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秋分

寒露

事前申込･受付９/１３～ 有料

茅葺き民家でのヨガはいかが？ヨガの後は、里山作業

と野菜の収穫体験も♪（ヨガの時間は前半 60 分）

●日時：10 月 13 日（土）10:30 ～ 12:45（小雨決行）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●講師：小倉 千紗子氏　●対象：小学生以上　●定員：20名

●参加費：500 円／名　●持ち物と服装：ヨガマット（貸出

あり･100 円）またはバスタオル、飲み物／ 動きやすい服装

里山 de ヨガ
～ココロもカラダもリラックス～

10/13
（土）

事前申込･受付９/１２～

あいなからキーナの森まで、秋の山道を歩きます！キーナ

でお弁当を食べて、あいなに戻って来るよ。

●日時：10 月 13 日（土）10:30 ～ 15:00（雨天中止）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～（解散も長屋門前）

●共催：神戸市（キーナの森） 　●対象：小学生以上

●定員：25 名　●参加費：無料

●持ち物と服装：弁当、飲み物／登山靴または

　長靴 ( 途中ぬかるんだ道があります )

無料10/13
（土） あいなからキーナの森へハイキング！

秋は渡りのチョウ･アサギマダラがやってくる季節。チョ

ウを採集、観察し、蜜やりを体験しよう。

●日時：10 月 7 日（日）10:30 ～ 12:30（雨天中止）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●講師：大阪昆虫同好会　谷本 祥二先生

