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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

六甲高山植物園 夜のもみじ散策
開催日 10/29（土）～11/6（日）※荒天中止

●時間／【平日】17：00～18：
30　紅葉ガイド＝17：30～ 
【休日】17：00～19：30 紅葉
ガイド＝17：30～、18：00～、
18：30～　※紅葉ガイドは約
30分間 ●料金／無料　※
ただし、入園料が別途必要 
●事前申し込み／不要 ●
場所／六甲高山植物園 ※
西入口のみ開門 ●問い合
わせ先／六甲高山植物園 
TEL．078-891-1247

●時間／16：30～18：30　※入園は18：00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 ●場
所／神戸市立森林植物園 ●問い合わせ先／神戸市立森林
植物園 TEL．078-591-0253

有馬や京都よりも一足早く迎えた紅葉をライトアップし、夜間に
特別開園を実施します。昼間とはひと味違う幻想的な雰囲気を
お楽しみください。紅葉の魅力をさらに引き出すガイドにも是非
ご参加ください。

紅葉のライトアップ
開催日 11/5（土）～11/30（水）※期間中は無休で開園

光の演出により樹形と紅葉をライトアップします。

●時間／9：00～10：00 ●料金／無料　※ただし、各施設への入園料金等は別途必
要（優待割引特典あり） ●コース／①谷上駅～森林植物園（もみじ散策）～弓削牧場
～谷上駅【約11㎞、家族向き】②谷上駅～森林植物園（もみじ散策）～すずらんの湯～
北鈴蘭台駅【約11㎞、一般向き】 ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ○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7：00以降にご確認ください ●問い合わせ先／北神急行電鉄ハイキング担当 
TEL．078-581-1070（平日9：00～18：00）

北神急行もみじ散策フリーハイキング
森林植物園もみじ散策コース
開催日 10/29（土）～11/27（日）の期間中、土・日・祝日開催

お好みのコースを選択
し、山々と森林植物園
の「色鮮やかな紅葉」と
「お勧めスポット」の散
策をお楽しみください。

【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。
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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

●出発時間／10：00　※9：40までの六甲ケーブルにご乗車ください、雨天中止 ●
料金／無料　※ただし、交通費は各自負担 ●対象／一般向き　※小学生以下のお子
さまは、必ず保護者同伴でご参加ください ●事前申し込み／不要 ●コース／六甲ケー
ブル山上駅～神戸ゴルフ倶楽部～みよし観音～六甲ガーデンテラス～極楽茶屋跡～六
甲山最高峰～魚屋道～枝捨橋～瑞宝寺公園（解散）【9.5㎞】

摩耶山
リュックサック
マーケット

第43回
小便小僧の
マント着せ行事

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲ケーブル
下駅

078-861-5288
（9：00～17：30）

摩耶山再生の会
（monte702内）
078-882-3580

●時間／①17：00～　②17：50～　※各回40分程度、雨
天決行 ●料金／無料 ●事前申し込み／不要 ●「自然」、
「夜景」、「ジャズ」といった神戸・六甲山の観光資源を生か
した「六甲山夜景ジャズライブ」を開催します。1000万ド
ルの夜景で知られる六甲山で、さわやかな秋の夕べのひ
とときをジャズ演奏でお楽しみください。

●時間／11：00～16：00　※雨天中止 ●料金／出店料
不要 ●事前申し込み／不要（当日、受け付け）　※ただ
し、食品類の出店に関しては、開催日の3週間前までに申
し込みが必要 ●摩耶山で行われている「リュックサック
マーケット」は2006年から始まり、おかげさまで10周年、
今回100回目を迎えます。ぜひご参加ください！

歴史古道の魚屋道へ
　豊臣秀吉ゆかりの
瑞宝寺公園で
最高の紅葉を満喫

六甲山夜景
ジャズライブ

兵庫県
神戸県民センター
078-361-8638

10/30
（日）

11/3
（木）

オテル・ド・摩耶
078-862-0008

ハロウィン
DJ’Sダンス
パーティー

●時間／18：00～20：30（17：30受付開始） ●料金／中学生以上：4500円、小学生：
1800円　※飲食代、DJ LIVE参加料含む、未就学児は無料 ●定員／80人　※定員
になり次第、締め切り ●事前申し込み／要予約　電話にてお問い合わせください ●標
高約700ｍに位置するオテル・ド・摩耶から、神戸の夜景を楽しみながら、DJスタイルの
仮装ダンスパーティーを楽しみませんか？仮装大賞者には豪華賞品を用意いたしてお
ります。また、送迎バス、お着替えの部屋もございますので、ぜひご参加ください。

