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けん玉・こま回し
羽根つき・縄とび
竹とんぼ
場所：農村舞台前広場

背負子体験あいなカルタ・お手玉
絵本昔ばなし
福笑い・すごろく
竹こっぽり・竹馬

里山体験メニュー

里山クイズラリー

場所：伝庫の家・白拍子の家
　・相談が辻の家

受付場所：長屋門
開催時間：①11：20 ～ ②14：00 ～

（※１３日は、受付場所：相談が辻の家　
　開催時間：13：00 ～ 14：30）

★６問中３問以上正解者には
粗品あり♪

場所：長屋門／１１日・13 日は里山情報館

記念撮影にどうぞ！

場所：相談が辻の家

1/2～1/13毎日実施

お正月だヨ！里山de昔遊び！お正月だヨ！里山de昔遊び！

申込受付１２/１９～先 有料
１/19
（日）

　お正月といえば凧あげ！親子でオリジナルの五連凧を

つくり、広場をおもいっきり走って凧を高くあげよう！

●日時：1 月 19 日（日）10:30 ～ 14:30（雨天中止）

●集合：木工棟　申込確認 10:00 ～

●講師：OS ライブスティームクラブ　内山 利晶 氏

●対象：どなたでも　●定員：40 名

●参加費：500 円／材料１セットにつき

●持ち物と服装：弁当、飲み物、軍

　手（手袋）、セロハンテープ、油性

　カラーマジック（あれば）／動き

　やすい服装、運動靴

五連凧づくり＆凧あげ！！
ごれんだこ たこ

申込受付１２/１２～先 有料
１/12
（日）

　冬の里山にも、野生動物の足跡やフンなどの痕跡

がたくさん見られます。講師とともにこれらのサインを

読みといて、冬の里山の楽しみかたをみつけよう！

●日時：1 月 12 日（日）10:30 ～ 12:30（小雨決行）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●共催：神戸市

●講師：（一社）里山いきもの研究所

●対象：小学生以上

●定員：30 名

●参加費：300 円／名

●服装：野外用の防寒着・ズボン、長靴または運動靴

野生動物の
フィールドサイン観察会

とんど焼きとんど焼き

楽しい竹細工　 どんぐりトトロづくり

入浴剤を作ろう

ぼっかけ丼　 おでん　 カレー　 甘酒

パン　 焼きいも　 コーヒー・紅茶

しょうが・かりんのホットドリンク　他

プログラム ・飲食

1/13
（月・祝）

　棚田に燃えあがる迫力満点の炎！新年の無病息災、五穀

豊穣を祈りましょう。多彩なプログラムが盛りだくさん！

数量限定でとんどの熾火でもち焼き体験もあるよ♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（荒天中止）

１０:４５～　とんど火入れ式

１１:３０～　和太鼓演奏
くわしくは初まつりの
チラシをみてね！

申込不要

竹灯明台づくり
１/11
（土）

　阪神・淡路大震災から 25 年。東遊園地で行われる

“1.17 のつどい ”の竹灯明台をみんなで作りましょう。

竹をカットし、筆書き作業を行います。

●日時：1 月 11 日（土）10:00 ～ 14:00（小雨決行）

●集合：白拍子のにわ　上記時間内随時受付

●共催 : 環境ボランティアわかば会、

　　　  あいな里山参画団体運営協議会

　　　　　（協力：NPO 法人阪神・淡路大震災「1.17 希望の灯り」）

●対象：どなたでも

●定員：なし　●参加費：無料

●持ち物と服装：軍手、飲み物、弁当／動きやすい服装

（防寒着）・運動靴

★参加者には温かいぜんざいのふるまいを用意していま

す（先着 100 名まで）　★パンの販売もあります

無料

当日受付

～あいな里山より阪神・淡路大震災1.17のつどいへ
鎮魂の祈りをこめて～

初初
新春

あいな まつりあいな まつり
令和 2年１月 11日（土） ・１3日（月・祝）

小寒



〒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/

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、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）

●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。

　（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。

プログラム当日の注意点

●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

権利をゆずることはできません。

●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。

●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。

プログラムのキャンセルについて

雨天時の対応について

お申込み方法

●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」

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】

●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 名まで受付させていただきます。

●参加される方全員の  ①お名前  ②年代  ③お電話番号

   ④ご住所（市区まで）  をお伝えください。

※個人情報はプログラムに関する連絡用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、保護者の方も一緒にお申し込

みし、一緒にご参加ください。

【抽選プログラムについて】

●記載の 2 日間に受付した申込み分について厳正に抽選

を行い、翌日（３日目）の 15:00 までに、公園のホー

ムページにて発表します。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。

先抽選

NEW!

当日受付

当日受付 無料
１/25
（土）

　厳しく冷えるあいなの冬。その中で鳥たちがたくまし

く生きる姿を見に行こう！

●日時：1 月 25 日（土）10:30 ～ 12:30（荒天中止）

●集合：長屋門前　当日受付 10:00 ～

●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：飲み物、双眼鏡（あれば）、小型の図鑑、

記録用ノート、防寒着／歩きやすい運動靴、帽子

　※双眼鏡の貸出しもあります（無料）

探鳥会 in あいな里山公園
～バードウォッチングを楽しもう～

申込受付１２/２３～先 有料
１/26
（日）

　野菜でっぽうやスーパーボールロケット、どんぐりゴマ、

ベイゴマまわしなど飛ぶおもちゃを手づくりし、広場で飛

ばしてみよう！ピザづくりや芋ぜんざいもあるよ♪

●日時：1 月 26 日（日）10:30 ～ 14:30（雨天中止）

●集合：木工棟　申込確認 10:00 ～

●共催：学半舎 1995

●対象：どなたでも　●定員：30 名

●参加費：600 円／名（昼食・クラフト代）

　　　　　※3 才以下無料

●持ち物と服装：軍手、エプロン／動きやすい服装

冬のアウトドアクッキングと
飛ぶおもちゃづくり

大寒


