新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力のお願い
・
・
・
・
・
・

発熱や咳が出るなど体調がすぐれない場合は、来園をご遠慮ください。
来園前は、各自ご自宅で検温し、３７.５℃以上でないことを確認してからご来園ください。
各プログラム受付にて、検温などにご協力いただく場合があります。
各⾃コロナウィルス感染症
来園中は各自手洗いや消毒の励行をお願いします。
対策をお願いします︕
人と人との距離を十分（できるだけ2ｍ）確保するようにしてください。
マスクの着用など咳エチケットにご協力ください。(他の方と十分な距離を確保できる場合は適宜外していただいて構いません）

プログラム申込について
お申込み⽅法

・プログラムによって「先着順の事前申込受付」（電話）・
「当日受付」（現地）の方法で受付いたします。
・事前申し込みは電話のみの受付とさせていただきます。
※但し、「稲刈り体験」についてはWEBのみの受付となります。
（ 先 事前申込 ・・・先着順事前申込受付 当日受付 ・・・当日現地受付）

【雨天時の対応について】
・天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、当日の８:３０
までに当公園のホームページやTwitterにてお知らせします。
・中止の場合、個別にご連絡はしませんが、直接確認したい場合は
９:００以降に電話でお問い合わせください。

【プログラム受付について】
・受付時間：☎電話受付：開始日以降の9：00～17：00
【キャンセルについて】
※申し込み開始日時前にお電話いただいても受付できません。
・キャンセルされる場合は、できるだけ早く、前日までに必ずご連絡
WEB受付（「稲刈り体験」のみ）：開始日10：00以降
10：00以降24時間
ください。稲刈り体験をWEBで申込みをされた方は、予約サイト上で
・一度の受付は上限５名までになります。
キャンセルの手続きをおこなってください。また、
・参加される方全員の①お名前 ②年齢 ③お電話番号
キャンセル時に他の方に権利を譲ることは、できません。
④ご住所（市区まで） ⑤メールアドレス（WEB申込みの場合のみ）
（WEB申込みの場合のみ）
・キャンセルの連絡なく欠席された場合は、次回より受付をお断りする
をお伝えください。
場合がありますのでご了承下さい。
※個人情報はプログラムに関する連絡、および新型コロナウイルス
感染症対策以外には使用しません。

・定員に達している場合は「キャンセル待ち」として受付、繰り上げ
の際は前日までに公園からご連絡します。

【プログラム当日の注意点】

※稲刈り体験についてはキャンセル待ちの受付はございません。
・当日はプログラムの進行に支障が出ないように開始時刻に遅れ
・小学生以下のお子様は、保護者の方も一緒にお申込みし、
そうな場合は必ずご連絡ください。
付き添いだけでなく一緒にご参加ください。
・有料プログラムは、当日受付にて参加費を徴収します。
・団体での申し込みはお断りしています。また、参加希望人数が
（有料・無料に関わらず、入園料、駐車料金は別途お支払いください）
６名以上の場合は複数回に分けて申込みしていただきます。
・屋外でのプログラムは、作業や観察に適した安全な服装でお越し
・申込みした方と別の方が参加する場合には改めて申込みが必要
ください。場合によっては、安全上の理由から参加をご遠慮
となります。連絡なしでの参加者の変更は一切お断りいたします。
いただくことがあります。
・「稲刈り体験」については、このちらしの内面に更に
・当公園の広報誌やホームページ等に写真を掲載されては困ると
注意事項の記載がありますので、申込前に必ずお読み
いう方は、参加時にお申し出ください。
ください。

あいな里山公園INFORMATION
〒651-1104 神戸市北区山田町藍那字田代
開園時間（期間中） 9:30～17：00 ※入園時間16:00まで
入 園 口 しあわせの村連絡口・藍那口・藍那歩行者口
相談ヶ辻歩行者口【土日祝のみ】
※各方面からのアクセス、および送迎バス、トラムカーの運行
については、HPをご覧ください。
※フェスタ開催中の送迎バス、トラムカーの増便はございません。
普通車500円／大型車1，600円／自動二輪100円

