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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/ 

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

夏、真っ盛り！ 

今、セミの鳴き声が主流のあいなの里山です。 

暑さに負けないでがんばりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/aina.html 
問い合わせ先                 担当：影山、昆 
TEL :0120-982-708 
FAX :0120-982-812 

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

講習では里山管理技術や運営の技術など里山で活

動するために必要な基本的な技術を学んでいます。 

９月５日(日)(※当初予定 18 日が変更になりました)は

里山の生き物の中でも特に危険な生物を取り上げま

す。スズメバチやマムシなど、あいなの里山ではたく

さん出会うことがありますが、これらの生き物とも共

生できる公園をつくっていきましょう。当日は受講生

以外に聴講生も募集いたしますので、ぜひお申込みく

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) 

・8 月 7 日(土) 、8 日(日) 「里山管理法」 

＊７日は聴講不可 

・9 月５日(日)  「野外の危険生物」(当初予定を変更しました) 

・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。 

樹木の蜜を吸っている 

スズメバチ 

道沿に可憐なピンクの花 

「カワラナデシコ」 

夏でも涼しげなネムノキの花 
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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。 

 

 

つくりつづける公園を実現していくために、全体の

ルールやこまやかな公園の運営・管理・利用の検討、

組織等について必要だと思うことを一歩一歩絶える

ことなく議論しています。ぜひお越し下さい！ 

・８月１０日（火）  19:00 ～ 20:50  

◆場所：ひょうごボランタリープラザ セミナー室 

（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) 

◆内容：ルールづくり・組織づくりの議論、現場を気持ち

よく使っていくための議論を続けています。 

・８月２４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：同上 

・９月１４日（火） 19:00 ～ 20:50  

◆場所：神戸市勤労会館 407 号 

神戸市中央区雲井通 5-1-2(JR 三宮駅東へ 5 分) 

◆内容：同上 

・９月２８日（火） 19:00 ～ 20:50  

◆場所：神戸市勤労会館 407 号 

神戸市中央区雲井通 5-1-2(JR 三宮駅東へ 5 分) 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3(JR 神戸駅すぐ南) 

◆内容：同上 

 

 

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。 

あいな里山・公園における新たな事業アイデアの提

案大歓迎！ 

新たに提案をされる方には、ここでの事業について

詳しく説明いたします。イメージを固めていきしょう。 

すでにあいな里山・公園事業の提案をされている方

は、事業計画の充実と、組織づくりを進めます。 

・９月４日（土）  9:30 ～ 1２:00  

◆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：資金（お金）の計画 ・開園までの（事業）計画 な  

ど。 

 

 

◇◇◇   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   
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あいな里山・公園パイロット事業支援 
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 

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

神戸地区で活動する事業並びに組織の基盤強化を

図るため、国営明石海峡公園事務所では「あいな里

山・公園パイロット事業支援」を実施します。 

助成対象者は、①神戸地区で活動していること、も

しくは、活動予定があること（※平成 15年 12月に

実施した意見交換会提案者、並びに現地で活動に着手

もしくは準備作業にあることを基本とします）そして、

②今後、神戸地区で継続的な活動が期待できることで

す。   

助成の詳しい内容は「募集要綱／申請書」をご覧く

ださい。同書類は公園事務所と現場事務所にて 7 月

24日（土）から配布を開始します。また、ホームペ

ージからダウンロードもできます。なお、申請者のた

めの説明会を開催します。興味のある方は是非ご参加

ください。 

【実施事項】 

◆事業申請期間／2004 年 8 月 17 日（火）～2004 年 8

月 31 日（火） ※ 消印有効 

◆事業期間／2004 年 10 月 1 日（金）～2005 年 1 月

31 日（月） 

◆助成金額／１件当り 50 万円～100 万円を原則とします。 

◆選定方法／書類と公開プレゼンテーションによる審査と

します(日程は、書類配布時に、文書でお知らせします)。 

◆申請方法／申請書に必要事項を明記のうえ、国営明石海

峡公園事務所もしくは神戸地区現場事務所に持参するか、

簡易書留で郵送してください(ファックス、Ｅメールは不

可)。 

【説明会】 

◆説明会／2004 年８月５日（木）、（1 回目）午後 7：00～、

（2 回目）午後 8：00～、 

場所：国営明石海峡公園事務所 

神戸市中央区磯上通 4-1-6 シオノギ神戸ビル 

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

ユニセフパークプロジェクト(UPP) 
http://www.kokueiakashi.go.jp/upp.html 

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

ユニセフパークプロジェクトとは、「子どもたちの

子どもたちによる子どもたちのための公園づくり」を

通して次世代を担う子どもたちと公園の可能性を探

る取り組みで、「人とのふれあい」「世界とのふれあい」

「自然とのふれあい」をテーマに、(財)日本ユニセフ

協会の協力を得て国土交通省が進めているものです。 

昨年は子ども国際ワークショップとして、36名の

子どもたち(日本国籍24名、外国籍 12名)と 5泊 6

日のプログラムを行いました。 

 今年も、8月に日本在住の日本国籍、外国籍の子ど

もたちとサマーキャンプを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプロジェクトを実施するにあたり、子ども達の

遊びや交流をサポートするためのボランティア（ファ

シリテーター）を「UPP ファシリテーターグループ

(自主運営グループ)」が募集しています。 

興味のある方は下記までご連絡ください。 

 

昨年実施されたユニセフパークプロジェクト 2003

「子ども国際ワークショップ」 

＜ユニセフパークプロジェクト事務局＞ 

ファシリテーター代表：古山 綾子（ふるやま あやこ） 

TEL：06-6373-2209 

 （電話受付時間：平日 10:00 ～19:00 ） 

FAX：06-6373-4617 

E-mail：upp_jimukyoku@yahoo.co.jp 
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*********************************************** 

市民の動き 
公園を使った自主的な活動や事業展開・試行 

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

「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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 

 

―  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） 

「兵庫きのこ研究会」 

あいな里山では、キノコの観察は

もとより、里山を再生するために

樹林管理も行っています。 

☆編集後記☆ 

里山を歩くと、10分ですでに汗だく。日頃の不摂生を反省

しつつもいい汗かこうと思っていると、ふと目に入ってく

る優しい野草や樹木の花。ネムノキやカワラナデシコの可

憐な花を目にすると、暑さを忘れさせてくれます。そんな

花たちも、2 週間もするとたちまち種類が変わり、シャッ

ターチャンスを逃すことも度々。それでも少しずつ、里山

情報に載せていこうと思っています。あいなの季節をお楽

しみください。(またやん) 


