
内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

詳しくは「六甲山大学」ホームページで！ 653daigaku.com

【事   務   局】神戸新聞社 神戸新聞地域総研内 TEL:078-362-7079
【山上事務局】ホールアース自然学校 神戸六甲分校

TEL/FAX:078-891-1162 E-MAIL:info-653@kobe-np.co.jp

【実行委員会】ホールアース自然学校 神戸六甲分校／六甲摩耶観光推進協議会
摩耶山観光文化協会／灘百選の会／神戸新聞社

※授業の内容やお申し込み方法などのお問い合わせは、各主催団体へ直接お願いします。

六甲山大学とは？
　六甲山や摩耶山、その山麓がキャンパス。各団体が行うイベント
などを、大学のカリキュラムと見立てて情報発信し、六甲山の魅力
を広めていきます。子どもから大人までが大自然の中で人 と々つな
がり、学ぶ六甲山大学には、誰もが参加できます。

主な授業スケジュール

食文化学部文学部 環境学部芸術学部 総合学部 課外活動健康学部

詳しくは「六甲山大学」ホームページを
ご覧ください。授業に関するお問い合
わせ、お申し込み方法などは、各主催
団体にお願いします。

わたしたちは の活動を応援しています

順不同

神戸海星女子学院大学

協賛企業

他にも楽しい授業がもりだくさん! 開校
1周年記念特別号

つうしん

おかげさまで、六甲山大学は
開校1周年を迎えました。

六甲山系の魅力を発信する六甲山大学は、
これからも山をもっと身近に感じ、

交流の場となれるよう新たな1年を歩み出します。

19（土）

20（日）

20（日）

24（木）

30（水）

森の手づくり
リース体験

菊水山・石井ダム
コース

六甲高山
植物園

078-891-1247

●10：00～16：00 ●600円～（所要時間約30分） ●当日受け付け ●園内で採れ
た木の実やアジサイのドライフライフラワーなどを使って、リース体験ができます。クリス
マスを迎える前に、オリジナルのリースを作りながら秋の訪れを感じてみませんか。

ご案内センター
（明石）

078-913-2880

石井ダム
・

菊水山

（  　     ）

（  　          ）集合：神戸電鉄
鈴蘭台駅

神戸市立
自然の家

六甲の秋を
ファミリーで

秋の奥須磨公園と
日本最古の厄除け霊地を
訪ねるハイキング

神鉄コミュニ
ケーションズ
078‐521‐0321

神戸市立
自然の家

078‐891‐0001

事務局：摩耶山天上寺内
078-861-2684

摩耶山観光
文化協会

第16回 山陽ハイキング 

第29回
マップ片手にフリーハイキング

神戸市立
自然の家

第22回
摩耶山俳句大会

〜

〜

26（土）

27（日）
〜

・

10/12（土）
11/24（日）

●14：30～翌日11：00 ●大人3,900円･子供3,000円（3歳以下は無料・食事代は有料） 
●講師／自然の家職員・ジュニアリーダー ●定員･対象／14組･家族 ●事前申し込み／9
月10日9：00から15日まで抽選（定員に達しない場合は16日から先着順） ●奥摩耶の自然
を家族で満喫し、秋の深まりを楽しみます。焼き芋や木工クラフト、自然散策などのプログラ
ムも用意しています。家族で一室貸しとなります。1泊2日（2食付き）

●10:00～ ●無料 ●一般向き ●当日受け付け ●みどりの塔→戦の濱碑→安徳帝→おらが茶
屋→多井畑厄除八幡宮→奥須磨記念公園（昼食）→須磨離宮公園→須磨寺駅 ●一の谷の合
戦の際には源義経が祈願したといわれる多井畑厄除八幡宮から奥須磨公園を約10キロを巡ります。

●9：00～10：00受け付け ●対象／健脚向き ●無料 ●当日受け付け ●鈴蘭台駅
→石井ダム→菊水山→鈴蘭台駅　約6キロ、健脚向きコースです。山腹に菊水の松
を植えたことから“菊水山”と名づけられ、山頂からの展望は抜群です。

●10：00～16：00（受け付けと出句は12：00まで） ●1,500円（昼食代を含む） ●当日受け付け ●俳
誌「ホトトギス」主宰 稲畑汀子先生ほか10名（予定） ●摩耶山上で行われる俳句大会。当日、山上で
詠んだ3句を正午までに出句。選者の選句と出句者の互選があり、その後選ばれた句を発表します。

さわやかな風に秋草ゆ
れる園内を歩きながら、
身のまわりにある暮らし
に役立つ植物につい
て教わりましょう。先生
お手製の健康茶の試
飲もできます。

ST

六甲高山
植物園内
ショップ
アルピコラ

（  　     　 ）山陽電鉄
須磨浦公園駅
下車 東北
約0.5キロ

六甲ケーブル
山上駅

みどりの塔

からだで感じる
「季節の音を感じよう」

NPO法人
六甲山と市民の
ネットワーク
TEL/FAX：

078-851-4600

●10：00～14：30（受け付け9：50） ●講師／益子務先生（日本音楽療法学会 理事） 
●大人1,000円･子供500円（昼食は各自ご持参ください） ●事前申し込み／①住所②
氏名③年齢④電話番号⑤メールアドレス⑥参加人数をご記入のうえ、メールもしくはFAX
にてお申し込みください。（FAX用紙はHPにてダウンロードできます）●自然の中で、五感
を研ぎ澄ませながら、楽しく探究していきます。

※「六甲ケーブル」に
ご乗車下さい。（交通
費は各自）9：40にご
乗車いただきますと
9：50に到着します。

●日時: 10月19日（土） 10:30～12:30
神戸市立森林植物園
（受け付け場所：森林展示館窓口）

●場所:

9月19日（木）～10月19日（土）
※定員に達し次第締め切り

●事前申し込み:

30人●定員:

神戸薬科大学薬用植物園
沖和行先生

●講師:

神戸市立森林植物園
TEL:078-591-0253

●問い合わせ:

無料（別途入園料、駐車料必要）●料金:

森の薬箱 ～くらしと植物～ 〈秋編〉
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さまざまな

美しい花が
!!

