
やまもも摘み体験へ！手でひとつずつ摘み取り

きのこ観察会はじめ様々なプログラムを提供木をゆすり、シートで飴玉のような実を受けます

収穫したやまももをお土産用パックに詰めます藍那の暮らしとやまももに関する地元住民のお話

やまもも染め体験で “のぼり” を染めました

農村舞台が “昆虫展示館” に

作業のお礼としてスイカを提供茅の一輪挿しづくり体験は木工棟で

昆虫採集しながら先生のお話を聞くガイドツアー

里山体験メニューとしての畑の草取り

園内で収穫した夏野菜のカレーは好評

里山の食

　昨年度に引き続き、今年もや
まももまつりを開催しました。
非常に多くの申し込みがあり、
当日は快晴のもと 174 名の方が
来園されました。
　今年は天候の加減で例年より
やまももの成熟が早く、当日ま
でもつか心配されましたが、完
熟状態のやまももを摘んでいた
だくことができました。また、
今回も市民団体の協力を得て、
全部で 14 の体験プログラムを
提供しました。
　来園者アンケートで今回参加
した理由をお聞きしたところ
「やまもも摘みに興味があった
から」が 73％、｢様々なプロラ
ムに興味があったから｣が 14％
と摘み取りをはじめ体験プログ
ラムに関心が高いことが伺えま
した。開園後も、初夏のあいな
里山の魅力を伝える行事として
磨いていきたいと思います。

■多年草
■分布：北海道、本州、四国、九州

ミソハギ科ミソハギ属
Lythrum anceps
ミソハギ

　湿地や田の畦に群生して生えるミソハギ。
ちょうどお盆のころに開花し、お盆の供花と
して使われるため “盆花”、“精霊花” とも呼
ばれています。和名 “禊萩” の由来は、草の
姿がハギに似て、仏前の供え物にこの花で水
をかけ禊（みそぎ）をするところから。仏事
に欠かせない花として植栽されてきたため、
田の畦に咲くものなど自生か植栽か区別がつ
かない場合が多いようです。
　花の奥には蜜が分泌されており、虫媒花と
して様々な昆虫が訪れる花でもあります。

　夏休みの特別開園日として「あ
いな里山のわくわく夏やすみ」
イベントを開催しました。
　今回も市民団体の協力を得て、
自然観察、工作、農作業の３種
類のプログラムを用意しました。
　昆虫の専門家によるガイドツ
アーと昆虫の写真・標本展示は、
虫が大好きな子どもたちに大人
気。また、茅の一輪刺しや木の
人形づくりなどクラフト体験に
は親子でじっくり取り組んでお
られました。丸太切り・薪割り、
畑の草取りなどの作業をお手伝
いしてくれた方には園内で収穫
したスイカを、昼食には夏野菜
カレーを召し上がっていただき
ました。朝から夕方までまる一
日楽しまれたご家族もいて、充
実した一日となりました。

あいな里山まつり
第 16 回

日　時 : 平成 27 年　  月　　  日（日） 10:00-17:0010 25 

●稲刈り・脱穀体験

●炭の窯出し体験

●きのこ探検隊

●ザリガニ釣り

●ノルディックウォーク

●ツリーイング

●竹細工づくり

●わらの小屋づくり　ほか

●窯出しピザ・焼きリンゴ

●山菜うどん　●あいなそば

●あいな里山カレー　●栗ご飯

●こんにゃく田楽　●焼き芋

●フレンチトーストやまももジャム添え

●ジャガイモクレープ

●あいなおやき

　　　　　ほか

里山体験

申込み：不要。開園時間中 自由にご来園いただけます
問合せ：第 16 回あいな里山まつり事務局
　　　　メール　kobe-akashi@ss.pacific.co.jp

表紙のかかしは、神戸市シルバーカレッジの方が卒業研究作品として製作されたものです
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あ いなやまももまつり開催
　　　平成 27年 7月 12日（日）Events

-  topics  -
あいなやまももまつり開催
夏やすみイベント開催
第一期開園に向けたスケジュール、開園エリア等
- イベント情報 -

第 16 回あいな里山まつり

イ ベント情報 Events Information

国土交通省国土交通省

国土交通省国土交通省

この情報誌は環境に配慮したFSC森林認証紙を使用しています。

〒650-0024
神戸市中央区海岸通29番地
TEL(078)392-2992
FAX(078)392-2995

電子メール  info-akashi@kkr.mlit.go.jp  

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

国営明石海峡公園事務所 

↑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。
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　　　平成 27年 8月 23日（日）



