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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/ 

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

入道雲がうろこ雲に変わり、クズやオミナエシの花

が咲いています。稲もたわわに実り、その身（実）を

風で揺らしています。あいなの里山では秋が少しずつ

近づいています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
8 月に実施した「里山の虫の観察と里山管理」講

習では、夏休みということもあり、子どもたちも多く

参加し、里山の昆虫についてみんなで調べました。な

お、10月はチェーンソーの講習ですが、３０、３１

日の両日とも講習生のみのプログラムとなっており、

聴講はできませんので御了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★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」等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)

・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。 

8 月 8 日の昆虫講習。昆虫採集のあ

とみんなで発表 

地面から赤い変な物体が！？ 

「ツチアケビ」 

秋の七草の一つ、キキョウ 

大人も子どもも熱心に 

調べました。 
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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 

*********************************************** 
今年の「あいな里山サロン」は、ルール・立上げ・

マッチングの３つで構成しています。今回は立上げサ

ロンについて詳しく紹介しましょう。サロンでは神戸

地区における様々な動きを、「参加の活動」と「お迎

え事業」とに分けて考えています。「参加の活動」と

は、公園に利用者として関わることです。「お迎え事

業」とは、公園を利用する人たちの役に立ち、楽しん

でもらい、里山を愛する気持ちが生まれる機会を提供

することであり、立上げサロンでは、「お迎え事業」

の内容を考え、実践し、事業や組織を立上げるための

準備を進めています。最近では、そのような事業の「世

話をする人たち」も現れ、いろいろな要望や課題を整

理し「世話人会」としての発足をめざし、メンバーの

募集をしています。 
「お迎え事業」は、今のところ「マネジメント型」

と「事業型」そして「プログラム型」に分かれます。

マネジメント型は、公園の運営に参画すること、事業

型は、人や技術やお金などを持ち寄り、ルールに基づ

いて行う非営利事業のこと、プログラム型は、公園来

訪者が参加するプログラムを提供することをそれぞ

れ指しています。  
これらは、一般に言われる市民活動とは、少し趣が

異なりますが、あいなの里山を守り、豊かで楽しい公

園を実現するには、このような「管理者と利用者の間」

にたつ人達が大変、重要なのです。  
「お迎え事業」は、けっして難しいことではありま

せん。サロンでは、お迎えに興味のある人達に対し、

意見交換（サロン）、学習・研修（スタッフ研修）事

業支援（パイロット支援）組織・事業強化（マッチン

グサロン）などの機会を充実させています。これによ

り、初めての人達でもじっくりと実力をつけることが

できます。「お迎え事業」の提案や参加をお待ちして

います。 
さて、サロンが新しい課題として力を入れているこ

とが２つあります。ひとつは、「情報の強化」です。

市民や学生・事業者などの視点からみた「あいなの魅

力」や「神戸地区での活動」などを、取材・編集・発

信するホームページやニュースレターなどのスタッ

フを募集しています。 
ふたつめは、「お迎え事業の運営・組織化」です。

マネージャーとしての経験がある方やその候補者を

募集しています。我と思わん人は、「あいな里山支援

チーム」まで是非ご連絡ください。 
最後に、ルールサロンの今後のテーマを紹介します。

ルールサロンでは、①いくつか提案されている事業の

課題や方向性に関すること、②新しいルールや世話人

会の活動に関すること、③組織化や事業、特にお金の

流れや収益の考え方など、運営の持続性を確保するた

めに避けて通れないこと、について今後議論を進める

予定です。 
 

 
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！ 
・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：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。 

・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) 

◆内容：同上 

・10月 12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 4階  創作工房Ｂ) 

神戸市中央区東川崎町1-1-3(JR神戸駅すぐ南) 

・10月 26日（火） 19:00 ～ 20:50 

◇◇◇   ルルルーーールルルサササロロロンンン   
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◆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) 

 
 
あいなの里山・公園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、また公園

事業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。 

・10月１６日（土） 9：30～12：00 

◆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。公園事業や計画の説明、市民

からの事業提案など。 

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

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、ユニセフと国

土交通省が連携して進めているプロジェクトです。 
今年のサマーキャンプは、3３名の子どもたちと３

泊４日のプログラムをあいな里山の栗林で行いまし

た。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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U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。 U 

興味のある方は下記までご連絡ください。 

 

今年実施されたユニセフパークプロジェクト 2004

「サマーキャンプ」 

＜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 

◇◇◇   常常常設設設サササロロロンンン   

里山の恵みをいっぱい受け

ながらの、公園づくり 
 
 

今年のテーマは理想の休憩場所 
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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）

「里人」 
里山体験、学習、食事、リラクゼーションなどの事業を展開する

ため、里山空間の形成をすすめているグループです。現在、耕作、

栽培をするために開墾や道づくりを行っています。なお、いっし

ょに手伝ってくださる方を募集中です。 

☆編集後記☆ 
この夏、3 泊 4 日で行われた UPP サマーキャンプ。子ど

もたちは、里山の中でいきいきと休憩所や遊具をつくって

いました。幸い天候にも恵まれ楽しい日々を過ごせたこと

でしょう。しかし、それもこのキャンプのために何ヶ月も

かけて会議や準備をし、期間中も朝早くから夜遅くまで子

どもたちのために駆け回っていたファシリテーターたちの

がんばりがあったからですね。ご苦労様でした。(またやん)

「あいな里山ビオパーク」 
棚田ビオトープを管理しながら、里山保全、自然保護活動を行い、

市民の自然体験と環境学習の場にすることを目的としています。 


