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つうしん
六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション

10/30（日）開催日 再度公園「森の遊び場周辺」会  場

こうべ森の文化祭2016

自然豊かな再度公園に、六甲山で森を守る・六甲山の魅力を伝える活
動をする人たちが集まって、「こうべ森の文化祭2016」を開催します。
六甲山をフィールドに活動する約２０団体が再度公園に一同に会し、日
頃の活動の一端を披露します。森を掃除する「森の手入れ」、自然への
興味や理解を深める「自然観察」、森の恵みを活用した工作等、子ども

●時間／10：00～15：00 ●料金／無料 ※出店内容によって、一部有料あり
●事前申し込み／不要 ●主催・問い合わせ／神戸市建設局公園部森林整備事務
所 こうべ森の文化祭の係TEL．078-371-5937

ストライダー
エンジョイパーク

足で地面を蹴って進むランニングバイ
ク「ストライダー」の専用パークが六甲
山カンツリーハウスに登場！

  秋の六甲山アウトドア・フェスタ

●開催日／10月1日(土) ●時間／①10:00～、②12:00～、③14:00～ ※各回
約1時間 ●料金／無料 ※ただし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要

ポールウォーキング
専用ポールを持って歩くことで、正しい
姿勢が保持でき、歩幅も広がるため、バ
ランスよく歩けます！

●開催日／10月2日(日) ●時間／10:00～14:00(9:30に受付開始) ●対象／
5歳から小学生以下のお子さまを含む親子 ●料金／大人：1500円、小人：
1000円 ※入園料、保険代、昼食代込み ●定員／150人 ●申し込み方法／
webにて受け付け ※定員に達し次第、締め切り

親子DEハイキング
ガイドによる親子ハイキング講座やゲー
ム大会、さらにカレーの振る舞いもあり、
アウトドアを気軽に楽しめます！

●開催日／現在、土・日・祝に開催中（11月6日（日）まで） ●時間／10:00～
17:00（16:30に受付終了） ●対象／2～6歳 ●コース利用料／30分：300
円、1時間：500円、3時間：700円 ※入園料が別途必要 ●事前申し込み／
不要

●開催日／10月22日(土)、23日(日) ●時間／①10:30～、②13:00～ ※各回
約1時間 ●料金／無料 ※ただし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要

天空ヨガ
空の青と木々の葉をゆっくりと眺めな
がら、開放的な野外でココロもカラダ
もリラックスできます。

主催/お問い合わせ:六甲山カンツリーハウス TEL．078-891-0366

も大人も森の楽しみを味わえるプログラム
を用意しています。ぜひご家族やお友達と
一緒にご参加ください。

楽
し
い

イベ
ントが盛りだくさ

ん！

●開催日／10月15日(土)、16日(日)　●時間／①11:00～、②12:00～、③
13:30～、④14:30～、⑤15:30～ ※各回約45分間 ●対象／中学生以上を
含む2人組 ●料金／大人：2000円、小人：1500円 ※入園料が別途必要 ●定
員／各回5組 ●申し込み方法／webにて受け付け ※定員に達し次第、締め切り

カヤック
園内の池で行うので、初心者でも安心！安
定感のあるアルフェックに乗ってお楽し
みいただけます。

●開催日／10月30日(日) ●時間／10:30～17:00（9:00に受付開始） ●対
象／4歳以上（2～5名のグループ） ●料金／大人：3000円、小人：1500円 ※
入園料込み ●定員／300人 ●申し込み方法／webにて受け付け ※定員に達
し次第、締め切り

六甲山ロゲイニング
地図とコンパスを使って山野をめぐる
スポーツ、「ロゲイニング」が今年も開
催されます。六甲山の自然やアート作
品を楽しみながら参加できます！

【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



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

●受付時間／9：00～10：00 ※雨天中止 ●料金／無料 ●対象／健脚向け ●事前
申し込み／不要 ●コース／鈴蘭台駅～石井ダム～菊水山～鈴蘭台駅までの約6㎞ 
●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 ※いずれも午前7：00以降にご確認ください

●時間／10：00～16：20 ●料金／【特別料金】大人：820円、4歳～小学生：410円
※コスプレで来館された方のみ、それ以外の方は通常の入館料が必要 ●事前申し込
み／不要 ●特別展「オルゴールで楽しむ“鏡の国のアリス”」(11月23日(水・祝)まで開催
中)の関連イベントとして、該当期間中にアリスのキャラクターのコスプレで来館された
お客様は、特別料金で入館いただけます。また、10月29日(土)には“アリス”に登場する
キャラクターになりきって、写真撮影や、コンサート展示室で特別なお茶会を開催します
(要予約)。詳細はホームページまたは電話でお問合せください。

●時間／10：00～16：30(16：00に受付終了) ●料金
／650円～ ※入園料が別途必要 ●定員／随時受付
（最大12席） ※混雑時はお待ちいただく場合がありま
す ●事前申し込み／不要 ●六甲山で採れた木の実や
アジサイのドライフラワーを使って、オリジナルリース作
りが体験できます♪自然素材にふれながら、六甲山の秋
を満喫してみませんか。

