2022
霜降
11/5
（土）

７～
先 申込受付１０/１７～

有料

講師とともに史跡を訪ねながら地域の歴史を学びます。
を学びます。
義経の進軍路と伝わる藍那古道を歩き、現存する最古の
古民家である“箱木千年家”を目指します。（約６km）
●時間：10:00 ～ 15:00（雨天延期 6 日）
●集合：伝庫の家 申込確認 9:30 ～
●解散：箱木千年家前 ※解散後、希望者は見学できます。
（衝原バス停 111 系統 谷上行 15:16 箕谷行 16:04）
●共催：あいな里山ビオパーク 天野 雅夫 氏
●対象：小学生以上 ●定員：20 名 ●参加費：300 円／名
●持ち物と服装：マスク、お弁当、飲み物、レジャーシー
ト／歩きやすい服装、トレッキングシューズ、帽子
当日受付

11/12
1/12
（土）

無料

秋のわくわくクラフト

秋に色づく植物たちを使ってクラフトをしよう！家族
で「秋の葉っぱでカラフルカード」
、「わらぼっくりザウ
ルス」を作ろう♪「ひっつき虫ドアップ」もあるよ！
●時間：10:30 ～ 12:00 13:00 ～ 14:30（雨天延期 20 日）
●集合：木工棟（瓦） 随時受付
●対象：どなたでも ●参加費：無料
●持ち物と服装：マスク／汚れてもよい服装

11/13
（日）

抽選

申込受付１０/２０

有料

森の手入れ体験講座
「しいたけのほだ木づくり」

11/23
（水・祝）

先 申込受付１０/２６～

先 申込受付１０/１８～

夜間開催

有料

里山で皆既月食をみよう

“皆既月食”が起こります！専門家のお話を聴きなが
ら、天体望遠鏡でじっくりと観測します。レアな“天王
星食”や火星・木星も見られる里山の特別な夜を、月や
星の音楽とともに堪能しましょう。
●時間：18:00 ～ 21:00（曇天・雨天中止）
●集合：長屋門前 17:25 ～ 17:50
注意 入口は藍那口または藍那歩行者口のみ
開門時間 17:20 ～ 17:45
※17:45 までに必ず入園してください。

●講師：バンドー神戸青少年科学館 鷲尾 正則 氏
●対象 : 小学生以上 ●定員：40 名 ●参加費：600 円／名
●持ち物と服装：マスク、懐中電灯、飲み物、軽食／防
寒着（必携）、長そで、長ズボン、運動靴

晩秋の里山を歩こう！ 無料
毎月第２【１１/１３( 日 )】
日曜開催
当日受付
～里山フレンズと公園のみどころ散策～

●時間：10:00 ～ 12:00（雨天中止）
●集合：長屋門前 随時受付 ●対象：どなたでも
●共催：里山フレンズ ●参加費：無料

抽選
11/19
（土）

申込受付１０/２４

有料

どろんこ♡レンコン掘り
どろんこ
り

ハス田で泥んこになってレンコンを掘ろう！カッパと
パと
長靴は必須。掘ったレンコンはお土産に。

ノコギリを持って樹林に入り、しいたけのほだ木に使
う樹木を伐ってみよう！子どもや初めての方も OK♪
●時間：10:30 ～ 12:15（小雨決行）
●集合：白拍子の家 申込確認 10:00 ～
●共催：あいな炭焼きくらぶ
●対象：小学生以上 ●定員：20 名
●参加費：100 円／名
●持ち物と服装：マスク、軍手、タオル、飲み物／長そ
で・長ズボン、長靴または運動靴

小雪

立冬
11/8
（火）

有料

ヒコーキをつくって
大空に飛ばそう！

昔懐かしのゴム動力飛行機をデザインして組み立てま
す。できあがったら、広場で思いっきり飛ばしてみよう！
●時間：10:00～12:45（雨天延期12月3日）
●集合：木工棟（瓦） 申込確認9:30～
●講師：OSライブスティームクラブ 内山 利晶 氏
●対象：小学生以上 ●定員：35名
●参加費：1,200円／1キットにつき
●持ち物と服装：マスク、飲み物、ﾋｺｰｷに貼る
ﾃｰﾌﾟやｼｰﾙ（あれば）／動きやすい服装、運動靴

※重たい土を掘り続けるハードなプログラムです！

●時間：①10:00 ～ 12:00 ②13:00 ～ 15:00（小雨決行）
●集合：相談ヶ辻の家 申込確認 各回 30 分前～
●対象：どなたでも（推奨：小学生以上）●定員：各回 10 組
●参加費：【大人】400 円／名 【中学生以下】200 円／名
●持ち物と服装：マスク、飲み物、ゴム手袋、タオル、
着がえ、移植ごて（子ども用）／胴長または長靴・雨ガッ
パ（長そで・長ズボンタイプ） ※大人用スコップは貸出します。

