
第７号                                             国営明石海峡公園事務所 

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

はじめに 
国営明石海峡公園神戸地区 
http://www.kokueiakashi.go.jp/ 

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

数多く通過した台風やそれに伴う風水害。さらに余

震が数多く発生している新潟・中越地震。被害にあわ

れた皆様やご親族、ご親戚が被害にあわれた皆様、謹

んでお見舞い申し上げます。 

今年もあと 2 ヶ月になりましたが、里山を満喫す

るために、里山管理講習や屋外常設サロン、その他の

事業・活動にどうぞご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   里山管理講習事務局 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。 
講習も早いもので、あと4回になりました。11月

は里山樹林の管理を実習いたします。そのうち20日

は聴講生も募集いたしますので、ぜひお申込ください。

(別添資料参照) 
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◆今後のスケジュール(聴講不可のプログラムもあります)

・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。 

*********************************************** ★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。 

第 6回あいな里山まつり 
問い合わせ先 あいな里山まつり事務局  担当：影山、昆 
TEL :0120-982-708 
FAX :0120-982-812 

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

昨年度の 2 月に開催いたしました「あいな里山ま

つり」。今年度で第6回を迎えます。今回は、まつり

自体を皆様と一緒につくり上げるため「実行委員会」

形式で行う予定です。そこで、実行委員の募集を行い

ます。なお開催は来年２月の予定です。 
 (別途募集案内参照)
★あいな里山ユースグループから 

ホームページ開設のお知らせ

http://www.geocities.jp/ainayouth/top.html
－1－ 

若者（ユース）の視点で、ホームページを作成しました。
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*********************************************** 
第 5 回「あいな里山まつり」の様子 

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！ 

草刈イベント 
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。 アンクルン演奏 

 

キノコ観察会 

豚汁や野草の天ぷら 

プレーパーク 

－2－
◇ あいな里山発表会（略称：あいな合宿）
 ◇◇  ああいいなな里里山山発発表表会会（（略略称称：：ああいいなな合合宿宿））  

公園に関わるみなさんの意見・情報の交換や、公園

への事業参画を一層進めたり、公園の将来像に関する

共有を図るため 1 泊２日かけてとことん話し合いま

す。 

ぜひ多くのみなさんの参加をおまちします！ 

・12月 4日（土）～5日（日） 

◆場所：しあわせの村 あおぞらミーティング室 

◆内容： 

１２月４日（土） 

午後3：００～5：30 １部  

     パイロット事業 「中間報告」   

    事業マッチング、その他事業提案者交流など 

午後7：30～ ２部 

午後９：００～ 懇親会 

１２月５日（日） あおぞら ミーティング室 

午前 ９：００～  

    スタッフ研修報告 

午前１０：００～  

    ルール ver２．０にむけて Ｖｅｒ.1.1 提案 

    意見交換 

計画サロン(予定) 

    午前１０：３０～ 自由な意見交換  

※宿泊実費は各自負担。先着順なので早めにご連絡ください。 
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(上記、あいな里山サロン支援チーム事務局まで) 

 

・11月 27日（土） 10:00～ 

◆場所：現地 あいなボード前  

◆内容：秋の藍那で、みなさん一緒に遊びましょう！ 

あいなで実際に活動をはじめている方、何かやろうと計

画を進めている方と一緒にその活動場所を見ながら･･･

なんていいですよ。ご一緒にいかがですか？ 
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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。 
◇◇  屋屋外外常常設設ササロロンン   

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。 

◇◇  ＵＵＰＰＰＰフフェェススタタ 22000044   
 
◇ ルールサロン
 
◇ 屋外常設サロン
１２月の発表会には、是非公園の開園に向けたルー

「あいな里山ルール ver.2.0」の完成に向けてまた

歩進めたいと思っています（Ｖｅｒ1.1 をお披露目

定）。 

しコムズカシイ・・・との意見もありますが、そこ

大きな課題です。 

みんなのルールをみんなでつくる】 

きめ細かく、また、やさしく伝えられるルールを目

しています。是非みなさん、お知恵をお貸し下さい。 
１1月 9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：具体的な課題解決のための意見交換 