第32回
ノルディック
ウオーキング

＆
スカイヴィラ・ランチ

第23回
マップ片手に
フリーハイキング
菊水山・石井ダムコース

神鉄コミュニケーションズ
078-521-0321
（平日9：00～18：00）

六甲オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

●時間／9：00～16：00 ●料金／500円(保険・資料代含む) ●定員／20人 ●
講師／栃本 大介(公益財団法人ひょうご環境創造協会) ●申し込み方法／電話
にてお問合せください ●昔の六甲山や災害の状況、色々な森の姿などについて
スライドを使って解説します。バスで紅葉谷ブナ林へ移動し、ブナの太さや葉を
観察します。その後、自然保護センターに戻って、周辺の森や植物を観察・採集し
て、紅葉谷のブナ林との違いなどを学びます。

●受付時間／10：00～14：00 ●料金／4900円 ●対象／早歩き程度の運動が
可能な成人の方 ●定員／20人(最小催行5人) ●申し込み方法・期限／電話にて
10月20日(木)まで受け付け ※定員に達し次第、締め切り ●六甲山の紅葉を楽し
み、自然の空気をいっぱい吸い込んで、街の景色を見ながらのウオーキングは最
高です。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。

アリス
コスプレウィーク

兵庫県環境学習
プログラム

「六甲山の自然解説と
再度公園・大龍寺の
ガイドウォーク」

ブナを植える会
桑田

090-3166-9785

10/23
（日）

10/30
（日）

10/1
（土）

11/23
（水・祝）
の期間中、
土・日・祝
開催

10/6（木）

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

ひょうご五国の
恵みたっぷり！
六甲ガーデン
テラスマルシェ

●時間／11：00～17：00 ※雨天中止 ●料金／入場
無料 ●事前申し込み／不要 ●兵庫は古来、淡路・摂
津・丹波・但馬・播磨の五つの国から成り立ち、それぞ
れが変化に富んだ風土と地域文化を持つ食材の宝
庫です。魅力溢れる兵庫県各地域の新鮮食材を取り
揃え、即売会と実食メニューをご提供します！

【集合】
神戸電鉄
鈴蘭台駅

【集合】
グランドホテル
六甲スカイヴィラ

兵庫県立六甲山
自然保護センター
【集合】
JR六甲道駅

六甲ガーデン
テラス

六甲オルゴール
ミュージアム

〜

〜
10/15（土）

31（月）

六甲高山植物園
078-891-1247

森の手づくり
リース体験

六甲高山
植物園内

ショップアルピコラ
〜

10/15（土）

11/23
（水・祝）

●時間／9：30～15：30 ●料金／300円 ●事前申し込み／不要 ●講師／六甲山
自然案内人の会 会員 ●コース／有馬口駅～逢山峡～シュラインロード～記念碑台 
※途中、トイレはありません ●有馬口駅を出て水路沿いの農道を歩きながら、草地や
あぜ道の植物を観察。奥山川沿いの道を逢山峡へと進み、そこでせせらぎの音を
BGMに昼食をとります。その後、裏六甲ドライブウェーを横切り、路傍の石仏に見守ら
れながらシュラインロードを登ります。行者堂までは階段があり登りが少しきつくなり
ますが、そこを過ぎれば、比較的平坦なノースロードに合流し、前が辻から六甲山ホテ
ルを抜け、ゴールの記念碑台に到着です。

六甲山
自然案内人の会

山田
090-9920-1411

裏六甲の
秋を楽しむ

10/8
（土）

【集合】
神戸電鉄
有馬口駅

ミントサロン

六甲山系グリーンベルト
整備事業の森の世話人
として森づくりを楽しく
場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

六甲山地の斜面を樹林帯として守り育て、防災機能の強化と自然豊かな生活環境を確保す
る「六甲山系グリーンベルト整備事業」。その一環を市民・企業が「森の世話人」となって、
行っています。息の長い森づくりのボランティア活動を継続・継承するために「人をつなぐ・地
域につなぐ・次世代につなげる」を掲げ、「愉しく、安全第一！」をモットーに活動されていま
す。活動する上での様々な苦労や楽しみ、また今後の夢などについてお話しいただきます。
◆ 講演後には、講師を囲んで懇親会を予定しております。ぜひご参加ください。

●時間／19：00～20：30 ●料金／500円 ●定員／50人 ※定員に達し次第、締め切り 
●講師／髙田 誠一郎 氏(ほくら～ととや森の世話人倶楽部 事務局長)、赤井 裕 氏（森の
世話人活動支援事務局）●申し込み方法／メール（mintsalon@kobe-np.co.jp）または
FAX（078-360-5514）に参加者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢を明記の上、お申し
込みください。先着順に受け付けし、開催の一週間前までに参加証を送付します。
主催・問い合わせ:六甲山大学事務局ミントサロン係（神戸新聞地域創造内） TEL．078-362-2983

10/27
（木）

講 師

赤井 裕 氏
森の世話人活動
支援事務局

髙田 誠一郎 氏
ほくら～ととや森の
世話人倶楽部
事務局長


