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つうしん

開催日 5/8（日）仏母会・花会式

●時間／11：00～ ●場所／摩耶山天上寺 ●集合場所／摩耶夫人堂前 ●入
山料金／志納 ●事前申し込み／不要 ●講師／僧侶・巫女・華道家 ●主催・問
い合わせ先／摩耶山天上寺 TEL.078-861-2684

摩耶山天上寺で執り行われている
全国に唯一の仏生会(花まつり・灌
仏会)です。お釈迦さまの誕生をお
祝いし、生母 摩耶夫人を讃えます。
あわせて子授けや安産や子どもの
安全と健全な発育をお祈りします。

開催日 5/21（土）・22（日）

第7回 神戸・六甲山ツーデーウオーク × Mt.FESTA 2016
in 六甲（春の六甲山アウトドアフェスタ）　

市街地からも近くレジャーや登山としても
人気の高い神戸の里山・六甲山で、みん
なでのんびり楽しく歩くウォーキングイベ
ントを開催！六甲山一帯を舞台に体力や
年齢、熟練度に合わせて最長12kmから
最短3kmの6コースを設定！ゴール会場
では好日山荘とコラボレーションして
「Mt.FESTA2016 in 六甲」を初開催！
好日山荘ガイドによるワークショップや山
のトークショー、音楽ライブ、アウトドアメー
カーによるブース出展、アウトレットフェア
が開催されます。ツーデーウオーク参加
者のみならず、アウトドア好きの方みんな
が楽しめるイベントです。

●料金／各日500円（3歳以下は無料）※六甲山カンツリーハウスの入園料を含みます。また、参加費の1％を六甲山上緑化推進のための
基金に寄付します。 ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●問い合わせ／六甲山カンツリーハウス TEL.078-891-0366

天候不良等によりコースの変更および中止となる場合があります。中止の場合は、
開催当日の午前6時以降にホームページまたは電話（078-891-0366）でご案内
いたします。

備 考

①スタート　②所要時間　③集合場所

【Ａコース】① 9：30～　②約4時間30分　③深田池公園
【Bコース】①10：00～　②約3時間30分　③六甲山カンツリーハウス
【Cコース】①11：00～　②約1時間　③天覧台（六甲ケーブル山上駅）

5/21（土）

【Dコース】①  9：00～　②約4時間　③王子公園
【Eコース】①10：00～　②約2時間　③六甲山カンツリーハウス
【Fコース】①11：00～　②約1時間　③天覧台（六甲ケーブル山上駅）

5/22（日）

【主催】神戸・六甲山ツーデーウオーク実行委員会（六甲摩耶観光推進協議会、阪急電鉄、阪神電気鉄道、神戸新聞社、六甲山観光）　【共催】阪急阪神ホールディングス
【協力】神戸ウオーキング協会、白馬堂、日本自動車連盟（JAF）　【後援】兵庫県、神戸市、サンテレビジョン、ラジオ関西、NHK神戸放送局、歴史街道推進協議会、六甲山大学　【特別協賛】好日山荘

ゴール地点である六甲山カンツリーハウス園内で Mt.FESTA 2016 in 六甲を開催
※受け付けは各コースのスタート30分前より開始します。
※コースの詳細はホームページ
　（http://www.rokkosan.com/country/event/20160323_9098/）でご確認いただ
　けます。

◆佳生流華道による献花式と、湊川神社の巫女によるお神楽の
　奉納があります
◆ご参詣の皆さまにも、誕生仏に甘茶を手向けていただきます。
◆昔なつかしい「甘茶」のお接待があります。

◆ご参詣の皆さまにも献花をしていただきます。
◆あめ湯のお接待があります

開催日 5/15（日）仏母忌・花供養

●時間／11：00～ ●場所／摩耶山天上寺 ●集合場所／摩耶夫人堂前 入山
料金／志納 ●事前申し込み／不要 ●講師／僧侶 ●主催・問い合わせ先／摩
耶山天上寺 TEL.078-861-2684

仏母会とともに全国唯一の法会で
す。お釈迦さまをお産みになったの
ち仏となられた摩耶夫人を祝ぎ、そ
の女人守護の誓願を讃嘆します。
また、あわせて各人の母の恩徳を
追慕感謝し、花 を々捧げます。

【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

つうしん

2016/1/21（木）～3/6（日）
六甲山・摩耶山上施設16会場

期間

会場

A HAPPY NEW YEAR!

