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つうしん

つうしん

開催日 2015/12/31（木）～2016/1/1（金・祝）

2016/1/21（木）～3/6（日）
六甲山・摩耶山上施設16会場

期間

会場

初日の出は、六甲ガーデンテラスで！

●時間／9：00～翌日21：00 ●場所／六甲ガーデンテラス
●料金／入場無料 ●事前申し込み／不要
●主催•問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL.078-894-2281

黄金の太陽が、瀬戸内海や阪神間の街並み、六甲山を明るく照らす様子
は圧巻！日の出の予定時刻は、午前7：06です。六甲ガーデンテラスは、
2015年12月31日～2016年1月1日にかけて終夜営業をします。一部店
舗では、あったかメニューやドリンクなどをご用意してお待ちしています。
2016年の幕開けを六甲山上でお祝いしませんか？
※悪天候の場合は中止します。

◇六甲ガーデンテラス
　終夜営業店舗
　・フードテラス
　 12月31日（木）22：00～
　 1月1日（金・祝）8：00
　・六甲おみやげ館
　  1月1日（金・祝） 3：00～20：00
◇自然体感展望台 六甲枝垂れ
　初日の出営業
　6：00～8：00
　（7：30最終受け付け）
　10：00より通常営業再開～21：00
　（20：30最終受け付け）

開催日 2016/1/1（金・祝）～3（日）
除夜心経会・初詣（新年祈祷）

●場所／摩耶山天上寺
●主催•問い合わせ／摩耶山天上寺 TEL.078-861-2684

●時間／除夜の鐘は12月31日（木）23：30～、心経会は1月1日（金・祝）0：00～　
※12月31日（木）は9：00に開門し、一度、17：00に閉門いたします。その後、再度、
22：00に開門し、法会終了後の1月1日（金・祝）の2：00に閉門いたします。 ●料金
／入山料志納 ●事前申し込み／不要

おおみそかの夜半にお寺に詣でて、この一年間の煩悩の垢を除去し、般若心
経の功徳をもって息災招福を祈念する日本人の床しい年の夜の行事です。ご
参詣の皆さま全員に一年に一度きりの除夜の鐘をついていただきます。

●時間／1月1日（金・祝）は
6：00～17：00、2日（土）、3日
（日）は9：00～17：00 ●料金
／入山料志納、新年祈祷は
7,000円 ●事前申し込み／
不要

一年間の息災と幸せをい
ただきにぜひ摩耶山にお
参りください。

除夜心経会

A HAPPY NEW YEAR!

初詣（新年祈祷）

開催日 2016/3/4（金）～5/12（木）

特集コンサート
「世界最大級のダンス・オルガンで聴く久石譲」

世界最大級の自動演奏オルガン「デカップ・ダンス・オルガン“ケンペナー”」で、日本を代
表する作曲家の１人、久石譲の楽曲を演奏します。この楽器は、第二次世界大戦開戦
の前年につくられました。ダンス・ホールなど大勢の人が集まる場所で演奏され、多くの
人々に親しまれていました。本企画で
は、この楽器の魅力を実際の演奏を通
じてご紹介します。コンサートではこの
楽器で「君をのせて」や「崖の上のポ
ニョ」などを演奏する他、ケンペナーに
加えて、アンティーク・オルゴールや手
回しオルガンなどで、スタジオジブリ作
品や北野武監督作品、CM使用曲な
どの久石譲の楽曲を演奏します。

六甲山・摩耶山上の施設で冬の六甲山・摩耶山を満喫する
「六甲山・摩耶山の冬あそび」が開催されます。
神戸市街地に比べて気温が5～6℃低い六甲山・摩耶山の冬は、
寒さが厳しい反面、市街地では見ることの少ない
雪景色や氷の世界を楽しむことができます。
また、冬季は空気が澄み、眺望、とりわけ夜景が美しい季節です。

【主催】六甲山 ウィンター・フェスティバル実行委員会（事務局・六甲山観光株式会社 TEL．078-894-2210）
【共催】六甲摩耶観光推進協議会　【後援】兵庫県神戸県民センター、神戸市、灘区役所　【協力】日本氷彫美術協会

●受付時間／16：50～17：10 ●受付場所／六甲ケーブル下駅 ●場所／天覧
台、ガーデンテラス ●料金／大人：1,600円、4歳～小学生850円 ●定員／各日
20名●参加方法／webサイトにて予約受け付け
（http://www.rokkosan.com/tenrandai/） ●主催•問い合わせ／六甲山観光株式
会社 TEL．078-894-2210

