
[しあわせの村本館・宿泊館前発][しあわせの村本館・宿泊館前発]

210 円 290 円

ー2,100 円

250 円

210 円一　　般

団　　体

年間
パスポート

2日間
通し券

4,500 円

500 円

450 円 無料

無料

ー

＊1

＊2

＊3

中学生以下は入園料無料。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名が入園
料無料。
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）が対象。
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。
２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）。

＊1

＊2

＊3

＊

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

「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
・一般道路利用：「しあわせの村」に入園し、オートキャンプ場北すぐ

「藍那口」からの入園
・阪神高速北神戸線「藍那IC」下車右折、  小部明石線を西へ5分。
・山陽自動車道「神戸西IC」下車左折、「神戸西インター南」交差点
  左折後、小部明石線を東へ４分。

9:30～18：00

藍那口

里山どうぶつえん里山どうぶつえん里山どうぶつえん里山どうぶつえん

4/284/28
   日   日

みんなで忍者
～からくりの森の謎～
みんなで忍者
～からくりの森の謎～

4/294/29
月・祝月・祝

（穀雨・霜止出苗）

4⽉2727⽇(⼟) 〜  ⽇(⼟) 〜  3030⽇(⽕・祝)⽇(⽕・祝)4⽉27⽇(⼟) 〜  30⽇(⽕・祝)

あいなdeフラダンスあいなdeフラダンス「平成の名曲カバーライブ」「平成の名曲カバーライブ」

4月30日（火・祝）17：00～19：30

ありがとう平成！
あいな里山の夕べ～万灯会～

ありがとう平成！
あいな里山の夕べ～万灯会～

平成のおわりの日、あいな里山の夕べの宴を初めて開催！　いっしょに楽しみましょう♪

ぼっかけ丼・五平餅・おでん各種・スペアリブ

里のあじわい里のあじわい里のあじわい

あいなアラカルト　
（NPO法人シニアしごと創造塾・学半舎1995）

あいな里山   春カレー・甘酒
（神戸芸術工科大学　あいな里山プロジェクト）

ボンドール  パン販売

里のたのしみ里のたのしみ里のたのしみ
輪投げあそび
（あいな参画団体運営協議会）

あそぼうあそぼあそぼあそぼうあそぼう
でで

あいなあいなあいなあいなあいな
あつまれ！里山っこあつまれ！里山っこあつまれ！里山っこ
あいな里山春フェスタあいな里山春フェスタあいな里山春フェスタあいな里山春フェスタ 藍那口から毎日お車で入園できるようになりました

※4/30夜イベントまで残られる方は、藍那口からの
　入園が便利です。また、しあわせの村連絡口から
  お車で入園された方も藍那口から無料で再入園
  頂けますのでご利用ください。



https://kobe-kaikyopark.jp/

春春
あいな里山あいな里山あいな里山

【ステージ /農村舞台】

ホタルの夕べホタルの夕べ    6月2（日）・7（金）・8日（土）6月2（日）・7（金）・8日（土）

・やまもも摘み体験
・やまももシロップ作り
・’aina里山hula         　など

・ゲンジボタル観察会

田植えまつり    5月25日（土）～26日（日）5月25日（土）～26日（日）

～田植え＆やまももまつり、
　　　　　ホタルの夕べ～

これからのイベント

のお知らせ

・川辺 ゆかコンサート
・神戸鈴蘭台高校和太鼓部「をとこ組」演奏
・餅まき　　　　　　   など

・田植え体験
・早乙女田植えの実演と早乙女唄

夏
フェスタフェスタフェスタ

やまももまつりやまももまつり    7月6日（土）～7日（日）7月6日（土）～7日（日）

田植え

～田
　　

4
（土）（土）

スタンプラリー＆お菓子つり！スタンプラリー＆お菓子つり！

3
（金・祝）（金・祝） 

5月のGW中もお楽しみがいっぱい5月のGW中もお楽しみがいっぱい5月のGW中もお楽しみがいっぱい

6
（月・祝）（月・祝）

水辺の生きもの観察会

無料開園無料開園
     生きものタッチサービス

5/15/1
（水・祝）（水・祝）

〜
6

（月・祝）（月・祝）

事前申込事前申込事前申込

事前申込事前申込事前申込

 10：30～12：30 　35名  　
  受付：長屋門前           200円   （兵庫・水辺ネットワーク）

総合運動公園とのコラボ企画

徳川道を歩こう！その1(藍那発)

  ①10：00～12：00　②13：00～14：00  
  受付：農家のにわ            無料     
                               （ため池・湿地帯生き物保全グループ）

