月 22日（火）  19:00 ～ 20:50 

◆場所：ひょうごボランタリープラザ 

（神戸クリスタルタワー１０階） 

◆内容：ルールサロン月例会 

 

 

マッチングサロンは、公園で事業をしようとする皆

さんが、お互いに協力・連携して効果的・効率的に事

業が進められるように、顔合わせや情報交換をする場

です。開園めざして神戸地区公園で何かをしようとし

ている人はここに大集合！これから何かを提案しよ

うと考えている方もぜひぜひおこしください。 

・６月５日（土）  9:30 ～ 15:00  

【午前の部】9：30～12：00  

◆場所： 神戸市勤労会館 多目的ホール 

◆内容： 

 ・公園計画報告ならびに事業計画進捗状況発表会 

 ・事業企画を進めるためのミニ・ポイント 

 ・フリー交流会 

このチャンスにいいネタ仕入れましょう・大商談会！ 

【午後の部】1３：00～１５：00  

◆場所： 国営明石海峡公園事務所 

◆内容：  

・事業をする方のフォローアップを行います。 

・参加には予約が必要です（参加希望者は、前述の連絡先

へ一報入れてください）。 

・当日以外にもフォローアップする日を設定する用意があ

ります。 

◇◇◇   ルルルーーールルルサササロロロンンン   

◇◇◇   マママッッッチチチンンングググサササロロロンンン   

5 月 15 日、屋外版常設サロンを実施。スタッフ合わせて 43 名

の方が初夏の里山を味わいました。 

午後からは、現場事務所にてそれぞれのあいなの里山に対する

思い、意見を交換しました。 
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■7 月の予定 

 

・7月 13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) 

◆内容：世話人会（運営組織）について 

神戸地区の世話人希望の方どうぞお越し下さい！ 

・7月 27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) 

◆内容：あいな里山ルールの更新について 

神戸地区のルールをみんなでつくっています。 

    
 

公園とその周辺で誰かと何かを始めたい、すでに活

動している団体として関わってみたい、またサロンっ

てどういうものかちょっとのぞいてみたいと思った

ら、ぜひ常設サロンに来てみて下さい。飛び入りの参

加も大歓迎です。 

・7月２４日（土） ９:30～12:00 すぎまで 
◆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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆内容：各サロンからの報告。計画の説明や市民からの事

業提案など。 

 

 

 

 

 

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

市民の動き 
公園を使った自主的な活動や事業展開(準備) 

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

「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。また、自主的な

イベントやスケジュール等について、今後皆さんに本

紙面を通じて提供して行く予定ですので、ぜひあいな

の里山にお越しください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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 

●あいな炭焼くらぶ(申請中)：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」(申請中)：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(申請中)：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 

◇◇◇   ルルルーーールルルサササロロロンンン   

◇◇◇   常常常設設設サササロロロンンン   

あいな耕作くらぶ 

常設サロンのお楽しみ 
竹の楽器「アンクルン演奏」

藍那公民館位置図 
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―  制作・発行 ― 

国営明石海峡公園事務所神戸地区現場事務所 

 〒651-1104 神戸市北区山田町藍那字伝庫 1－7  

FAX  ０７８－５９３－３９４４ 

URL   http://www.kokueiakashi.go.jp/ 

E-mail  kobe@kokueiakashi.go.jp 

担 当  本位田 有恒 （ほんいでん ありつね）