開催日 2/6（土）、13（土）
1000万ドルの夜景ガイドツアー

六甲山上施設の様々な夜景スポットをガ
イドスタッフと巡り、六甲山から見える夜
景の楽しみ方を紹介。当日は「自然体感
展望台 六甲枝垂れ」の「六甲山 光の
アート」も特別に鑑賞できます。
※17：20発のケーブルカーに乗車し、山上へ移動
※天候不良の場合は中止（中止の場合は当日14：00に判断し、電話連絡します）

●時間／午前の部 11:00～12:00、午後の部 13:00～16:00 ●場所／六甲山牧
場チーズ館展示ホール ●料金／大きな羊3,000円、他1,000円 ●定員／大きな
羊 各日10名 ●参加方法／予約不要 ●主催•問い合わせ／六甲山牧場 
TEL.078-891-0280

開催日 期間中の日曜・祝日開催
プレミアムウールクラフト体験

牧場の羊毛を使って、大きな羊のマス
コット人形や珍しい黒や茶色の羊のマ
スコットをつくります。

●時間／10：15～13：00 ●場所／神戸市立森林植物園 ●料金／無料　※た
だし、入園料、駐車料が別途必要 ●定員／100名 ●参加方法／webサイト（ 
http://www.kobe-park.or.jp/shinrin/）またはFAX（078-594-2324）で
申し込み　※七草がゆ作りの見学のみの場合は予約不要 ●主催•問い合わせ／神
戸市立森林植物園 TEL．078-591-0253

開催日 2/7（日）
冬の園内散策と七草がゆ

冬の園内を巡るガイドツ
アーの後、七草がゆ作り
に挑戦。無病息災を
願っていただけば、心も
体も温まります。

開催日 2/13（土）、20（土）
六甲、摩耶山でたき火と星空観察

たき火を囲みながら、神戸
の市街地では見られないよ
うな星空を眺めて時間を過
ごします。たき火で持参した
マシュマロやくだものを焼く
こともできます。

Mt.ROKKO Mt.MAYA

●時間／10：00～11：00（氷の切出し作業の見学は14：00頃まで） ●場所／自然体
感展望台六甲枝垂れ ●料金／無料 ※ただし、入場料が別途必要 ●定員／5名 
●参加方法／電話にて要予約 ●主催•問い合わせ／六甲ガーデンテラス
TEL．078-894-2281

開催日 1/21（金）
氷の切出し体験

一年で最も寒いといわれる大寒に、天然
の氷を作る「氷棚（ひょうだな）」から氷を切
り出します。運ぶ先は、展望台の地下にあ
る氷室。夏が来ると、この氷が六甲山の風
を冷やして天然のクーラーの役割を果たし
ます。５名限定で氷を切る体験ができます。

●場所／六甲山YMCA ●料金／450円 ●定員／20名 ●参加方法／予約
不要 ●主催•問い合わせ／六甲山YMCA TEL.078-891-0050

開催日 期間中、毎日開催

YMCA天然の氷上体験
～自然は僕らの遊び場～

六甲山YMCAの星野池で氷上で遊ぼう。
夏はカヌーも楽しめる池が凍ります。自然
の偉大さ、雄大さを体感しよう。
※転倒時の衝撃を和らげるため手袋、ニット帽を着用
してください
※氷面の状況により中止の場合あり

本イベントでは、冬の六甲山・摩耶山ならではの体験型イベントや、山上にある様々な施設
の特色をいかした企画が多数開催されます。また、期間中スタンプラリーも行っており、
スタンプを３つ集めると、GRAND HOTEL 六甲スカイヴィラやオテル・ド・摩耶のペア宿泊
券など、豪華賞品が当たります！ ぜひこの機会に、六甲山・摩耶山へお越しください。

2016/1/21（木）～3/6（日） 六甲山・摩耶山上施設16会場期間 会場

「六甲山・摩耶山の冬あそび」
冬の六甲山・摩耶山を満喫しよう！

六甲山・摩耶山上の施設で冬の六甲山・摩耶山を満喫する「六甲山・摩耶山の冬あそび」が開催されます。
神戸市街地に比べて気温が5～6℃低い六甲山・摩耶山の冬は、寒さが厳しい反面、市街地では見ることの少ない
雪景色や氷の世界を楽しむことができます。また、冬季は空気が澄み、眺望、とりわけ夜景が美しい季節です。