⼟

秋分・蟄⾍坏⼾

⼟

寒露・鴻雁来

料無料⽇
⼊園

1 ⼟ 10 ⽉･祝
秋の都市緑化期間

※駐⾞料⾦は必要

入園料
シルバー

大

人

小

人

（区

分）

一

般

210 円

450 円

無 料

団

体

210 円

290 円

無 料

250 円

500 円

—

65歳以上

20人以上

2日間通し券

15歳以上

中学生以下

稲刈り体験 （芋ほり付き）

※事前のWEB申込が必要となります。
（先着順、各回⼈数・年齢制限あり）

当⽇の受付はありません。
詳細は内⾯をご確認ください。

※記載の入園料・駐車料で、淡路島国営明石海峡公園も利用可（当日のみ）

お問合せ ： あいな里山公園管理センター TEL：078-591-8000
詳しくは

あいな⾥⼭
秋フェスタ2022
10 / 1 2 ⽇ 8 9 ⽇ 10 ⽉祝

▶ https://kobe-kaikyopark.jp/

あいな里山公園

検 索

10/1・2・8・9 稲刈り体験については
当⽇、NHK(TV・WEB) 兵庫県南部6時から12時の降⽔確率が60%以上の場合中⽌します
※その他イベントの開催については、HPをご確認ください

主催︓国営明⽯海峡公園・あいな⾥⼭参画団体運営協議会

お願い

１０月１日（土）

※ １０/１〜１０の各イベント開催については、ＨＰをご覧ください。
※ 当日、体調がすぐれない場合は、参加をご遠慮ください。また、マスク着用にご協力ください。
※一部のイベントは定員があります。また、予告なく変更、中止する場合があります。

稲刈り体験（芋ほり付き）

◆葉っぱとミニキャンバスで
葉っぱとミニキャンバスで
世界に⼀つだけのアートを作ろう︕

WEB 事前申込

※事前申込のプログラムにつき、当日参加・申込者以外の方の参加はできません

あいなの⽥んぼで稲刈りをしよう︕稲刈り体験後は芋ほりにも参加できます︕※芋ほりのみの参加はできません
●⽇時︓

10/１（⼟）･ ２（⽇）･ ８（⼟）･ ９（⽇）※10⽇（⽉･祝）はありません

午前 ①10︓30〜11︓00 ②11︓00〜11︓30 ③11︓30〜12︓00
午後 ④13︓00〜13︓30 ⑤13︓30〜14︓00 ⑥14︓00〜14︓30

⽩拍⼦のにわ ◆各回の30分前から受付開始
●参加費︓無料
●対象︓ ⼩学⽣以上 ※⼩学⽣は保護者同伴、同伴者も参加必須（⼩学⽣未満の⽅は参加不可）
●定員︓ 各回30名 ※１組５名まで、団体の申込はお断りします（同伴含み５名、申込の無い⽅の付添不可）
●持ち物︓マスク、軍⼿、⻑靴、収穫野菜を⼊れる袋（必須）、タオル、着替え
●服装︓ ⻑袖・⻑ズボン(必須)、ズボンタイプカッパ下（推奨）

●集合︓

●講師︓

※事前の天候により⽥んぼの⽔はけが悪くドロドロの場合があります。

NPO法⼈

あいな育みの会

※稲刈りでは、鋸鎌(のこぎりかま)を使⽤します。お⼦様の使⽤時は保護者責任の下で⽬を離さないよう注意してください。
※ご⾃分の予約回と異なる⽇時に来られた場合は参加できません。
※記載事項をお守りください。必須の持ち物・服装の準備がない場合は参加できません。
※荒天等による中⽌・変更の場合、当⽇の7:00の天気状況で決定しHPに掲載しますので8:00以降に確認してください。
個別に連絡はしません。
※途中で天候が悪化した場合も、中⽌となる場合がありますのでご了承ください。
※電話での受付はできません。 WEB受付のみとなります。 キャンセルもWEBで操作してください。
記載事項の全てを承諾の上、申し込んだものとみなしますのでご了承ください。
予約後、入力した内容の変更は一切不可につき、よくご確認の上お申し込みください。
予約システム内で完結する仕様のため、当園にご連絡を頂いても一切受付けができませんので、ご了承ください。

WEB申込みフォームの注意事項:

