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区　分 �シルバー �大人 �小人 
（65歳以上） �（15歳以上） �（小中学生） 

一　　般 �210円 �450円 �無料 

団　　体幻 �210円 �290円 �無料 

パ泉下2 �2，100円 �4，500円 �－ 

紀鷺耗 �250円 �500円 �－ 
＊中学生以下は入園料無料。身体障害者手帳、療育手帳又は婿神障害
者保陸福祉手帳を提示の場合は、本人およびその付添者1名が入園
料無料。

＊1団体は、小学生以上の入園者20名以上（上記手帳および年間パスポ
ートを提示した方を含む）か対象。

＊2年間パスポートは、平成30年4月1日以降の購入分から全国12ヶ所
の国営公園が共通で使用可能。

X32日間通し券は、購入した国営公園で購入者本人のみ翌日に使用可
（払い戻し不可）。

⑳開園時間　9：30－17：00

㊧駐車場（有料）
（期間中無休）

普通車500円／大型車1600円

自動二輪100円

あ国営明石海峡公園神戸地区

あいな堂山公園
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t函田園m器器　欝欝鑑譜結，しあわせの棚入。」
下車右折
・一般道路利用：「しあわせの村」に入国し、オートキャンプ場北すぐ

「藍那口」からの入園
・阪神高速北神戸線「藍那IC」下車右折、小郡明石鯨を西へ5分。
・山陽自動車道「神戸西iC」下車左折、「神戸西インタ一雨」交差点

左折後、小郡明石線を東へ4分。

書架国縫重な電車の場合　神戸電鉄粟生線「藍那駅」下車徒歩20分
「望郷歩行者ロ」より入園

星和合方面より徒歩の場合●星和合5丁目北端にある公園案内
サインより璃越道を徒歩15分「相談ケ辻歩行者ロ」より入園

m「しあわせの別までパスでお越しの場合・「しあわせの村本館
前」より「あいな里山公園」行き無料送迎パスが運行
ILあわせの村本館・宿泊館前発］935／1020／1100／1150／

1220／1300／1415／15．00

お問合わせ：TEL，078－591－8000
https：／／kobe－kaikyopark．jp／

主催：国営明石海峡公園・あいな里山参画団体運営協議会　〒651－1104神戸市北区山田町藍那字田代



轡㊤開始聞　＄有料　詮要轟離配麺嶽i缶場所
享、事前申込みのウログ元帥こ関してはHO月の捌

チラシ・HPをご参照くだ由ヽ
‾　‾　‾　　　　　i善書　三　　　　‾‾

く∴二∴∴さ

期間中土・日・祝日開催！

※天候が悪化したときは、途中で中止となる場合がありますので、
ご了承ください。　　　　　　　　　　禽

翁離籍霧誤諸富諾霊ます！！－避

受付：稲刈り体験会場にて時間内随時受付※小学生以下保護者同伴
持ちもの：軍手（必須）、長靴（必須）、収穫野菜を入れる袋（必須）、

タオル、着替え
服装は長袖・長ズボン
※記載事項をお守りください。必須の持ち物がない場合は参加できないことがあります。
※混雑時には入場制限させていただくことがあります。