本イベントでは、冬の六甲山・摩耶山ならではの体験型イベントや、山上にある様々な施設の特色をいかした企画が多数開催されます。
また、期間中スタンプラリーも行っており、スタンプを３つ集めると、GRAND HOTEL 六甲スカイヴィラやオテル・ド・摩耶のペア宿泊券など、

豪華賞品が当たります！ ぜひこの機会に、六甲山・摩耶山へお越しください。
【主催】六甲山 ウィンター・フェスティバル実行委員会（事務局・六甲山観光株式会社 TEL．078-894-2210）

【共催】六甲摩耶観光推進協議会　【後援】兵庫県神戸県民センター、神戸市、灘区役所　【協力】日本氷彫美術協会

Winter
in

Mt.Rokko
＆ Maya

冬の六甲山・摩耶山を満喫しよう！

1000万色以上の色彩表現ができる最新のLED照明を使って、
限りなく自然光に近い光で展望台全体を覆うフレームを内側から
照らす光のイベントです。
春のテーマは「薫・風（く
んぷう）」。新緑や花々の
薫りを乗せた風が吹いて
いるかのように、そよそよ
とゆれるライティングで
す。幻想的な春の夜のひ
とときをお楽しみください。

開催日 2016/3/26（土）摩耶詣祭 ～摩耶山春山開き～

●時間／10：30～13：00　※荒天時は天上寺で縮小開催（お
馬のパレードは中止） ●場所／摩耶山天上寺・掬星台 ●主催
／摩耶山観光文化協会 ●問い合わせ／TEL.078-861-2684
（摩耶山天上寺内）

摩耶山には古くから旧暦2月の初午の日に、
近郷近在の村びとが飼い馬を連れて天上
寺に参詣し、馬の息災と一家の無事繁栄を
祈る風習がありました。そして、厄払いの後
に、馬屋にまつる厄除息災の護符を授かり、
土産に摩耶昆布を求め、いただいた花かん

●時間／18：30～21：00（20：30最終受付）　※天候等により時間
変更の場合あり ●場所／自然体感展望台 六甲枝垂れ ●料金
／中学生以上：300円、4歳～小学生：200円 ●事前申し込み／不
要 ●主催•問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

10：30～ 天上寺にて

＊閼伽御供（あかごくう）
　産湯の井より、いのちといのちの再生の象徴である
　閼伽水を汲んでご本尊にお供えする儀式
＊菜の花御供（なのはなごくう）
　摩耶詣にゆかりの深い菜の花をご本尊に
　お供えする儀式
＊御馬詣（おうまもうで）
　詣でたお馬の厄を払い、息災を祈念して、
　花かんざしを授ける儀式
＊厄を払われたお馬のパレード
　花かんざしを授けられたお馬が天上寺から
　掬星台まで行進

11：30～ 掬星台にて

＊春を呼ぶだんじり囃子の演奏
　―五毛御燈会・上野宮西会・篠原中老会―

＊摩耶修験回峰行者による柴灯護摩供
　摩耶山の春の山開き

＊摩耶鍋販売
　摩耶山の名物だった摩耶鍋が復活、
　200食限定で販売

＊摩耶山のお土産・縁起物の即売

●時間／10：30～16：30（毎時30分から各回約15分） ●料金／入館料（中学生以上1,030円、4歳
～小学生510円）のみで参加可 ●事前申し込み／不要 ●場所／六甲オルゴールミュージア
ム ●主催•問い合わせ／六甲オルゴールミュージアム  TEL.078-891-1284

開催日 2016/3/19（土）～5/31（火）

六甲山光のアート
「Lightscape in Rokko」
～Spring Version～

ざしで馬の頭を飾って労をねぎらい、ゆっくり
と山をくだり帰路についたといいます。のどか
な縁日で、西国の奇習・奇祭として全国に知
られ、「摩耶詣」として俳句歳時記の春の季
語にも取りあげられ、多くの俳人が佳句を詠
んでいます。

六甲山牧場の馬が
天上寺に詣でます！

会いにきてね♪

【事   務   局】神戸新聞地域創造内 TEL:078-362-2983

【実行委員会】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。

オモテ



午前の部 11:00～12:00　午後の部 13:00～16:00

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他にも楽しい授業がもりだくさん!

主な授業スケジュール

おすすめイベント!