９/１６(金)１０時～
ー24時間受付ー

◆よっておいで︕みておいで︕紙芝居だよ〜♪
よっておいで︕みておいで︕紙芝居だよ〜♪
◐11:30〜

13:30〜

◆昔あそび
昔あそび

◐10:00〜15:00

⌂伝庫の家

⌂農村舞台前広場

◎ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
◐10:00〜売り切れまで

１０月８日（土）
◆楽しい⽵細⼯
楽しい⽵細⼯

◐13:00〜16:00 ⌂農家のにわ
参加費︓100円/名

・上記QRコード、もしくは当園HPプログラムページに記載のQRコードからアクセスしてください。
受付開始時間より入力ができます。
・HP経由で申し込みされる場合、開始と同時にアクセスが集中し、つながりにくくなる場合があります。
・参加希望日と回を選択してください。満席の回は選択できなくなります。
・申込み人数枠（上限5名）と合致しない数の名前・年齢の入力や、代表者名を2人目以降に重複入力をしないで
ください。全て無効となります。
・期間中いずれか1人1回のみ参加可能です。重複があった場合は全て無効となります。
・申込時以外の他の方に権利を譲ることはできません。
・WEBでシステム上予約が完了したとしても、記載事項が守られていない場合は後日取り消します。予約確認
メールをよくご確認ください。
取り消しとなった場合は、空席があれば再度WEBから正しくお申し頂けますが、即座に他の方の予約が入る
可能性がある旨ご承知ください。
・キャンセル待ち希望者は各自でシステムに登録し、キャンセルが出た時点で登録者全員へ一斉にメールが届く
予約システムとなります。
但し、キャンセルが出ても登録者多数のため、数分で埋まるような状況となる旨ご承知ください。

あいな里山 冬 フェスタ

◐10:30〜14:30 ⌂炭焼き窯（⽩拍⼦棚⽥上）
ゼント
定員︓50名（先着） ※⽵炭（⾃作の消臭剤）プレゼント

◆昔あそび
昔あそび

◐10:00〜15:00

⌂農村舞台前広場

◐10:30〜12:30 ⌂⻑屋⾨前
参加費︓300円/名

■探⿃会
探⿃会

in

冬フェスタ 2023年1月7日（土）・9日（月・祝）
・7日
（土）竹灯明台作り体験
・9日
（月・祝）
とんど焼き など
※詳細は今後のフェスタ、
プログラムちらしをご覧ください

10/1( 土 )・2( 日 )・8( 土 )・9( 日 )
「里山体験メニュー」はお休みします。ご了承ください。
「里山体験メニュー」

定員︓35名

⌂⻑屋⾨前

定員︓30名

◎ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
◐10:00〜売り切れまで

⌂農家のにわ

１０月１０日（月･祝）
◆古典フラ
古典フラ 〜halau hula kahera〜【ステージ】
◐11:00〜

13:30〜

⌂農村舞台

１０月２日（日）
◆ミニゲーム⼤会
ミニゲーム⼤会（賞品あり）

◐10:30〜12:00(10:00〜受付) 13:30〜15:00(13:00〜受付)
⌂農村舞台前広場（会場①）
・輪投げ ・紙円盤投げ ・⼈間ビンゴ
み）
・どんぐり的⼊れ（PM のみ）・あいなクイズ（PMのみ）
⌂⽩拍⼦棚⽥（会場②）
・あら縄跳び競争

※ひとりにつき2種⽬まで参加可能

◐10:00〜12:00

◆⽵遊具であそぼ
⽵遊具であそぼ

◐11:00〜14:30

13:00〜15:00
⌂⽩拍⼦棚⽥

■⽔辺のいきものたんけん隊
⽔辺のいきものたんけん隊
◐10:30〜12:30 ⌂⻑屋⾨前
参加費︓300円/名

13:30〜

⌂伝庫の家

◐10:00〜売り切れまで

◎あいな⾥⼭カレー・⽢酒ドリンク＆ライスワイン
あいな⾥⼭カレー・⽢酒ドリンク＆ライスワイン
◐11:00〜売り切れまで

定員︓30名（先着）

◆丸太切り体験
丸太切り体験

◐10:30〜14:30 ⌂炭焼き窯（⽩拍⼦棚⽥上）
定員︓50名（先着） ※⽵炭（⾃作の消臭剤）プレゼント
▶11:00〜⽵炭装置（エコタン）の窯出し

◆⽵細⼯体験
⽵細⼯体験

◐10:00〜12:00 13:30〜15:30 ⌂農家のにわ
定員︓50名（先着） 参加費︓100円/個
◐10:30〜15:30（計8回） ⌂⽊⼯棟（⽡）
定員︓50名（先着） 参加費︓250円/個
◐11:00〜14:30