轡豊山クイズ＆スタンプラリー

㊤10：00～15：00合用紙のお渡し：豊山闘隙・長匿門・相談ケ辻の宗
谷議連軸樹；豊山情報館

期間中毎日開催！

食展示「讃船積聾唖の露盤動鰯濃馬」～轟堕動鞠の賠急襲繚奉～
㊤9：50～16：勅命里山交流館　協力：兵庫県森榊動物研究センター

森昔あそび　羽子板やわなげなど　09：50可600命農村舞台前広場

吉日蒔割出’二王∵子∵l　　掛㊧享鯵㊥

5（土）※無料開園日

袋里山の蝶に会いに行こう一渡りの蝶アサギマタラと秋のチョウさがし一夕

㊤10：50一12：50企受付：壊謝瞞8
線楽しい竹細工　　　　　　（劫3：00～16：00　合農家のこわ＄

6（日）

麗擬譜繁籠馨譜愈農橋台＄
協力：アフタフ・バ」バン関西

熊足踏み脱穀体験　　　　　　　㊤11畑卜14：00合日割り療衰

残楽しい竹細工　　　　　　　013：00～16：00合農家のこわあ

ふ農家のにわ　毯自拍子のにわ合炭焼き窯
㊤基本10：00スタート、売切れまで販売、それ以外については個別記載

5日（土）合パン・サンドウィッチ等ボントル

合ホットコーヒー・紅茶・ホットドッグ　010：紗－

6日旧）合パン・サンドウィッチ等ボントル

金焼き栗・焼き芋　　　　　　　　㊤10：30－

金・餅入りみそ汁・炊き込みご飯，A顛六甲神戸北女性会

12日（土）禽パン・サンドウィッチ等ボン印
画ホット＆アイスコーヒー・マンゴージュース・アイスもなかエキストラコーヒー

1鈴温そばいくせ。

愈焼き芋
念フライドポテト・オニオンリング　　㊤11：肌一

合カレーライス・ライスワイン　　　㊤11：00～

13日旧）会パン・サンドウィッチ等ボントル

金ホット＆アイスコーヒー・マンゴージュース・アイスもなかエキストラ十ヒ

ふ冷やし麺・和菓子デイリ＿ヤマサ千

台ジビ工と茸の煮込み・シカ肉のコロッケ欄，シェフズ手，チンカトル

（∋①11：50卜12：50②14：00ト15：00

金ほうかi耕・ぜんざい・おでん五平餅㊤11：00卜

合里山うどん　　　　　　　　　　㊤11：00一

番カレーライス・ライスワイン　　　㊤11：00卜

合窯出しビザ・焼きりんご　　　　　㊤11：00卜14：00

14日（月祝）缶パン・サンドウィッチ等ボンドール

王1 ∴∴ 嚢 �証噛輩融＼／舵適田圃園田匝遊園 �i」 十 ㌔ 竜 王 

第一部　屋史講演会 
10：15－　　開会 

旭堂南海氏講談弼i義経軍の激定一三軍山から「ノ谷へ～』 

田辺異人氏講演噸越の逆落とし～「÷ノ谷」広狭二義論－』 

旭堂南海氏＆田辺員人氏　対談 �（ 

第二部　農村歌舞伎上演会 �i ） i i 
13：15－ 

六甲丹生かぶき蒔三番塑（ことぶきさんはそう）』 �∴轟 

神戸すずらん歌舞伎『白浪五人男（しらなみごIこんおとこ）』 
主催：神戸市北区役所 �圭 

t…困蕊寒 
轡整曲融雪諒ダ　　　　　　　　　010：50～12：偵合白描子の蒙る �雪 ∴「 （ i 萄 ≒‡ 

矯炭焼き体験（ロ焚き）・薪アートづくり体験010：00～15：00合炭焼き窯 

載憫工体験●紗ラフト遊び　　㊤①10：00～1豊艶誌嘗 

裁竹遊具で遊ぼう！　　　　　　　　㊤11：00～15：00色白拍子棚田 

11：00頃～　HalauHuiaKahela里山deフラ 

あべよしえサックス演奏＆lVレーンアート �I 

UnityDahCeSfh00iキッズダンス �E i （ i （ i i i 

13：00－　原田伸郎トーク＆ミニライブ（ラジオ公開録音） 

公開録音後原田伸郎とじゃんけん大会・餅まき 

葛認翌案 
翁願園傭翻豊国繭緻綴夢死田中薮聾寮備甥宛0名 

㊤11：00～12：10原田相郎出勤拘散策は一11：制令受付：長邸揃 � 

詩願蘭伸輔左肩集団隷頴　　　　㊤11：側～12：00詳細は後日間柱て �！ 〈 

蝿酪謎鶉等詩語就業幣濡競合脱腸 　　　　　　協力：臨場こともどうぶつえん事業部 �i i i 
i 或 ∴∴ 望 幸 斗 ！ 二王 1 l l l † ∵∴ 」 ‡ ≡l l 「 l i ∴ i i ） ∴： 尋 ‡ 三i 計 1 1 † i i 

竣轟憩』電動鵜野国電討霊夢夢＆三部り多軸蹄芯ツタ窃‘鋤ダ各回25名 

講読庫壕淫漣嬉誓弼　　㊤①11：00～12：00②13：50ト14：50合豊山交流館⑮ 
協力「袖里山いきもの研究所 

蜜炭焼き体験（窯出u013：00一・薪アートづくり体験㊤10：00～15：00合炭焼き窯 

婆竹遊具で遊ぼう！　　　　　　　　㊤11：00可5：00色白拍子柳田 

翁消しゴムをつくろう　　　　　　　　㊤10‥50～15‥50禽星山儲電館㊧ 

籠アメリカザリガニ釣り　　㊤①10：00ト12：00②13：00可4：00禽封寸：里山階親睦焼 

曹松ぼっくりリノ一・リース作り　　　　㊤10‥50～14：50禽木工煉瓦 

鯵干し柿づくり　　　　　　　　　㊤13：00～16：00合農家側的＄ 

議楽しい竹細工　　　　　　　　　㊤13：00～16：00禽農家側db＄ 

∴∴ 

器蒜誓害しょう日刊奮・ 　②13：00～14：30 

お問合せ・申込み：TEL．078－59ト8000詳しくはh††ps：IIkobe－kaikyopark．Jp／語義龍畿器謀計


