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　5 月、里山の林縁部にうす桃色の大
きな花を見せてくれるモチツツジ。新
芽や蕚（ガク）などが白い粘着性のあ
る腺毛で覆われており、触るとべたべ
たすることからその名がつきました。
　昔藍那の人々は、この花を “もちば
な” と呼んで、花が咲けば田起しにと
りかかりました。このように人々の営
みと関わりの深い木でもあります。
　里山では春から初夏にかけてツツジ
の開花リレーが楽しめます。４月、春
一番を彩る赤紫のコバツノミツバツツ
ジに始まり、５月に入り朱赤のヤマツ
ツジ、濃桃のミヤコツツジ、モチツツ
ジ、真白なシロバナウンゼンツツジな
ど目にも艶やかです。

■半落葉低木
■分布：本州 ( 静岡～岡山 )、四国の低山地
　　　　　　や丘陵地、明るい林など

ツツジ科Rhododendron macrosepalumモチツツジ
め
まいな里山　 知識！？あ vol.3

植物編

日　時：平成２１年 5月 31日（日）10:00 ～ 15:00
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
内　容：ノルディックウォークで親子健康づくり
　　　   田植えで親子体験学習
　　　　藍那の野菜・須磨の魚介類を使った昼食
定　員：先着 50名
参加費：大人 1500 円、こども 1000 円（昼食、ストック、保険料込）
持ち物：帽子、軍手、長靴、汚れてもいい服
申込み：参加者の氏名、年齢、住所、電話番号を記載の上
　　　　兵庫NIE ネット　F A X：(078)737-3393 
　　　　　　　　　　　 　Email：asai@nie-network.com　　　　
問合せ：080-3767-4717（浅井）

～ ノルディックウォーク＆田植え ～
家族で藍那を遊ぼう！

イ ベント情報 Events Information

～ 有機肥料で育てた「じゃがいも」を収穫してみませんか！ ～

日　時：平成２１年 6月 14日（日） 10:00 ～ 15:00
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
参加費：大人 500円、小学生以下 200円
　　　　じゃがいもの試食
　　　　じゃがいも 2キロ付き（大人のみ）
問合せ：NPO法人あいな育みの会（中西） 
　　　　TEL&FAX(078)591-2644

じゃがいもの収穫

～ あいな里山公園の棚田で「田植え」を体験してみませんか！ ～

日　時：平成２１年 5月 31日（日） 10:00 ～ 12:00
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
持ち物：帽子、水筒
参加費：大人 3000 円、こども 1000 円
　　　　※秋の収穫まで含む
　　　　※収穫したお米のお土産付き
問合せ：NPO法人あいな育みの会（中西） 
　　　　TEL&FAX(078)591-2644

田植え体験

日　時：平成２１年 6月 5・6・7日 10:00 ～ 11:00
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
参加費：大人 500円、小学生以下 200円
　　　　たまねぎ 2キロ付き（大人のみ）
問合せ：NPO法人あいな育みの会（中西） 
　　　　TEL&FAX(078)591-2644

～ 有機肥料で育てた「たまねぎ」を収穫してみませんか！ ～
たまねぎの収穫

日　時：平成２１年 6月 14日（日） 10:00 ～ 12:00
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
定　員：20名（6月 7日〆切）
参加費：大人 1500 円（材料費込み）
　　　　小学生以下 300円
持ち物：帽子、歩きやすい靴、三角巾、エプロン
問合せ：NPO法人あいな育みの会（中西） 
　　　　TEL&FAX(078)591-2644

～ 第３回 食育講座 スローフードを学ぼう！ ～
らっきょう漬け

～ 竹林の手入れをしながら竹の子を探しましょう！ ～

日　時：平成２１年 6月７日（日） 10:00 ～ 14:00 雨天中止
場　所：国営明石海峡公園神戸地区
定　員：先着 20名
参加費：小学生以上 500円 （昼食、保険料込）
持ち物：軍手、帽子、タオル、飲み物、
　　　　工作用ナイフなど
申込み：参加者の氏名、年齢、電話番号を記載の上
　　　　FAX:(078)593-3960
問合せ：国営明石海峡公園神戸地区 市民活動事務局 
　　　　TEL&FAX(078)593-3960
               月・水・金の 10:00 ～ 15:00 問合せ可

たけのこ探すホリデー＆たけのこ料理！

 

新型インフルエンザの影響で中止する場合もありますのでご了承ください

この情報誌は、環境に配慮したFSC森林認証紙を使用してます。

〒651-1104
神戸市北区山田町藍那字伝庫37

TEL(078)593-3943
FAX(078)593-3944

電子メール　aina@joy.ocn.ne.jp

ホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/akashi/

国営明石海峡公園事務所 
神戸地区現地事務所

製作・発行

毎月の発行です

↑こちらからダウンロードできます

あいな里山公園は、現在開園しておりません。
許可を受けた市民団体の活動やイベント以外での
一 般 の 公 園 内 の 立 ち 入 り は で き ま せ ん の で
ご注意ください。