◆昔あそび
昔あそび

◐10:00〜15:00

⌂⽩拍⼦棚⽥

定員︓20名（先着）

⌂農家のにわ

⌂⽩拍⼦のにわ

◎あいな⾥⼭カレー・⽢酒ドリンク＆ライスワイン
あいな⾥⼭カレー・⽢酒ドリンク＆ライスワイン
◐11:00〜売り切れまで

⌂⽩拍⼦棚⽥

定員︓20名（先着）

⌂農村舞台前広場

⌂⽩拍⼦のにわ

⌂⻑屋⾨前

■あいな秋のきのこ観察会
あいな秋のきのこ観察会
◐10:30〜12:30

◎ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）

◐10:00〜14:30

⌂⽩拍⼦のにわ

１０月９日（日）

◐10:00〜12:00

◐13:00〜15:00 ⌂⽩拍⼦のにわ
参加費︓200円/4個
◐11:00〜14:30

⌂農家のにわ

◆秋の⾥⼭を歩こう
秋の⾥⼭を歩こう

◆⼲し柿づくり
⼲し柿づくり

◆⽵遊具であそぼ
⽵遊具であそぼ

定員︓35名

◎ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）

◆⽵遊具であそぼ
⽵遊具であそぼ

◐11:30〜

定員︓20名（先着）

◐14:00〜16:00 ⌂めだか池 定員︓80名（先着）
参加費︓おとな100円/名 中学⽣以下50円/名

◆松ぼっくりツリー・リースづくり
松ぼっくりツリー・リースづくり

◆よっておいで︕みておいで︕紙芝居だよ〜♪
よっておいで︕みておいで︕紙芝居だよ〜♪

⌂切通し広場

◆アメリカザリガニ釣り
アメリカザリガニ釣り

◆消しゴムを作ろう
消しゴムを作ろう

◐10:30〜14:30 ⌂⽊⼯棟（⽡）
定員︓60名（先着） 参加費︓150円/個

※定員あり先着順、無料

◆⾥⼭どうぶつえん
⾥⼭どうぶつえん

◆⾜踏み脱穀体験
⾜踏み脱穀体験

◐11:00〜12:00 13:00〜稲が無くなるまで
⌂⽩拍⼦のにわ 定員︓60名（先着） ・無料

◎：飲食

１０月プログラムチラシ(別紙)またはHPをご確認ください

※

あいな⾥⼭公園

◐10:00〜12:30

◎さとばコーヒー
さとばコーヒー

◇お知らせ◇

定員︓30名（先着）

◆⽵炭づくり体験
⽵炭づくり体験

◐10:00〜売り切れまで

ント
のイベ
ら
か
せ
これ のお知ら

⌂農家のにわ

■⾥⼭の蝶に会いに⾏こう
⾥⼭の蝶に会いに⾏こう

★芋ほりについて
稲刈り体験終了後、そのまま続けてご参加ください。30分を過ぎると参加できません。
午前11︓00〜12︓30 午後13︓30〜15︓00

は
申込 !!
ラ
コチ

◐10:00〜12:00 13:30〜15:30 ⌂⽊⼯棟（⽡）
定員︓60名（先着） 参加費︓400円/個

◆：当日受付 ■：事前申込※

⌂⻑屋⾨前

定員︓15名

◎ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
ボンドール（パン･サンドウィッチ販売）
◐10:00〜売り切れまで

◎焼き芋販売
焼き芋販売

◐11:00〜12:00

⌂農家のにわ

13:00〜14:30

⌂農家のにわ

◎⽢酒ドリンク＆ライスワイン
⽢酒ドリンク＆ライスワイン
◐11:00〜売り切れまで

◎B級グルメ＆野菜販売
B級グルメ＆野菜販売
◐11:00〜売り切れまで

⌂⽩拍⼦のにわ
⌂⽩拍⼦のにわ