【集合】
六甲ケーブル
六甲山上駅

【集合】JR甲南山手駅

六甲山天覧台
「TENRAN CAFE」

オテル・ド・摩耶
リストランテ
「エルベッタ」

六甲高山
植物園

小便小僧広場

六甲山
カンツリー
ハウス園内
バーベキュー場

摩耶山天上寺
078-861-2684

〜
11/26（土）

27（日）

七五三まいり 摩耶山天上寺

摩耶山掬星台

六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366

第2回
全国「野宴」
サミット

11/3
（木）

11/12
（土）

11/19
（土）

11/11
（金）

11/15
（火）
を中心に
10月・11月は
毎日受け付け

六甲山専門学校11月「六甲ケーブルと共に35年」
●時間／19：00～20：30 ●料金／1000円 ●定員／30人程度 ●講師／田爪 悦弘 氏(六甲ケーブル職員) ●申し込み方法／ハガキ（〒657-0065神戸市灘区宮山
町2-4-7サニー六甲2号 白馬堂Rokko）またはメール（info@hakubado.com）にて受け付け　※定員に達し次第、締め切り ●高度成長期からバブル崩壊、そして阪
神大震災。台風被害で線路に堆積した土砂を徹夜で撤去したことも。六甲ケーブルと共に過ごした35年を語っていただきます。●問い合わせ／白馬堂RokkoTEL．
078-841-8986（12：00～19：00）※火曜、水曜は定休日

●時間／13：00～ ※少雨決行、荒天中止 ●料金／無料 ※ただ
し、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●六甲山の寒い
冬を小便小僧が元気に乗り切れるよう、暖かいマントをプレゼン
トする冬の伝統行事です。当日はあたたかいスープのふるまい
もございます（先着200人）。

●時間／9：00～17：00(受付は16：00頃まで) ●ご祈祷
料／ひとり7000円　※兄弟姉妹がいる場合、2人で
12000円、3人で15000円 ●対象／男の子：数え年で3
歳（平成26年生まれ）と5歳（平成24年生まれ）　女の
子：数え年で3歳（平成26年生まれ）と7歳（平成22年生
まれ）　※満年齢でもかまいません ●事前申し込み／不
要（当日、受け付け） ●子どもの健康と健やかな成長を祝
い、氏神さまやご縁の深いお宮やお寺にお参りする日本の伝統あるゆかしい行事です。

●時間／12：00～14：00 ●料金／5000円（飲み放題付き、入
園料込み） ●対象／20歳以上 ●定員／70人（18組）　※定員
になり次第、締め切り ●事前申し込み／要予約　ホームページ
にて受け付け　※15人以上の場合は電話でお問い合わせくだ
さい ●今回の野宴料理は、北海道名物「ジンギスカン」と山形
名物「芋煮」、そして道東産「歯舞さんま」（予定）です。秋の六
甲山でおいしいお酒と食事を楽しもう！ 

神戸学生青年センター（神戸市灘区山田町 3丁目 1-1）

11/12
（土）

ボランティア募集！秋の植樹会＆樹木教室
●時間／9：00～15：00 ●料金／無料　※ただし、交通費は各自負担 ●対象／体力に自信のある方 ●服装・持ち物／長袖・長ズボン、トレッキングシューズ、帽子、軍手、昼
食、飲み物 ●申し込み方法／保険加入が必要なため、事前に電話またはメール（seiichiro.takata@gmail.com）にて受け付け　※開催日の1週間前に締め切り ●森林ボ
ランティア活動は、「六甲山系グリーンベルト整備事業」の森の世話人として、樹林帯を守り育て、土砂災害に対する安全性を高めるとともに、緑豊かな都市環境、景観など
を作り出し、かつ地域住民の憩いの森づくりを目指す息の長い活動です。●問い合わせ／フォレスター松寿代表世話役 高田　誠一郎 TEL．080-4230-1682

※雨天の
場合は翌
13日（日）に
順延

INFORMATION

●運行時間／【月・水・木】10：00～17：30【金・土・日・祝】10：00～19：50　※火曜日定休（祝日の場合は翌日）、2017年2月13日（月）～28日（火）は年次点検のため運
休 ●料金／全線往復：大人1540円　小人770円　片道：大人880円　小人440円 ●まやビューラインは11月より冬ダイヤで運行します。11月は紅葉が見ごろ。ケー
ブルやロープウェーで神戸から紀伊半島までの大パノラマの眺望と紅葉の絶景を同時に楽しもう。 ●問い合わせ先／まやビューライン星の駅 ●TEL／078-861-2998

まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）冬ダイヤ 11月1日（火）～2017年3月19日（日）