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！



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
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。

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

5/3（火）

5（木）

14（土）

15（日）

親子で挑戦！
手づくりピザ
クッキング

KOBE こけ展
神戸市立
森林植物園

078-591-0253

●時間／9：00～17：00 ※最終日は16：00まで ●料金／大人：300円　小人：150円 
駐車料金：500円 ●事前申し込み／不要 ●小さいながらも力強く生きているコケたちの
魅力を紹介。写真や解説パネルの他、鉢やテラリウムでの生体展示もあります。また、期
間中は講座・観察会等も実施します。

●時間／10：00～16：00 ※雨天決行 ●料金／大人：1,000円　子ども：500円 ●定
員／各回80人 ●対象／家族・グループ（個人も可） ●申込方法／電話にて受け付け
※定員になり次第、締め切り ●自然の家でアーチェリーとカヌーを体験できます！スタッ
フが丁寧に指導しますので、初めての方でも楽しんでいただけます。昼食をご持参くださ
い。少雨時はアーチェリーとクラフト体験になります。5月3日（火）はファミリー宿泊タイム
も同日開催です。詳しくは、ホームページ（http://www.kobe-sizennoie.com/）をご確
認ください。

六甲山
カンツリーハウス内
ゲレンデ下
ストライダー
エンジョイパーク

会場

神戸市立
自然の家

六甲山カンツリー
ハウス内

バーベキュー場

落葉山（妙見寺）・
瑞宝寺公園

神戸市立
森林植物園
森林展示館2F

六甲高山
植物園内
小便小僧広場

5/19（木）

5/29（日）

初夏の
高山植物展

カヌー・
アーチェリー体験

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲山カンツリーハウス
078-891-0366

六甲山カンツリーハウス
078-891-0366

●時間／10：00～16：30 ※最終日のみ16：00まで ●料金／無料 ※ただし、入園料
が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●毎年恒例「初夏の高山植物展」では、山野草
の“鉢展示”と“苗即売会”を開催します♪山野草愛好家が丹精込めて作り上げた約
100点の鉢展示は思わず写真に収めたくなるような素敵なものばかり。あまり園芸店で
はみられない高山植物の苗や家庭でも育てやすい苗などを幅広く取りそろえております。

●時間／9：00～10：00 ●料金／無料 ●対象／一般向け ●事前申し込み／不要（当
日、受け付け） ●有馬温泉駅～落葉山（妙見寺）～瑞宝寺公園～有馬温泉駅までの約４
㎞・一般向きのコースです。 ●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／鈴蘭台駅：078-591-0064　岡場駅：078-982-6193（午前7：00以降）

●時間／10：30～13：00 ●料金／大人：2,000円 小人：1,500円（講習料・食材費込
み） ※別途入園料、駐車料が必要 ●定員／10組（1組：5人まで） ●対象／4歳以上
小学生までのお子様を含む親子 ●申込方法／ホームページにて受け付け ●申込期
限／5月27日17：00まで ※定員に達し次第、受付終了 ●生地から作って自分好みの
ピザを作ろう！石窯で焼くので外はカリカリ、中はモチモチした伝統的なピザが作れます！

【集合】
有馬温泉駅

●時間／10：00～17：00（16：30受付終了） ※雨天中止 ●料金／コース利用料30
分：300円／1時間：500円／3時間：700円 ※別途入園料、駐車料が必要 ●対象／2
～6歳（未就学児） ●事前申し込み／不要 ●備考／ストライダーの持ち込みも可。ただ
し、パーク以外での走行はできません。パーク内でのヘルメットやプロテクターの装着は必
須。●足で地面を蹴って進む全く新しいコンセプトのランニングバイク「ストライダー」。そ
んなストライダーを使った専用パークが、六甲山カンツリーハウスに期間限定で登場！ ※
期間終了後の6月4日（土）～11月6日（日）の土・日・祝、および8月1日（月）～31日（水）も
開催

ストライダー
エンジョイ
PARK

・
・
・

第6回
マップ片手に
フリーハイキング
落葉山・有馬散策
コース（北神急行共催）

神戸市立
自然の家

078-891-0001

【事前のお問い合わせ】
神鉄コミュニケーションズ
078-521-0321
（平日9:00 ～ 18:00）

4/29（金）

5/5（木）
〜

5/7（土）

5/29（日）
の期間中、
土・日開催

〜

4/29（金）

5/8（日）
〜

ダブルダッチ モトキッズ ロープクライミング 大道芸カーニバル
●期間／5月3日（火）～5日（木）※雨
天中止 ●時間／①11：00～ ②13：00
～ ③15：00～ ●場所／園内特設会
場 ●料金／無料※ただし、別途入園
料、駐車料が必要 ●講師／しげき ひ
ろし、大道芸人ひろと、あきらとひろと 
●事前申し込み／不要 

●期間／4月29日（金）～5月1日（日）、5
月3日（火）～5日（木） ※雨天中止 ●時
間／10：00～17：00（16：30受付終了） 
●場所／大芝生 ●料金／1,000円（フ
リーパス対象外）　※別途入園料、駐車
料が必要 ●定員／最大8人まで ●対
象／小学生まで ●事前申し込み／不
要（当日、受け付け） ●主催／ウエスト
ジャパンアウトドアスクール