10：00～16：00 　25名 　
 受付：長屋門前　     200円　

5
（日・祝）（日・祝）

昔あそび昔あそび

    9：30～17：00     　受付：農村舞台前広場

はじめての里山公園★ガイドツアーはじめての里山公園★ガイドツアー
～里山フレンズがご案内！90分公園めぐり～～里山フレンズがご案内！90分公園めぐり～ 
 10：40～12：10       25名               受付：長屋門

草花あそび草花あそび
13：00～14：30       20名  　
受付：里山情報館前　      無料   （あいな野草くらぶ）

スタンプラリーを全部回った子どもたちに
お菓子釣り券をプレゼント、なくなり次第終了
         9：30～16：00               受付：長屋門　　無料    

  　
園内に隠された「宝」マークを見つけた
子どもたちにプレゼントあり♪
          9：30～16：00               受付：長屋門　　無料  

ヨモギ摘みヨモギ摘み
園内各所でフリーに摘み放題！
　  9：30～17：00      　

宝さがしゲーム宝さがしゲーム

あいなからキーナの森へ
探検ハイキング 事前申込事前申込事前申込

  こま回し・けん玉・羽根つき・すごろく・お手玉・
  縄跳び・竹トンボ・竹馬・かるた・福笑い・
  フラフープやバドミントンもあるよ♪

4/1～開催中

10：00～15：00        25名  　
 受付：長屋門前　　無料　　

ボンドール  パン販売
4/274/27(土)(土)～30～30(火・祝)(火・祝)

4/304/30（火・祝）（火・祝）

4/284/28（日）日）

里のあじわい里のあじわい里のあじわい

11：00～売切れまで     　　
ぼっかけ丼 ・ 五平餅 ・ おでん各種 ・ スペアリブ

10：00～売切れまで、　30日は夜イベントまで延長

11：00～売切れまで         ぼっかけ丼・スペアリブ　
30日は17：00～もあり （メニューは表面）

あいなアラカルト    （NPO法人シニアしごと創造塾・学半舎1995）

あいな里山   春カレー  ・甘酒
 （神戸芸術工科大学   あいな里山プロジェクト）

4/284/28（日）（日）～30～30（火・祝）（火・祝）

11：00～売切れまで  、　30日は17：00～もあり 

農家のにわ

4/294/29（月・祝）（月・祝）
さとばこーひー          （あいな里山茅葺同人）
10：00～14：30         ホット・アイスコーヒー、紅茶

七輪でミニバーベキュー          （あいな里山参画団体運営協議会）
10：30～売切れまで         あいな野菜・ソーセージ　 　

4/304/30（火・祝）（火・祝）

4/284/28（日）（日）・30・30（火・祝）（火・祝）

楽しい竹細工            13：00～16：00              農家のにわ　    100円   （あいな里山参画団体運営協議会）　
野草・山菜ガイドツアー           10：40～12：10              受付：長屋門  　      無料　
里山体験メニュー     ①11：20  ②13：20  ③15：00    　    受付：長屋門　　無料   ※5/1～6もあり 
毎日開催     4/27毎日開催     4/27（土）（土）～30～30（火・祝）（火・祝）

里のたのしみ里のたのしみ里のたのしみ

輪投げあそび　28日：　 11：00～15：00      30日： 　11：00～19：00 
          農家のにわ   　    無料   （あいな里山参画団体運営協議会）　

アメリカザリガニ釣り　             
          ①10：00～12：00　②13：00～14：00               受付：農家のにわ  　    無料   （ため池・湿地帯生き物保全グループ）　

ぷにゅぷにゅスライムを作ろう　
          10：00～15：00                里山情報館  　    200円   （NPO法人シニアしごと創造塾）　

キノコなど”じみぃ～ないきもの”観察会
　  ①10：30～12：00　②13：00～14：30       各回10名       　  受付：里山情報館         　200円   （兵庫きのこ研究会）　