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 単位取得対象授業

神戸市立
六甲山牧場

078-891-0280
●11：50～／14：00～（雨天中止） ●無料（別途入園料、駐車料） ●出演／ＲＥＮ神戸
●夏の雰囲気を盛り上げる和太鼓の勇壮な音色を開放的な野外コンサートでお楽しみください！25（日） 和太鼓コンサート

（南エリアイベント広場）

神戸市立
六甲山牧場

六甲高山植物園
078‐891‐1247

東洋医学を
学びませんか？

内外同治館

（               ）集合：
六甲ケーブル
山上駅9：30

●他日程／10日-11日、11日-12日、13日-14日、14日-15日、16日-17日、17日-18日、18日-19日、22日-23日、23日-24日、24日
-25日 ●15：00～翌日10：00 ●定員／14組 ●キャビン棟（定員8人）1棟8,000円（水洗トイレ・洗面所付）／カナディアン棟
（定員6人）1棟7,000円（トイレ・洗面所なし） ●7月10日から受け付け（先着順） ●食材を持ち込んでいただき、家族・グループで
自然の家のバンガローで楽しいキャンプ！ 夜にキャンプファイヤーを楽しみ、次の日の朝にクラフト教室（キーホルダー作り）も開催。

25（日）

単位取得対象授業

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。

【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@653daigaku.com

【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。

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

つうしん

チラシ掲載以外の対象授業など詳しくは
下記、六甲山大学ホームページで!

ピンバッジ
イメージ

単位取得対象授業　　って何？

上記マーク掲載の「単位取得対象授
業」に参加すると、授業の主催者からシー
ルを1枚（1単位）もらえ、シール5枚ごとに
特製「学位認定ピンバッジ」プレゼント!!

チラシ掲載以外の対象授業など詳しくは
下記、六甲山大学ホームページで!

ピンバッジ
イメージ

単位取得対象授業　　って何？
上記マーク掲載の「単位取得対象授業」に参加すると、
授業の主催者からシールを1枚（1単位）もらえ、シール
5枚ごとに特製「学位認定ピンバッジ」プレゼント!!

穏やかな人柄でファンの方も多い沖先生の薬樹観察ウォーキング。身近な草や木がこんな薬効を持って
いたなんて！ 驚きの連続です。先生お手製の健康茶の試飲もできます。　　     森林植物園スタッフ Ｎさん

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

神戸市立
森林植物園
森林展示館
2階

親子で
和だこ作り教室

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

2/27（土）
・
28（日）
・

3/5（土）
・

3/6（日）

3/19（土）

5/31（火）
〜

3/19（土）

3/21
（月・祝）

3/21
（月・祝）

3/24（木）

3/27（日）

第47回
マップ片手に
フリーハイキング
烏原貯水池
周回コース

第26回
ノルディック
ウオーキング＆
スカイヴィラ・
ランチ

神鉄
コミュニケーションズ
078-521-0321
（平日9時～18時)

六甲
ガーデンテラス

Sweet Spring！
六甲山ミツバチ＆
いちごフェア

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

冬季特別開園
早春の花鑑賞会

六甲高山
植物園

六甲高山植物園
078-891-1247

早春のお花見
ハイキング
紅白に香る
春を楽しむ！
洞川梅林・
大師道コース

●受付時間／10：00 ※雨天中止の場合あり ●料金／無料 ●対象／一般向け ●事
前申し込み／不要（当日、受け付け） ●谷上駅～森林植物園西門～学習の森～洞川梅
林（お花見・昼食）～再度公園～猩々池～大師道～神戸市営地下鉄 県庁前駅までの約
11㎞・一般向きの山歩きコースです。早春の山歩きを楽しみながら、神戸市北区の梅
の名所「洞川梅林」で、紅白に香る梅の花見を満喫します。また、ゴールでは景品抽選
会を実施します。 ●共催／神戸電鉄・北神急行電鉄 ●当日の中止・決行の問い合わ
せ先／谷上駅 078-581-1076、鈴蘭台駅 078-591-0064 ※7:00以降

●時間／13：30～15：00 ●料金／無料 ※ただし、入園料・駐車料が
別途必要 ●審査員／真野 響子名誉園長 ほか ●事前申し込み／不
要 ●広大な芝生の広場で、のびのびとたこあげを楽しみませんか？ 先着
200人に「ダイヤだこ」の材料（無料）もあります。ユニークな「たこ」、よく
あがった「たこ」などに賞を用意しています。参加賞もありますよ！