●期間／4月29日（金）～5月1日（日）、5月
3日（火）～5日（木） ※雨天中止 ●時間／
10：00～17：00（16：30受付終了） ●場所／
ゲレンデ下 ●料金／800円（フリーパス対
象外） ※別途入園料、駐車料が必要 ●
定員／最大10人まで ●対象／5歳から小
学生まで ※ひとりで自転車に乗れるお子
さまに限ります ●事前申し込み／ 不要
（当日、受け付け） ●主催／ぷらんと

●期間／4月29日（金）～5月1日（日） 
※雨天中止 ●時間／①12：00～13：00 
②14：30～15：30 いずれも体験会あり 
●場所／園内特設会場 ●料金／無
料　※ただし、別途入園料、駐車料が
必要 ●講師／Fat man Crew ●事前
申し込み／不要（当日、受け付け） ●協
力／Fat man Crew

【問い合わせ】六甲山カンツリーハウス　TEL．078-891-0366

ゴールデンウィーク特別イベント in 六甲山カンツリーハウス 4/29（金）～5/5（木）
※5月2日（月）を除く

ウラ

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

【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

ミントサロン

ミントサロン

ミントサロン ミントサロン
今月の

s a l o n

ミントサロン

ミントサロン

1月のミントサロンはお休みです。次回は2月26日（木）を予定しております。講師は星川雅子さん（布引ハーブ園の前副園長）です。お 知 ら せ

花を食べる？ あまり馴染みはありませんが、西洋では食用花
のことを、「エディブルフラワー」と呼び、料理の彩りや香りづけ
に利用するのはもちろん、ビタミンも豊富で、野菜や果物と
同じ感覚で食べられています。今回は、星川雅子さんにその
「エディブルフラワー」についてお話しいただきます。当日は、
ハーブティも用意しておりますので、ぜひご参加ください！

布引ハーブ園の前副園長、
ハーブサミット神戸大会事
務局長で、オリジナルハー
ブティ研究や人形作家とし
ても活躍。

●日時: 2月26日（木） 19：00～20：30
ミントテラス（三宮ミントビル18階）●場所:
50人●定員: 500円●料金:

●問い合わせ:神戸新聞地域創造内 六甲山大学ミントサロン係
mintsalon@kobe-np.co.jp

●事前申し込み:六甲山大学事務局まで、住所、お名前、電話
番号、年齢、性別、職業を明記の上、メールにてお申し込みくだ
さい。応募多数の場合は抽選し、当選者のみメールにて聴講券
を返信します。

食する花（エディブルフラワー）の魅力が
食生活に癒しの花を咲かせます

【講師】星川雅子さん

ミントサロン
2/17（火）
締め切り締め切り

【集合】
同ログハウス前

【集合】
西入口前

2015
12/26（土）

2016
    3/2（水）

〜

（月～土曜7時～20時、
日曜・祝日9時～18時)
【北神急行共催】

1/7
（木）

の期間中、
平日開講

3/18
（金）

〜

神鉄グループ
総合案内所

078-592-4611

●開園時間／10：00～17：00（16：30受付終了 ※雨天中止 ●料金／無料 ※ただし、入
園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●園内の紅葉スポットに、「六甲ミーツ・アート 
芸術散歩2015」出展作家の方にデザインいただいたスタンプを設置したスタンプラリー
です。当園でしか入手できない貴重なスタンプを集めて、ぜひ芸術の秋をご堪能ください。

六甲
高山植物園

紅葉
スタンプラリー

10/10（土）
11/23（月）
〜 六甲高山植物園

078-891-1247

山上へのアクセス
六甲ケーブル

●運行時間／7：10～21：10
●運賃（往復）／
大人（12歳以上）1,000円、
小人（6歳以上）500円
●問い合わせ／
六甲ケーブル下駅
TEL:078-861-5288

まやビューライン

●運行時間／10：00～17：30（土日祝は
夜間延長ダイヤ）、火曜運休（祝日の場合は
営業、翌日運休）、2月15日（月）～3月1日
（火）は年次点検により運休 ※強風等によ
り運休の場合あり
●運賃（全区間往復）／大人（12歳以上）
1,540円、小人（6歳以上）770円
●問い合わせ／まやビューライン星の駅 
TEL：078-861-2998

六甲有馬ロープウェー

●運行時間／9：30～17：10（土曜は20：
30まで）、2月15日（月）～3月1日（火）は年
次点検により運休 ※強風等により運休の
場合あり
●運賃（往復）／
大人（12歳以上）1,820円、
小人（6歳以上）910円
●問い合わせ／六甲山頂駅
TEL：078-891-0031
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