11/27
（日）

先 申込受付１０/２８～

有料

野生動物の
フィールドサインかんさつ会

里山では、イノシシやシカなど野生動物たちの痕跡
（フィールドサイン）がいろいろ見られます。サインを
探して、動物たちのヒミツにせまろう！
●時間：10:00 ～ 12:30（雨天延期 12 月 4 日）
●集合：伝庫の家 申込確認 9:30 ～
●講師：里山いきもの研究所
●対象：小学生以上 ●定員：25 名
●参加費：300 円／名
●持ち物と服装：マスク、飲み物、防寒着／長そで・長
ズボン、長靴または運動靴

３園連携

10/1 11/30
～
（土） （水）

キーナの森・あいな里山公園・しあわせの村

３園謎解きめぐり

「3園謎解きめぐりマップ」を片手に、各園に2箇所ず
つある謎ポイントを探そう！「謎」を解き明かすと1つの
キーワードが浮かび上がるぞ！キーワードを導き出して、
オリジナル景品をGETしよう♪
●日時：10月1日（土）～11月30日（水）
各園の営業時間中随時
●共催：神戸市（キーナの森）、しあわせの村
●マップ配布場所：あいな里山公園“長屋門”
しあわせの村“温泉健康センター”
キーナの森“交流棟”

お申込み方法
●プログラムによって「抽選」
「抽選」「先着順」、「当日受付」の方法で受
「当日受付」
付いたします。
（ 抽選 …抽選、 先 …先着順、 当日受付 …当日受付）
【先着順プログラム事項】
●受付時間：受付開始日以降の
受付時間：受付開始日以降の 9：00 ～ 17：00
※申込開始日時前にお電話をいただいても受付できません。
●一度のお電話で 5 名まで
名まで受付させていただきます。
●参加される方の ①氏名（代表者） ②学年（中学生以下の場合）
③お電話番号 をお伝えください。
※いずれかの情報が分からない場合やお伺いできない場合には申込
みを受付できませんのでご注意ください。
●重複で申込みのあった場合は、全ての申込みをキャンセル扱い
重複で申込みのあった場合は、全ての申込みをキャンセル扱いと
する場合があります。予めご了承ください。
●定員に達している場合、「キャンセル待ち」として受付し、繰り
上げの際は前日までに
前日までに公園からご連絡します。
小学生以下のお子様は、保護者
保護者の方の付き添いを願いしています。
の方の付き添いを願いしています。
●小学生以下のお子様は、
保護者の方も一緒にお申し込みいただき、一緒にご参加くださ
い。
●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。
●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。
【抽選プログラムについて】
●記載の日付に受付した申込み分について厳正に抽選を行い、翌日
記載の日付に受付した申込み分について厳正に抽選を行い、翌日
の 15:00 以降に、公園のホームページにてご確認ください。
以降に、公園のホームページにてご確認ください。抽
選後に空きがあれば、当選発表後は先着順での受付となります。
●発表時には、受付 NO、代表者のイニシャル、住まい（市区）を
表示しますので、必ずご自身でホームページにアクセスし確認し
必ずご自身でホームページにアクセスし確認し
てください。（ホームページを見ることが難しい方は、ご自身で
電話をし、結果を確認してください。）

プログラムのキャンセルについて
●キャンセルされる場合は、できるだけ早く、前日までに必
できるだけ早く、前日までに必
ずご連絡下さい。また、キャンセル時に他の方に権利をゆ
ずご連絡下さい
キャンセル時に他の方に権利をゆ
ずることはできません。
●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
お断りする場合がございますのでご了承下しさい。

プログラム当日の注意点
●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
開始時刻
に遅れそうな場合は必ずご連絡下さい。
に遅れそうな場合は必ずご連絡
●有料プログラムは、当日受付にて参加費を徴収します。
（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。
）
●屋外でのプログラムは、作業や観察に適した安全な服装
作業や観察に適した安全な服装で
お越しください。場合によっては、安全上の理由から参加
をご遠慮いただくことがあります。
●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
るという方は、参加時にお申し出ください。

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。
にてお知らせ
●中止の場合、個別の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。

7/1 8/31
4/1 6/30
9/1 10/31
11/1 3/31
年末年始（12 月 31 日～ 1 月 1 日）および 2 月の 5 日間

〒651-1104 神戸市北区山田町藍那字田代
URL https://kobe-kaikyopark.jp
Facebook https://www.facebook.com/ainasatoyama/
Instagram https://www.instagram.com/kobekaikyopark/

しあわせの村連絡口、藍那口、藍那歩行者口（毎日）、相談ヶ
辻歩行者口（土日祝のみ）
※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

