2022
小雪
12/4
（日）

先 申込受付１１/１６～

有料

茅刈り体験

12/10
（土）

～刈った茅でティピをつくろう～

茅葺屋根の材料となるススキを刈ろう。茅葺職人さんか
らお話を聞いた後、みんなで刈って束ねて、ティピ（草の
小屋）をつくりましょう！
●時間：10:00 ～ 14:30（小雨中止）
●集合：白拍子の家 申込確認 10:00 ～
●共催：NPO 法人 あいな里山茅葺同人
●対象：小学生以上 ●定員：30 名
●参加費：50 円／名
●持ち物と服装：マスク、弁当、飲み物、軍手、タオル／
長そで・長ズボン、滑りにくい運動靴または長靴、帽子

先 申込受付１１/１８～

探鳥会 in あいな里山公園
～里山の冬鳥たち～

冬を里山で過ごそうと鳥たちが北からやってきます。
半年ぶりの再会を楽しみましょう！
●時間：10:00 ～ 12:30（荒天中止）
●集合：長屋門前 申込確認 9:30 ～
●共催：日本野鳥の会ひょうご
●対象：どなたでも ●定員：30 名 ●参加費：無料
●持ち物と服装：マスク、飲み物、双眼鏡（あれば）、フィー
ルドノート／歩きやすい服装、運動靴、帽子
※双眼鏡の貸し出しもあります（無料）

先 申込受付１１/２４～

12/10
（土）

大雪

先 申込受付１１/２２～

有料

冬至
12/18
（日）

12/11
（日）

竹で楽器をつくろう

竹（モウソウチク）を切って、マラカスやたいこなど
の楽器を作ってみよう！お昼には、みんなで炊いたご飯
を竹の器と箸で食べよう！
●時間：10:00 ～ 14:30（小雨延期 11 日）
●集合 : 相談ヶ辻の家 申込確認 9:30 ～
●共催：あいな竹ぐるーぷ
●協力：あいな炭焼きくらぶ
●対象：どなたでも
●定員：30 名 ●参加費：400 円／名
●持ち物と服装：マスク、飲み物、軍手、軽食、シート、
／長そで・長ズボン、運動靴

抽選

申込受付１１/２８

有料

家族で米づくり
「もちつき」とお餅をたべよう！

公園で収穫したもち米でもちつきをしよう！子ども用
の臼と杵もあります。つきたてのおもちでお雑煮などの
昼食を楽しもう♪
●時間：10:30 ～ 15:30（小雨決行・荒天中止）
●集合：白拍子の家 申込確認 9:30 ～
●共催：シニアしごと創造塾、学半舎 1995
●協力：わかば会、あいな里山茅葺同人
●対象：どなたでも
●定員：15 組
●参加費：大人･子どもとも 800 円／名（昼食・体験代）
※昼食・体験なしの 2 才以下の乳幼児は無料

●持ち物と服装：マスク、エプロン、飲み物、タオル、着
がえ、帽子またはバンダナ／動きやすい服装、

無料

有料

～里山のくらふと～

間伐材や木の実で作る
クリスマスオブジェ

公園で間伐した木を土台に、木の実や園内で育てた綿
などを飾りつけて、クリスマスオブジェを作ろう！
●時間：①10:30 ～ 11:30 ②13:30 ～ 14:30（雨天決行）
※②13:30 ～ 14:30 は 10:30 より当日受付

●集合：木工棟（瓦） 申込確認 10:00 ～
●共催：里山フレンズ
●対象：どなたでも ●定員：各回 16 名
●参加費：500 円／ 1 個につき
●持ち物と服装：マスク、飲み物、軍手、タオル、作品
を持ち帰る袋／汚れてもよい服装
毎月第２【１２/１１( 日 )】冬の里山を歩こう
冬の里山を歩こう！ 無料
日曜開催
～里山フレンズと公園のみどころ散策～ 当日受付

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

12/25
（日）

先 申込受付１１/３０～

有料

もうすぐお正月！

稲わらでしめ縄づくり

公園の稲わらを使って、しめ縄を作ります。藍那地域
稲
を
で伝統的に作られてきた形や、使う植物の意味を地元の
方に教えてもらいながら、手と足を使って作ろう！
●時間：10:30 ～ 12:15（雨天決行）
●集合：里山交流館 申込確認 10:00 ～
●講師：NPO 法人 あいな育みの会
●対象：小学生以上 ●定員：35 名
●参加費：800 円／しめ縄 1 つにつき
●持ち物と服装：マスク／動きやすい服装

あいな里山冬フェスタ

新型コロナウイルス感染防止対策
へのご協力のお願い

２０２３年

１月７日（土）

●竹灯明台づくり

１月９日（月・祝）

●とんど焼き

◆１２月３１日（土）
・１月１日
（日）
は休園日です◆

他にも昔あそび
やガラポンなど
ができるよ！
きるよ！
！

※詳細は、あいな里山冬フェスタチラシをご確認ください。

・お申し込みの方には、氏名と電話番号をお聞きします。
・プログラム受付時は、検温などへご協力をお願いします。
・発熱や咳が出るなど体調がすぐれない場合は、参加をご
遠慮ください。
・参加の前後には、各自手洗いや消毒をお願いします。
・人と人との距離を十分に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。
（ただし、他の方と十分な距離を確保できる場合は適宜
外していただいてかまいません）

お申込み方法
●電話のみの受付
電話のみの受付とさせていただきます。
●プログラムによって「抽選」
「抽選」、「先着順」、「当日受付」
「当日受付」の方法で受
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・抽選プログラム共通事項】
●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（全員） ②学年（中学生以下） ④電
話番号 をお伝えください。

プログラムのキャンセルについて
●キャンセル待ちの方がいらっしゃる場合があり、また準備
物等にも影響が出ますので、キャンセルされる場合は、で
きるだけ早めに、必ずご連絡下さい。
できるだけ早く、前日までに必
●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
お断りする場合がありますのでご了承下さい。

※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

プログラム当日の注意点

できませんのでご注意ください。
※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。

●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
●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
●有料プログラムは、当日受付にて参加費を徴収します。
上げのさいは公園からご連絡します。
●小学生以下のお子様は、
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。 （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。）
作業や観察に適した安全な服装で
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。 ●屋外でのプログラムは、作業や観察に適した安全な服装
お越しください。場合によっては、安全上の理由から参加
●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
をご遠慮いただくことがあります。
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 ●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
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。
るという方は、参加時にお申し出ください。
【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、
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、公園の HP をご確認ください。
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
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。）

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フェイスブック
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 月の平日 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、相談ヶ辻歩
行者口（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）

