
10:30̃12:30（雨天決行）

里山の草木染め体験

うめ・よもぎを使った「草木染め」を体験しよう！
〇参加費：500円 /個 〇対象 : どなたでも
〇集合：木工棟（瓦） 〇持ち物：持ち帰り袋
〇共催：里山フレンズ

9
日

申込

3/17～

定員

16コ

春の里山を歩こう！

里山フレンズと一緒に園内を散策しよう !
〇参加費：無料　〇対象 : どなたでも
〇集合：長屋門　〇共催：里山フレンズ

9
日

10:00̃12:00（雨天中止）

当日
受付

第２日曜日

探鳥会 in
あいな里山公園

春風にのって渡ってきた夏鳥との再会！キビタキやオ
オルリに会えるかも⁉
〇参加費：無料　　〇対象 : どなたでも
〇集合：長屋門     〇持ち物：双眼鏡 (無料貸出あり )
〇共催：日本野鳥の会ひょうご
※送迎バス･トラムカーの増便はありません。
　相談ヶ辻歩行者口は開門いたしません。
　入園料・駐車料金は、受付のさいに長屋門にて徴収いたします。

22
土

早朝開催

8:00̃11:00※開門7:30～（荒天中止）

申込

3/24～
定員

30名

ちょっとマニアックな
こん虫かんさつ

まだ寝ている虫、もう起きている虫をテーマに園
内の虫たちを探しにいこう！
〇参加費：無料  〇対象 : 小学３年生以上
〇集合：木工棟（瓦） 〇共催：里山フレンズ

16
日

10:00̃12:00（小雨決行）

申込

3/23～

定員

10組

春の山菜の天ぷら
を楽しもう！

春の里山を歩きながら、野草のお話と山菜天ぷらを
楽しもう！
〇参加費：大人500円 /名 小学生以下200円 /名
〇対象 : どなたでも 〇集合：白拍子の家
〇持ち物：主食（おにぎり等）、タオル
〇共催：あいな野草くらぶ

15
土

10:30̃13:30（雨天延期16日）
定員

25名

抽選

3/22

有馬富士公園からこんにちは♪

くさばなペンダント
をつくろう！

野辺で摘んだお花でペンダントをつくろう！
〇参加費：無料　　〇対象 : どなたでも
〇集合：農村舞台　〇共催：キッピー山のラボ
　　　　　　　　　　（三田市有馬富士自然学習センター）

22
土

11:00̃14:30（雨天中止）
〈時間内随時受付〉（12:00̃12:30はお昼休憩）

当日
受付

しろつめくさの
花かんむりをつくろう

野辺をおさんぽして、シロツメクサで花かんむり
をつくろう♪春の草花のミニブーケも。
〇参加費：100円 /名 〇対象 : どなたでも
〇集合：長屋門 

23
日

10:30̃12:00（雨天中止）

申込

3/27～
定員

25名

ハチの巣ダンボール
迷路をつくろう！

みんなで協力してダンボール迷路を組み立てよう
〇参加費：無料　　〇対象 : どなたでも
〇集合：農村舞台　
〇持ち物：軍手、汚れてもよい服装
※13:00 ～事前申込なしでも当日 ”飾りつけ ”や
　” 色つけ ”に参加できるよ！

29
土

10:30̃12:30（雨天延期30日）

申込

3/31～

定員

９組

水辺のいきものたんけん隊

春の里山では、生きものたちが動き出します。水路
でめだかの学校、カエル、タイコウチを探そう♪
〇参加費：400円 /名 〇対象 : 年長以上
〇集合：長屋門 
〇持ち物：軍手、たも網、ケース、長靴、着がえ
〇講師：兵庫・水辺ネットワーク

29
土

10:30̃12:30（雨天延期30日） 抽選

3/29
定員

35名

アメリカザリガニ釣り

竹の竿でアメリカザリガニを釣ろう！アメザリとの
ふれあいから外来種問題についても考えよう。
〇参加費：100円 /本 　〇対象 : どなたでも
〇集合：めだか池 　〇持ち物：長靴、軍手
〇共催：神戸カワバタモロコ保全推進協議会

29
土

14:00̃16:00（雨天延期30日）

当日
受付

やまももちゃん
あいな里山公園キャラクター
や
あい

4月は、
“さくら”や“つつじ”

が見ごろだヨ！

３/18～ 5/7
つくし＆よもぎつみ放題！開催中つ

長屋門にてレシピ配布♪

078-591-8000お申し込み
お問い合わせ

申込方法や
注意事項は
裏面へ

４月のプログラム４月のプログラム2023202320232023

̃ 清明 ̃

̃ 穀雨 ̃



年末年始（12 月 31 日～ 1 月 1 日）および 2 月の平日５日間4/1 6/30 7/1 8/31

9/1 10/31 11/1 3/31

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

HPHP TwitterTwitterfacebookfacebook Instagram

〒651-1104　神戸市北区山田町藍那字田代

新型コロナウイルス感染防止対策へご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染防止対策へご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染防止対策へご協力をお願いします。

●当日はプログラムの進行に支障が出ないように、開開

始時刻に遅れそうな場合は必ずご連絡始時刻に遅れそうな場合は必ずご連絡下さい。

●有料プログラムは、当日受付にて参加費を徴収しま

す。（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。）

●当日の受付は、プログラム開始の 30 分前30 分前より開始

いたします。

●プログラムは、活動や観察に適した安全な服装活動や観察に適した安全な服装でお

越しください。必要に応じて、飲み物、帽子、タオル、飲み物、帽子、タオル、

着がえ着がえなどをご持参ください。

●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。

プログラム当日の注意点プログラム当日の注意点

プログラムのキャンセルについて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。

●キャンセルされる場合は、できるだけ早く、前日までできるだけ早く、前日まで

に必ずご連絡下さいに必ずご連絡下さい。また、キャンセル時に他の方に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。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。

●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にて8：30 までに当公園のホームページにて

お知らせお知らせします。

●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。

雨天時の対応について雨天時の対応について

【抽選プログラムについて】【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おこ記載の日付に受付した申込み分について厳正に抽選をおこ

ないます。抽選結果は、翌日の 15:00 以降、公園の HPないます。抽選結果は、翌日の 15:00 以降、公園の HP

をご確認ください。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、ホームページにアクセスし確認しホームページにアクセスし確認し

てください。てください。

　（ホームページを見ることが難しい方は、お電話で結果を

確認してください。）

お申込み方法お申込み方法

●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」、「先着順」、「当日受付」「抽選」、「先着順」、「当日受付」の方

法で受付いたします。

　（          …抽選、      …先着順、               …当日受付）

【先着順・抽選プログラム共通事項】【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 9：00 ～ 17：00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5 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）　 ①氏名（全員） 　②学年（中学生以下）　 

④電話番号　④電話番号　をお伝えください。

※個人情報はプログラムに関する連絡以外には使用しません。

●定員に達している場合、「キャンセル待ち」として受付し、

繰り上げのさいは公園からご連絡します。

●小学生以下のお子様は、保護者小学生以下のお子様は、保護者の方の付き添いを願いしての方の付き添いを願いして

います。います。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お申し込みください。

●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。

先抽選 当日受付
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