1000万ドルの夜
景は

格別!!

空がどこま
でも

広くて爽
快！

山に来ると元気が出るね！

かわいい葉っぱ

みっけ！

六甲山大学
開校!!

森の中のあじさい散策
6月～7月に見頃を迎える
霧に浮かぶ花姿が素敵

神戸・六甲山ツーデーウオーク
春の山をみんなでのんびり歩こう！

市街地より5℃涼しい山上
木漏れ日が気持ちいい！

水辺のハイキング
六甲山には滝の名所も
たくさん

リュックサックマーケットなど
おなじみの山上イベントが
始動する時期！

2012年10月の開校から一年間で、計 640もの授業を紹介、たくさんの方にご参加いただきました!

一年のあゆみ
2012年10月の開校から
2013年9月までの一年
を写真でふりかえろう！！

山上の楽しみが街にやってくる!
楽しいイベントが盛りだくさん! ぜひお越し下さい!!

他にも神戸市立森林植物園や
六甲山牧場のコーナーなどもりだくさん！

様々な授業を
紹介!

一年を通して

六甲山を満喫
!

会いにきてね!

セミナー

ワークショップ

キャラクター

しゅげんくんがやってくる!
摩耶山の人気ゆるキャラ“しゅげんくん”がやっ
てくる！ しゅげんくんやかわいい山のゆるキャラ
が活躍するほのぼのアニメも上映します。

神戸海星女子学院大学
有志出展 ～緑の部屋～
部屋を六甲山の木々や観葉植物などで
デコレーションし、山や木、水や植物に
関わる絵本の展示などをおこないます。
お茶とクッキーのふるまいもあります!!

密教の坐禅瞑想会
摩耶山天上寺の僧侶か
ら坐禅の組み方、呼吸法
をわかりやすく指南してい
ただきます!!

服としあわせの交感会
第8回エクスチェンジKOBE
ファッションを通じて、環境
にやさしいライフスタイル
を考え、そして楽しむ。お
しゃれなエコ・イベント。服
の無料交換会。

映像＋語り＋音楽
「五感で感じる絵本の世界」
六甲山のイメージソング「六甲山－森のおくりもの」
を作曲した雁瀬由香さんが幻想的な絵本の世界を
インスパイア―させた音楽をコラボレーション。その
他、ミニコンサートもお楽しみいただきます！
出演：雁瀬由香＋Rokko Girls♪

「教えて！シェフ！」いまさら聞けない
イタリア料理の疑問
「オテル・ド・摩耶」総料理長お手製
のブルスケッタ（おつまみ）を食べな
がら、もっとスマートにイタリア料理
を楽しむヒントをシェフがレクチャー！

展示

開校
1周年記念イベント

入場
無料

＠神戸海星女子学院大学
10.6 10:30～16:00日

六甲山大学開校!
開校式典に約180人の
方が参加

夜景体感ツアー
空気が澄む冬は
夜景のきらめきがアップ！

摩耶山天上寺で
迎える新年

摩耶詣祭
六甲山牧場から馬を招き、息災と
安全を祈る摩耶山の春山開き

六甲山大学ミントサロン
初回講師はライターの根岸真理さん！
講師との距離が近い、気楽な交流の場が毎回好評

六甲山大学MIDORI塾
緑をテーマにしたミントサロン。植樹、ハーブ、キノコ
など山の緑をもっと身近に感じるお話の数々

雪のハイキング！
冬のお楽しみ！ 街から近い山上で
銀世界を大満喫

野外イベント

1／2サイズ住宅の
棟上げ体験 ～ひょうご新民家21～
兵庫県産木材を使って家づくりに挑戦。
子供から大人まで、普段体験できない棟
上げまで一緒に楽しみましょう！

懐かしの写真と
絵葉書でたどる
「六甲山歴史散歩」展
六甲山の魅力と歴史を懐かしい写
真と絵葉書でたどる神戸アーカイブ
写真館のパネル展示！見るだけでは
なく、なるほど面白い歴史解説お話
会も実施します。

飲食

1日限定！
六甲山大学の
食堂誕生！

摩耶鍋
かつて摩耶観光ホテル、摩
耶ロッジなど山上の宿泊施
設で提供されていた幻のメ
ニューを水道筋の創作料
理店・新家（あらたや）さん
が再現！

六甲ハーブものがたり

ひょうごハーブネットワーク 会長
高畑 正さん
神戸布引ハーブ園 園長
本位田 有恒さん

おいしいハーブティを飲みながら、
布引ハーブ園や身近で楽しめる
ハーブのお話。

講
演

ドングリと六甲山
～森のお宝を探そう

ドングリネット神戸
中西 収さん

動物たちのエサとなり、命を育むド
ングリを通じて六甲の森を知ろう！

講
演

六甲山の珍しい植物
山歩きで出合うのが楽しみになる
植物たちとその撮影の簡単テク
ニック！ カメラをご持参くださいね。 

神戸キノコ観察会（写真家）
安藤 宏さん

講
演

JR東海道本線

阪急神戸線

神戸市バス

神戸市バス

至阪急六甲

青谷

至三宮

王子動物園前上筒井1丁目

王子
動物園

松蔭中学校・高等学校

入口

灘

王子公園

兵庫県神戸市灘区青谷町2-7-1

アクセスMAP

※イベント内容は変更となる場合がございます。
　予めご了承ください。
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