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国営明石海峡公園神戸地区

アクセス
   電車・徒歩で　電車の場合 ： 神戸電鉄粟生線「藍那駅」下車徒歩20分

「藍那歩行者口」より入園
星和台方面より徒歩の場合 ： 星和台5丁目北端にある公園案内
サインより鵯越道を徒歩15分 「相談ヶ辻歩行者口」より入園

   バスで　 「しあわせの村」までバスでお越しの場合 ： 「しあわせの村本館 
 前」より「あいな里山公園」行き無料送迎バスが運行
  ［しあわせの村本館前発］ 9：35/10：20/11：00/11：50/
 12：20/13：00/14：１５/15：00

 お車で　 「しあわせの村連絡口」からの入園
 ・ 高速道路利用：阪神高速北神戸線「しあわせの村出入口」 
  下車右折
 ・ 一般道利用「しあわせの村」に入園し、オートキャンプ場北 
   すぐ
 「藍那口」（臨時）からの入園(10月８,9,22，23日のみ)
   ・ 阪神高速北神戸線「藍那IC」下車右折、小部明石線（県道 
     52号）を西へ5分
    ※小部明石線（県道52号）からの右折入園はできません

あいな里山公園　〒651-1104 神戸市北区山田町藍那宇田代

公園のご利用案内

●開園時間　9:30～17:00
　　　　　　　　　　　　（期間中無休）
●駐車場（有料）
　普通車 500円／大型車 1600円
　自動二輪 100円  
　●園内の移動はトラムカーをご利用ください

●入 園 料

区　分

一 般

団 体

年間パスポート

シルバー
（65歳以上）

大人
（15歳以上）

小人
（小中学生）

210円

210円

2,100円

410円

290円

4,100円

80円

50円

800円

お問い合せ：TEL.078-591-8000　 http://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

駐車料金
別途

メイン
イベン

ト

未就学児は無料。身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手
帳を提示の場合は、本人およびその付添者１名が無料となります。団体
は、小学生以上の有料入園者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）を対象とします。



開始時間 有料 要事前申し込み

里のまなび

・あいな里山きのこ写真展
・あいな里山生息の生物写真＆生物展示
・あいな里山公園の野鳥たち
・あいな里山風景・活動写真展

期間中展示

 木・祝
里のたのしみ 里のにぎわい

　探鳥会inあいな里山公園　 10:30～
　野鳥クラフト　 14:０0～    
　植物ガイドツアー　 11:30～/14:30～
　樹林整備体験　 13:00～/15:00～
　たのしい消しゴムづくり　 11:00～    
　ぶっかけそうめん、ぜんざい、弁当など

　探鳥会inあいな里山公園　 10:30～
　十五夜のお月見と天体かんそく   18:00～　70名    
　かまど体験＆さつまいも収穫体験
　　                                11:00～/12:30～/14:00～

　ペットボトルで生物調査   10:30～
　缶バッジを作ろう   11:00～    
　植物ガイドツアー   11:30～/14:30～
　里山の暮らし相談室   11:00～
　ホットドック、コーヒー、弁当など

里のあじわい

9/22

第17回 あいな里山まつり 第17回 あいな里山まつり 日10/23

 土
　秋の里山観察会　10:00～　
　缶バッジを作ろう　11:00～　 
　稲刈り体験　10:00～　
　ホットドック、コーヒー、弁当など
　神戸芸術工科大学との連携協定調印式　11:00～
　「秋の里山に彩る一弦の調べ♪」
　　チェロ＆ヴァイオリン演奏　13:00～

　親子で米づくり「稲刈り」＆秋の自然遊び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10:30～

　缶バッジを作ろう　11:00～　 
　植物ガイドツアー　11:30～/14:30～
　ホットドック、コーヒー

　干し柿つくり体験　 11:00～
　缶バッジを作ろう   11:00～　 
　秋の里山観察会    10:00～　 
　巨大ブランコとわらオブジェ　10:00～
　炭焼き体験　口焚き編 　13：30～
　かまど体験＆さつまいも収穫体験   11:00～/12：30～/14：00～
　稲刈り体験   10:30～/11:30～/13：30～/14：30～
　水辺の生きもの観察会   10:00～ 
　草木染めワークショップ　10:00～
　里山ノルディックウォーキング　10:00～
　里山の吹き矢あそび　10:00～
　プチバームクーヘン作り、ハンバーグ定食、ホットドック、
　あいな里山カレー、たこやき、氷ぜんざい、弁当など
　野菜販売
　神戸鈴蘭台高等学校和太鼓演奏
　フォーク弾き語り演奏など