里山情報館・里山交流館の展示も見てね！

4/284/28（日）（日）

有料

忍者ゲームのあとは
チャンバラ対決！  ！

忍者ゲームのあとは
チャンバラ対決！  ！

忍者ゲームのあとは
チャンバラ対決！  ！

NPOアフタフ・バーバン関西

みんなで忍者みんなで忍者みんなで忍者みんなで忍者

①11：00～12：15
②13：30～14：45
農村舞台前広場
年小以上＋保護者700円
小学生以上＋保護者1,000円
小学生(単独)500円

①11：00～12：15
②13：30～14：45
農村舞台前広場
年小以上＋保護者700円
小学生以上＋保護者1,000円
小学生(単独)500円

①11：00～12：15
②13：30～14：45
農村舞台前広場
年小以上＋保護者700円
小学生以上＋保護者1,000円
小学生(単独)500円

4/29（月・祝） 事前申込事前申込事前申込
里山どうぶつえん里山どうぶつえん里山どうぶつえん里山どうぶつえん

ヤギ・ブタ・ウサギ
とふれあおう ！  ！
ヤギ・ブタ・ウサギ
とふれあおう ！  ！
ヤギ・ブタ・ウサギ
とふれあおう ！  ！

10：00～16：00
切り通し広場
無料

10：00～16：00
切り通し広場
無料

10：00～16：00
切り通し広場
無料

4/28（日）

(株)能勢農場こどもどうぶつえん事業部

雨天中止雨天中止雨天中止

こども里山写生会こども里山写生会こども里山写生会こども里山写生会
4/28（日） 事前申込事前申込事前申込

10：00～15：00
里山情報館
無料

10：00～15：00
里山情報館
無料

10：00～15：00
里山情報館
無料

春の写生画コンテストに
応募しよう！！

春の写生画コンテストに
応募しよう！！

春の写生画コンテストに
応募しよう！！

※絵の具（水彩道具、色鉛筆など）、
　画板はご持参ください。
※絵の具（水彩道具、色鉛筆など）、
　画板はご持参ください。
※絵の具（水彩道具、色鉛筆など）、
　画板はご持参ください。

講師：木村  道郎氏
（兵庫県美育作家協会会員）　　 

ミヤマカラスアゲハを
あいなの里にかえそう
ミヤマカラスアゲハを
あいなの里にかえそう
ミヤマカラスアゲハを
あいなの里にかえそう
ミヤマカラスアゲハを
あいなの里にかえそう
4/30（火・祝）

講師：谷本  祥二氏
（大阪昆虫同好会）　　 

10：30～11：30
受付：長屋門
無料

10：30～11：30
受付：長屋門
無料

10：30～11：30
受付：長屋門
無料

雨天中止雨天中止雨天中止

無料無料無料多目的広場多目的広場多目的広場

9：30～17：009：30～17：009：30～17：00

4/27(土)~5/6(月・祝)4/27(土)~5/6(月・祝)4/27(土)~5/6(月・祝)
ゆずりあって

つかってね♪ゆずりあって

つかってね♪ゆずりあって

つかってね♪

☆  ヒップスライダー

貸出あり☆  ヒップスライダー

貸出あり☆  ヒップスライダー

貸出あり

シュー！シュー！

草すべり草すべり草すべりシュー！シュー！

草すべり

☆  大きい

ボールも

貸出あり

☆  大きい

ボールも

貸出あり

☆  大きい

ボールも

貸出あり

山や川や田にしかけられた春のミッションや
おもしろクイズおもしろクイズに挑戦！　全問クリアして

キミも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　になろう！キミも　　　　　　　　　　　　　になろう！

山や川や田にしかけられた春のミッションや
おもしろクイズに挑戦！　全問クリアして

キミも　　　　　　　　　　　　　になろう！

山や川や田にしかけられた春のミッションや
おもしろクイズに挑戦！　全問クリアして

キミも　　　　　　　　　　　　　になろう！

さとやまにあさとやまにあ

無料無料無料

4/27(土)~5/6(月・祝)4/27(土)~5/6(月・祝)4/27(土)~5/6(月・祝)
9：30～16：009：30～16：009：30～16：00

長屋門 か 相談が辻の家長屋門 か 相談が辻の家長屋門 か 相談が辻の家

さとやまにあさとやまにあさとやまにあさとやまにあ

10問中

6問以上正解で

景品をゲット♪

各日先着200名

10問中

6問以上正解で

景品をゲット♪

各日先着200名

10問中

6問以上正解で

景品をゲット♪

各日先着200名

10問中

6問以上正解で

景品をゲット♪

各日先着200名

受付・答え合わせ・景品は↓受付・答え合わせ・景品は↓受付・答え合わせ・景品は↓

ささささ ややや
4/27(土）～３０（火・祝）

背負子でGO！背負子でGO！背負子でGO！背負子でGO！
～柴ひろい＆丸太切り＆かまど体験～～柴ひろい＆丸太切り＆かまど体験～～柴ひろい＆丸太切り＆かまど体験～～柴ひろい＆丸太切り＆かまど体験～

事前申込事前申込事前申込

           10：30～12：30   各日30名　     相談ヶ辻の家　     300円/人
「春のわらびご飯」を

かまどで炊きます！  ！「春のわらびご飯」を

かまどで炊きます！  ！「春のわらびご飯」を

かまどで炊きます！  ！

プログラムプログラムプログラム

あいな里山春フェスタあいな里山春フェスタあいな里山春フェスタあいな里山春フェスタ
火・祝火・祝火・祝4/27 　～ 304/27 　～ 304/27 　～ 304/27 　～ 30

あそぼうあそぼうあそぼうあそぼうあそぼうででであいなあいなあいなあいなあいな
あつまれ！里山っこあつまれ！里山っこあつまれ！里山っこあつまれ！里山っこ

！！
開始時間　　　有料　　  要事前申し込み   　　場所

土土
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