●対象：小学生以上 ●定員 :25 名 ●参加費 :200 円／名

●持ち物と服装：飲み物、虫あみ、虫かご／長そで・長

ズボン、運動靴、帽子

事前申込･受付９/６～ 有料

里山の蝶に会いにいこう
～渡りの蝶アサギマダラのふしぎ～

10/７
（日）

事前申込･受付９/１０～ 有料

頭に風呂敷を 1 枚巻いて､忍者に変身！宝を探したり

チャンバラしたり…里山で思いきりあそぼう！

●日時：10 月 8 日（月・祝）（小雨決行）

　　　　①11:00 ～ 12:15　②13:30 ～ 14:45

●集合：農村舞台前 申込確認①10:30 ～ ②13:00 ～

●講師：NPO 法人あそび環境 Museumｱﾌﾀﾌ･ﾊﾞｰﾊﾞﾝ

●対象：年少以上（保護者 1 名同伴）、または小学生以上（保護

者 1 名同伴、もしくは子ども単独でも OK）　●定員：各回 50 名

●参加費：年少以上 + 保護者 700 円、小学生以上

   + 保護者 1,000 円、小学生（単独）500 円

●持ち物と服装：ふくめん用の風呂敷（90×90 ㎝く

らい）／動きやすい服装、運動靴

みんなで忍者 ～からくり森の謎～

10/８
（月･祝）

事前申込･受付９/１１～ 有料

水辺の生きもの観察会【秋編】
～赤とんぼ・赤がえる☆秋みつけ～

アキアカネやニホンアカガエルなど赤い生きものたちが

多くみられる秋。さぁ、あみをもって探しに行こう！

●日時：10 月 8 日（月・祝）10:30 ～ 12:30（雨天中止）

●集合：長屋門前　申込確認 10:00 ～

●講師：兵庫・水辺ネットワーク   ●対象：小学生以上

●定員：25 名　●参加費：200 円／名

●持ち物と服装：飲み物、軍手、タオル、着替え、虫よ

け、（あれば）たも網／長袖･長ズボン、長靴、帽子

　【短パン、サンダル履きは危険なため厳禁 !!】

10/８
（月･祝）

事前申込･受付９/７～

原田伸郎と園内散策ツアー
10/13
（土）

タレントの原田伸郎氏と一緒にあいな里山公園内を散策

します！里山作業と収穫体験も♪エコバッグのプレゼント付！

●日時：10 月 13 日（土）11:30 ～ 12:30（小雨決行）

●集合：長屋門前　申込確認　11:00 ～

●ゲスト：原田 伸郎氏　●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／動きやすい服装、運動靴

無料

有料事前申込･受付９/１８～

秋といえば いも掘り！特製さつまいもランチや紙飛行

機、焼き芋のお楽しみもあるよ♪

●日時：10 月 14 日（日）10:30 ～ 15:00（小雨決行）

●集合：白拍子の家　申込確認 10:00 ～

●共催：NPO 法人シニアしごと創造塾､学半舎 1995

●対象：どなたでも　●定員：50 名

●参加費：800 円／名（昼食、体験代）

　※大人子どもとも。但し昼食・体験なしの 2 才以下の乳児は無料

●持ち物と服装：飲み物、軍手、タオル、雨具

　／長そで・長ズボン、運動靴

家族でさつまいも掘りと

さつまいもランチを楽しもう
10/14
（日）

あいな里山あいな里山 10／6（土）～10／21（日）

秋フェスタのチラシをみてね！秋フェスタのチラシをみてね！

10／６(土)は無料開園日♪

背負子をもって柴を拾い、薪をつくって、かまどで火を

おこして炊きたてのまめご飯を味わおう !

●日時：10 月 6、7、8、14、20 日の 5 日間

　　　　各回 11:00 ～ 12:30（小雨決行）

●集合：相談ヶ辻の家　申込確認　各日 10:00 ～

●対象：どなたでも　●定員：各日 30 名

●参加費：200 円／名　●持ち物と服装：飲み物、タ

オル、軍手／動きやすい服装、運動靴、帽子

事前申込･受付９/５～ 有料
10/6,7,

8,14,20
～柴ひろい＆丸太切り＆かまど体験～

背負子でＧＯ！

しば

し　ょ　い　こ



●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。

お申込み方法

プログラム当日の注意点

●キャンセルされる場合は、できるだけ早めに必ずご連

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

●電話のみの受付で、先着順とさせていただきます。

●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年齢  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の付き添いをお願い

しています。保護者の方も一緒にお申し込みいただき、

プログラムにご参加ください。

霜降

事前申込･受付９/２８～

サツマイモを餡にして、オリジナルどら焼きを作りま

す！終わったら畑でお土産用のサツマイモ収穫も♪

●日時：10 月 28 日（日）10:30 ～ 12:30（小雨決行）

●集合：木工棟前　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：50 名　●参加費：500 円／名　●持ち物と

服装：エプロン、三角巾、軍手、タオル／運動靴

有料
10/28
（日） さつまいも de どら焼きづくり

公園スタッフと一緒に、秋の里山を散策しよう♪

●日時：10 月 20 日（土）10:40 ～ 12:10（小雨決行）

●集合：長屋門前　当日受付 10:00 ～

●対象：小学生以上　●定員：25 名　●参加費：無料

●持ち物と服装：飲み物／歩きやすい服装、運動靴、帽子

当日受付 無料

実りの秋だ！里山を歩こう
～スタッフとともに公園のみどころ散策～

10/20
（土）

当日受付

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～

無料

秋、木の実に集まる鳥たち。ターゲットはムギマキ！

さぁこの美しい姿に出会えるか。

●日時：10 月 27 日（土） 10:30 ～ 12:30（小雨決行）

●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

●参加費：無料　●持ち物と服装：飲み物、（あれば）双眼

鏡／運動靴　※双眼鏡の貸出しもあります（無料）

10/27
（土）

事前申込･受付９/２１～ 有料

シラカシの葉で髪飾りなどを手作りしよう！出来上がっ

たら身につけて､フラに挑戦！終了後はフラステージ鑑賞も♪

●日時：10 月 21 日（日）11:00 ～ 12:00（小雨決行）

●集合：農村舞台前　申込確認 10:30 ～

●講師：Hula Kahela（フラカヘラ）

●対象：小学生以上　●定員：30名　●参加費：200円／名

●持ち物と服装：飲み物､タオル／動きやすい服装､靴

10/21
（日）

無料当日受付

秋のあさムシ！
～キッピー山からこんにちは～

10/14
（日）

昆虫好きな子どもたちあつまれ！スタッフと一緒に昆虫

採集をし、仲間ごとに分けてみよう。子どもたちの“ 昆

虫デビュー ”を応援します！

●日時：10 月 14 日（日） 10:30 ～ 12:15（小雨決行）

●集合：農村舞台前　当日受付 10:00 ～

●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）

●対象：幼児～小学生とその保護者　●定員：制限なし

●参加費：無料　●持ち物と服装：虫取り網、虫かご、

飲み物／長そで・長ズボン、運動靴、帽子

あん

シラカシの葉でマイ髪飾りをつくろう
～ ａｉｎａ里山ｈｕｌａ＆ワークショップ～