9/24

 土10/1

 日9/25  日10/2

　脱穀体験　10:00～
　稲刈り体験　10:00～/10:30～/11:00～
                         /11:30～/13:30～/14:00～
                         /14:30～/15:00～
　丸太切り・薪割り体験　10:00～
　たのしい消しゴムづくり　11:00～ 　
　竹柵で垣根つくり　10:00～
　缶バッジを作ろう　11:00～ 　
　里山deヨガ　10:30～   20名
　’aina里山hula＆レイづくり　13:00～   30名
　あいな里山写生会　10:30～/13:30～    20名
　草木染めワークショップ　10:00～
　里山ノルディックウォーキング　10:00～
　里山の吹き矢あそび　10:00～
　むかごご飯とみそ汁、ホットドック、
　たこやき、クレープ、ピラフ、氷ぜんざいなど

　あいな歴史ガイドツアー   13:30～　20名　　
　秋の里山観察会　10:00～　 
　缶バッジを作ろう　11:00～　 
　ホットドック、コーヒー、弁当など

　おとなの竹職人体験　13:30～　10名　 
　水辺に生息する外来生物調査 　10:30～
　竹細工体験　 11:00～ 　
　缶バッジを作ろう　11:00～　 
　稲刈り体験　 10:30～/11:30～/13:30～/14:30～
　あいな里山写生会　10:30～/13:30～   20名
　草木染めワークショップ　10:00～　 
　ぶっかけそうめん、 ホットドック、たこやき、
　クレープ、パン、氷ぜんざい、弁当など

　野草園のお手入れ体験　 10:00～
　あいなでマッシュルーミング
                                  10:30～    20名　 

　水辺の生きもの観察会
　　　　　　　　　  10:30～    20名
　缶バッジを作ろう　11:00～　 
　竹クラフト体験　 13:00～　 
　植物ガイドツアー　11:30～/14:30～
　ホットドック、コーヒー

　柿狩り体験　11:00～/14:00～
　缶バッジを作ろう　11:00～    
　樹林整備体験　13:00～/15:00～
　かまど体験＆さつまいも収穫体験
　　　　　　　　　　　11:00～/12:30～/14:00～

　植物ガイドツアー　11:30～/14:30～
　ホットドック、コーヒー
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イベント満載！
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イベント
スケジュール

 　野草園ガイド 9/28（水）・１０/5(水)・１０/12(水)   10:00～
 　竹クラフト体験 １０/5(水)・１０/12(水)   13:00～
 　田んぼの除草体験 9/28（水）   13:00～ 　柿狩り体験１０/20(木)   10:00～ 

平日の
イベント

期間中
毎日開催

お問い合わせ・申し込み : TEL.078-591-8000　詳しくは http://kobe-kaikyopark.jp/

　かまど体験＆さつまいも収穫体験　11:00～/12：30～/14：00～
　ツリーイング　10：00～　
　あいな里山どうぶつのひみつワークショップ　10:30～/13：30～　 20名　
　稲刈り体験　10:30～/11:30～/13：30～/14：30～
　親子でワイワイ秘密基地を作ろう　10:00～/13：00～　 　
　炭だし体験　窯だし編　 13:30～　　 どんぐりでトトロを作ろう！　10:00～　
　竹細工＆紙クラフト体験    10:00～　　巨大ブランコとわらオブジェ　10:00～
　きのこ探検隊　 10:30～
　ザリガニ釣り＆生きもの タッチサービス　 10：30～
　たのしい入浴剤を作ろう　 11:00～　　　缶バッジを作ろう　11:00～　
　草木染めワークショップ   10:00～
　里山ノルディックウォーキング   10:00～　    里山の吹き矢遊び   10:00～
　窯だしピザ＆焼きリンゴ 、ホットドック、里山うどん、
　あいな里山カレー、焼き芋、ハンバーグ定食、氷ぜんざいなど
　野菜販売
　木村優一大地の会和太鼓、アコースティックギターデュオ演奏など　

 日10/9

KOBE観光ウィーク
無料開園日

KOBE観光ウィーク
無料開園日

 土10/8

　植物ガイドツアー   11:30～/14:30～
　里山の蝶に会いにいこう　10:30～   25名　
　ビギナーランナーのための
　ランニングクリニック　10:30～　50名
　焼きたてメロンパン、マロンパイ、弁当など

 月・祝

里山フェスタ
オープニング

イベントは予告なく変更、
中止する場合がございます。

　里山クイズラリー
　松ぼっくり釣りあそび（10/8は除く）
　里山体験クイズラリー　11:15～／14:00
　（いもほり、稲刈り、栗ひろいなど）
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