12 月 7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：発表会でのアイデアを受けて。 

12 月 21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：今年最後のふりかえりと、年明けからの抱負。 

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

ニセフパークプロジェクト(UPP) 
ttp://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、

どもたちによる、子どもたちのための公園づくり」

通して次世代を担う子どもたちと公園の可能性を

◇◇  ルルーールルササロロンン  

－3－
 
◇ ＵＰＰフェスタ 20 40

 

ＵＰＰファシリテーターグループでは、ユニセフパ

ークプロジェクトの活動地（栗林）を、一般開放し、

過去のキャンプに参加した子どもたちを呼んだイベ

ントを企画しています。期間中は、ＵＰＰファシリテ

ーターが常駐し、夏のキャンプで子どもたちが作った

遊具で遊んだり、新たな遊具を作ったりします。 

・11月 28日（日）10:00～15:00 

◆場所：国営明石海峡公園神戸地区公園予定地内（栗林） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問合せ先 

＜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：田中 満 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆動き始めた新しいグループ 

●プレゼントガーデン：「知的障害者による里山型公園管理の

適応事業」 

●カヤシステムズ：他の里山活動と連携しながら茅葺技術を

活用し、茅の流通ネットワークを構築する。 

●あいな里山ユースグループ：「若者（ユース）の視点で魅力

ある公園作りのための提言・活動を主体的に行う」という

目的で、機動力・柔軟性を活かしながら、公園づくりに関

する様々な取り組みを企画・実行している組織。 

「あいな耕作くらぶ 自主イベント」 

「収穫祭(もちつき)」開催！ 

あいな里山で畑の耕作や水田耕作の活動をしてい

る「あいな耕作くらぶ」先月稲刈りを無事終えました。 

里山情報を見ていただいている市民の方に、もちつ

きを楽しんでもらいたいと「あいな耕作くらぶ」が自

主イベントを企画します。詳細は、次の通りです。お

申し込み等は「あいな耕作くらぶ」の事務局に直接お

問い合わせください。 

収穫祭(もちつき) 

・日時：平成16年 11月 28日(日) 

9:30から12:00頃まで 

・場所：国営明石海峡公園神戸地区公園予定地内 

◆定員：50家族 

◆会費：あり(一家族1500円程度 おもち付) 

◆問合せ＆申込先：あいな耕作くらぶ 東下宣子  

電話＆FAX ０７８－５９１－３１５０ 

E－mail:nobuko17higasisita＠m6.dion.ne.jp 

【位置図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「あいな里の山 Network」http://homepage1.nifty.com/denchu/ 
かけがえのない財産である藍那の自然を保全し、活用していくた

めに有志で組織された「あいな里の山 Network」。藍那のすばら

しい自然の中でいっしょに楽しみ、学んでいくために講座を開催

しています。 

「Ｐｈｙｓｉｓて・に・を・は 講座」 

第 6 回里の山を見おろし海峡へ飛ぶカターサシバ 

神戸電鉄粟生線 
藍那駅 

0 100 400m200 

 藍 那小 学校  N 

藍那公民館 

あいなボード 

藍那辻 

あいな耕作くらぶ 収穫祭 集合場所 
屋外常設サロン 集合場所 

あいなボード前 
 

☆編集後記☆ 
相次ぐ、自然災害。来年、阪神・淡路大震災から 10 年です

が、自然の脅威を思い出します。でも、自然はある時は優

しく見守り、癒し、活力も与えてくれます。あいなの里山

はそういうところです。(またやん) 

国営明石海峡公

 〒651-1104 神戸

FAX  ０７８－

URL   http:

E-mail  kob

担 当  本位

－4－ 
―  制作・発行 ― 

園事務所神戸地区現場事務所 

市北区山田町藍那字伝庫 1－7  

５９３－３９４４ 

//www.kokueiakashi.go.jp/ 

e@kokueiakashi.go.jp 

田 有恒 （ほんいでん ありつね）