　こんにゃくにある黒いつぶつ
ぶは？実は、こんにゃく芋の皮
なんです。そんなことも学べる
イベントが、園内の食堂棟で開
催され、子どもから大人まで、
こんにゃくづくりを楽しみまし
た。こんにゃく芋の栽培には通
常 3 年程かかるそうで、藍那で
育ったこんにゃく芋をすりつぶ
し、水や凝固剤と混ぜ合わせ、
形を整えていきます。すりつぶ
す時に、皮を少し残せば黒いつ
ぶつぶのあるこんにゃくができ
あがります。

　“山菜” は春の里山のお楽しみ
のひとつ。「あいなの春を満喫
しよう！」と題した山菜イベン
トは毎年人気があり、今回も前
日の雨にも関わらず 37 名もの
参加がありました。
　まずは野草観察に耕作楽園へ
と出かけました。スタッフから
野草のお話や調理方法を聞きな
がら、畦に生えているヨモギや
ノビルなどを夢中になって摘み
ました。
　茅葺民家（あいな亭）に戻っ
て、女性スタッフたちが手間ひ

まかけて準備した山菜の天ぷら
をいただきました。その香りの
いいこと！
　ワラビ、セリ、スギナ、ユキ
ノシタ、ノビル、ヨモギ、ツリ
ガネニンジン、ウド、クズ、タ
ラノメ、タカノツメ、ハナイカ
ダ、カキの葉などなどその数 10
種類以上！里山の春の風味を堪
能できた一日となりました。

春の山菜を楽しむ
あいなの春を満喫しよう！

Events Events平成 21年４月 26日（日）
あいな野草くらぶ

こ んにゃくづくり
食育講座スローフードを学ぼう

平成 21年 4月 19日（日）
NPO法人あいな育みの会

-  topics  -

春の山菜を楽しむ「あいなの春を満喫しよう！」

こんにゃくづくりイベント

今年度の工事予定

竹垣プロジェクト

平成２１年度 国営明石海峡公園事務所の顔ぶれ

新緑もキレイなあいなです！

２００９年５月発行
新年度特集号！
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～国営明石海峡公園神戸地区だより～
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棚田景観地区 土蔵をイメージした便所棟 準幹線園路

白川口エントランス基盤整備工事

準幹線園路整備工事

里山美林地区整備工事

下水処理施設工事

相談ヶ辻の家新築工事

電気設備工事

農村舞台新築工事

棚田ゾーン

林間ゾーン

屋門周辺の整備、農村舞台、相
談ヶ辻の建築工事など。林間
ゾーンでは、昨年度に引き続き
白川口エントランス周辺の基盤
整備と準幹線園路の整備を予定
しています。
　その他園内の草刈りや樹木管
理などの維持管理も行います。

　昨年度工事では、一昨年から
引き続いて藍那口から白川口を
結ぶ準幹線園路の工事が進み、
ようやく双方の入口が結ばれま
した。
　草木で覆われていた棚田景観
地区も造成工事が進み、開放的
な空間になりました。駐車場工

事も進み、イベントや活動の際
に利用することができるように
なり、また長屋門や市民交流民
家のある「農家のにわ」に土蔵
をイメージした便所棟が完成し
ました。
　今年度工事では、棚田ゾーン
の里山美林地区、あいな亭・長

今年度の工事予定

国営明石海峡公園事務所では、こんな人たちが仕事をしています

　竹垣プロジェクトは、平成 20
年秋ごろから耕作地へのイノシ
シ被害を防ぐために、市民団体
から発案のあったプロジェクト
です。耕作地で活動する市民団
体の手で、公園内で発生した廃

材（丸太杭）や竹を加工し、耕
作地の周囲約 330ｍを半年かけ
て竹垣で囲いました。（表紙写真）
　手づくりの竹垣は、里山の風
景に馴染み、景観にも配慮され
ています。
　きっと今年はたくさんの作物
が収穫できることでしょう。

竹 垣プロジェクト
Project

事務所長：小島

所　　長

経理係長：後藤

◆申請書類や契約などの手続き、用地の管理などを担当しています。

総務課長：若杉 総務係長：東田

総務係主任：高橋用地官：藤本

総 務 課

◆土木・造園の設計業務、工事を担当する工務係と、建築の設計業務、工事を担当する
　建築設備係があります。工事を監督しているのもこの部署になります。

監督官：東久保

工務課長：坂本 工務係長：池田

建築設備係長：木村

工 務 課

◆植生や生物などの調査・計画業務と、市民活動の管理運営の検討、窓口などを行っています。

調査・品質確保課長：矢野 企画係長：今井

調査・品質確保課