第１期開園区域図

◆開園後の利用案内について
　○開園時間 ：９：30 ～ 18：00（時季により閉園時間は異なります。）
　○休 園 日  ：年末年始（12 月 31 日～１月１日）および２月の第１月曜とその翌日
　○入 園 料  ：大人（15 歳以上）410 円、小人（６歳以上）80 円、シルバー（65 歳以上）210 円
　○アクセス ：自動車ご利用の場合
　　　　　　　　　　阪神高速北神戸線「しあわせの村出入り口」を下車後、左折すぐ「しあわせの村連絡口」へ。
　　　　　　　　　　しあわせの村からお越しの場合、オートキャンプ場北すぐ。
　　　　　　　   電 車 ご 利 用 の 場 合
　　　　　　　　　　神戸電鉄粟生線「藍那駅」を下車後、「藍那歩行者口」まで徒歩約 20 分。

地形を活かした最大高低差約17ｍ、
最大延長約65ｍのローラースライ
ダーなどの遊具を整備しています。

遊びの森地区

こいのぼりなどを立てられる基礎を
設置しています。（施工途中）

農家のにわ

危険個所への立入防止や転落防止の
ための安全柵などを設置しています。

小野新池

里山らしいみどりを楽しんでもらえ
るように、サクラなどの花木を充実
させています。また、柑橘類や桃な
どの果樹の植栽も行っています。

さくら山
ため池でいきものを観察するための
デッキや、見晴らしの良い場所でく
つろぐことができるデッキなどを整
備しています。

めだか池

歩行者や車両がスムーズに通行でき
るように、主要な園路の舗装工事を
行っています。
また、駐車場も多くの車が駐車でき
るように整備しています。

猿ヶ谷道

小学校の遠足などの休憩施設として
も利用可能な、約100㎡の大屋根を
設置しています。

くり林
谷筋に残る棚田跡の修復・再生を行
いました。開園後も水田として維持
管理を行っていきます。

代ヶ谷棚田

クラフトなどの体験メニューを提供
する場として、作業場所の整備を行
っています。

木工棟

◆整備状況について
　平成 28 年 6 月の第１期開園では、棚田ゾーンを中心とした約 41.3ha の供用開始を予定しており、　来園者
の皆様に満足していただけるように現在も様々な整備を進めています。ここでは、最近の整備状況をご紹介し
ます。

 H27 .8 .4

                            ⇩                            ⇩
 H27 .11 中旬

                            ⇩                            ⇩
 H27 .11 下旬

                            ⇩                            ⇩
 H28 .1 上旬

                            ⇩　                            ⇩　
 H28 .4 .1

                            ⇩                            ⇩
 H28 .6 上旬 管理委託業者が設置する組織（管理セン

ター）のもと、　公園の運営維持管理が行
われていきます。

第１期開園

第１期開園に向けた準備を公園事務所と
共に進めていきます。

業務開始

決定した事業者と国が管理委託契約を結び
ます。

契　　約

運営計画や契約希望価格を総合的に評価
して決定します。

落札予定者決定

応募する事業者は、運営計画などの書類を
提出します。

入　　札

公園の管理委託業務の詳細な内容を公表し、
民間事業者の募集を行います。

入札公告◆開園後の運営維持管理について
　国営明石海峡公園は、平成 28 年６月　
の開園に向けて運営維持管理業務を民間
事業者に業務委託するにあたり、５月に
民間競争入札実施要項（案）を公表し、
広く国民の皆様から意見募集を行いまし
た。皆様からいただいた多数のご意見を
踏まえ、現在、本公園の運営維持管理業
務を行う民間事業者を募集しており、右
図のスケジュールで開園に向けた準備を
行っていきます。
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神戸地区は、都会に近接する貴重な里地里山の環境を守り育てながら、大規模公園の特徴を活かした休憩や憩い・散策・遊び等ゆとりある「身近な森」として整備を進めています。第 １期開園に向けて