●受付時間／9：00～10：00 ※雨天中止の場合あり ●料金／無料
●対象／一般向け ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●鈴蘭
台駅～石井ダム～烏原貯水池（往復）までの約12㎞、一般向きの山
歩きコースです。●当日の中止・決行の問い合わせ先／鈴蘭台駅 
078-591-0064、岡場駅 078-982-6193　※7：00以降

●時間／10：00～14：00 ●料金／4,900円 ●対象／成人一
般（早歩き程度の運動が可能な方） ●定員／20人（最小催行5人） 
●申込方法／電話 ●申込期限／3月24日（木）まで ●いっぱい
の新緑と新鮮な自然の空気、そして街の景色を見ながら、ポールを
使ったウオーキングは最高です。ウオーキングの終了後は、口コミラ
ンキングにも上位にランクされているレストランで、地元産の食材を
使った洋風料理（デザート、ドリンク付き）が楽しめます。

“自然観察”を通して六甲山の素晴しさを知りた
い。自然を愛する心を養いたい。自然をより豊
かなものにしたい。自然の素晴しさを一人でも
多くの人々に伝えたい。そのような思いを持っ
た仲間をつくる。これがこの講座の目的です。

北神急行電鉄
078-581-1070
（平日9時～18時)

神戸市立
森林植物園

早朝探鳥会・
定例探鳥会

●時間／10：00～16：00（15：30受付終了） ●料金／中学生以上：520円、4歳～小
学生：260円 ※当日限りの特別価格 ●事前申し込み／不要 ●冬期休園中に４日間だ
けの特別開園を行います。バイカオウレンをはじめ、この時期だけに咲く花 が々観察できま
す。わかりやすい園内ガイドへの参加がおすすめです。2月27日（土）、28日（日）は豚汁の
ふるまいもあります（各日限定100食）。

●時間／9：30～21：00 ※季節、曜日、天候、店舗により異なる ●料
金／入場無料 ●事前申し込み／不要 ●六甲山で採れるハチミツ
「六甲山ミツバチ やまみつ」と兵庫県産のいちごを使ったランチや
スイーツが登場！採蜜体験やみつろうでキャンドルを作る手作り
体験の他、やまみつやいちごを使ったスイーツを楽しめる『やまみ
つ＆採れたていちごのデザートマルシェ』を開催！

●時間／【早朝探鳥会】7：30～ 【定例探鳥会】9：30～ ●料金／200円※入園料、駐車
料が別途必要 ●講師／日本野鳥の会ひょうご ●事前申し込み／不要 ●早朝の爽
やかな空気の中、朝一番から動きはじめる鳥たちを観察しませんか？ この日は早朝7：00
から開園しています。7：00発の無料送迎バスが北鈴蘭台駅から出ていますので、ご利
用ください。

●時間／10：00～12：15 ●料金／材料費500円 ※入園料・駐車料が別途必要 ●対
象／親子30組 ●講師／井藤 久士 先生（白鷺紙鳶会会員） ●事前申し込み／要予約
ホームページまたはFAX（078-594-2324）で受け付け ●自分だけのオリジナル和だこを
作ってみませんか？ たこ作りの達人である会員の先生がわかりやすく教えてくれます。

神戸市立
森林植物園
多目的広場

第11回
たこあげ大会

神戸市立
森林植物園
78-591-0253

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

神戸市立
森林植物園

078-591-0253
3/13（日）

INFORMATION

●開催期間／2016年4月23日（土）～2017年2月25日（土）予定【毎月1回、原則第4土曜、全9
講座＋オプション2講座(参加自由・無料)】 ●開催場所／六甲山自然保護センターとその周辺 など 
●定員／30人 ●料金／15,000円／年間 ※2017年2月のオプション講座は森林植物園の入
園料が別途必要 ●申し込み方法／ホームページより申込書をダウンロードして、必要事項を記入の
うえ、メール（dose-anchor@virgo.zaq.jp）またはFAXでお申し込みください●主催／六甲山自然案
内人の会 ●問い合わせ先／堂瀬 広幸 ●TEL・FAX／078-792-3734

平成28年度 六甲山のエキスパート養成自然観察講座
募集期間 : 3月31日（木）まで

【集合】
グランドホテル
六甲スカイヴィラ

【集合】
３・４番線

ホーム新神戸方、
ロッジ谷上前

【集合】
鈴蘭台駅

ウラ
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