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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

【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

開催日 5/8（月）
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 
●料金／入山料志納 ●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
いる全国に唯一つの仏生会
（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 5/13（土）・14（日）

第8回神戸・六甲山ツーデーウオーク×Mt.FESTA 2017 in 六甲　

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、歩きながら山上のゴミを回
収するクリーン・ウオークを開催！六
甲山一帯を舞台に体力や年齢、
熟練度に合わせて2日間で最長
12kmから最短3kmの6コースを設
定！ゴール会場では昨年に引き続き
好日山荘とコラボレーションして
「Mt.FESTA 2017 in 六甲」を開
催！アウトレットセールをはじめ、登
山用品メーカーの商品展示やワークショップ、ボルタリング体験イベント、ミニ音楽ライブや大抽
選会もあり、ツーデーウオーク参加者のみならず、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および六甲高山植物園の入園料を含みます。※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

【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　【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、六甲山大学実行委員会
【特別協賛】好日山荘

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、または06-6373-5656
【自動応答】）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3時間　③深田池公園
【Bコース】①10：00～　②約3時間　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）

5/13（土）

【Dコース】①  9：30～　②約4時間30 分　③王子公園
【Eコース】①10：00～　②約3時間30 分　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）

5/14（日）

ゴール地点である六甲山カンツリーハウス園内で Mt.FESTA 2017 in 六甲を開催
※各コースの受付時間は、スタート時間の前後30分間です。
※コースの詳細はホームページ（https://www.rokkosan.com/country/）
　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。

開催日 5/8（月）～7/31（月）
神戸 六甲山花めぐりチケット

●料金／◆前売券（販売期間：2017年5月7日（日）まで）大人（中学生以上）：1340円 小人
（4 歳～小学生）：670円 ◆当日券 大人：1440円 小人：720円 ●販売場所／【前売券】六
甲ケーブル六甲山上駅構内「ショップ737 六甲遊山案内処」、六甲高山植物園内「ショッ
プ アルピコラ」、六甲山ガーデンテラス内「六甲おみやげ館、自然体感展望台 六甲枝垂
れ、JTB、イープラス、チケットぴあ【当日券】対象施設の窓口、六甲ケーブル六甲山上駅
構内「ショップ737 六甲遊山案内処」JTB、イープラス、チケットぴあ 詳しくはホームページ
https://www.rokkosan.com をご確認ください。 ●場所／六甲オルゴールミュージアム、
六甲高山植物園、六甲山カンツリーハウス、自然体感展望台六甲枝垂れ ●主催・問い合
わせ先／六甲山観光株式会社 TEL.078-894-2210（平日 9:00～18:00）

花々がベストシーズンを迎える初夏の六甲山で、多く
の方に花めぐりを楽しんでいただこうと「神戸 六甲山
花めぐりチケット」を販売いたします。今年から有料4
施設に入場可能なチケット内容に加えて、新たに日を
変えてもう一度いずれかの対象施設に入場できる「プ
ラス1施設入場特典（利用期間：11月23日（木・祝）ま
で）」が追加されました。

参加特典あり！ ①オリジナルタオルホルダープレゼント（お1人様、1点のみ）　※数量限定、なくなり次第終了
②六甲山カンツリーハウス遊具フリーパス500円割引（当日限定）



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

●時間／9:30～15:30（予定） ●料金／300円 ●事前申し込
み／不要（当日、受け付け） ●新緑がまぶしい六甲山上の自然を
満喫できるコースです。六甲観光の拠点となる記念碑台を出発、
三国池や穂高湖を巡りながら六甲連山のもう１つの拠点である
摩耶山上の掬星台を目指します。

●時間／①11:30～、②13：30～、③15：00～　※各回30分程度
●料金／無料　※ただし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 
●出演／モリオカルテット ●見頃を迎えるクリンソウ群落前で、コン
サートを開催。時にしっとりと、時に賑やかに鳴り響くバイオリンとギ
ターの音色が売りの「モリオカルテット」による演奏をお楽しみいただ
きます。お客様のリクエストに応えて即興で演奏するコーナーや全員
で輪になって踊るパフォーマンスなど、見どころ盛りだくさんです。

●開催日／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） ●谷上駅～山田道～森林植物園西門～洞川湖～
再度公園～大龍寺～市ヶ原～布引の滝～神戸市営地下鉄 新神戸駅まで
の約11キロ・一般向きの山歩きコースです。 ●当日の中止・決行のお問
い合わせ先／谷上駅：078-581-1076　鈴蘭台駅：　078-591-0064（午前7:00以降）

●開催日／10:30～15:00 ●料金／無料 ●定員／各コース30人ず
つ（計90人） ●対象／成人一般（早歩き程度の運動が可能な方） ●申
込方法／電話にて5月10日（水）まで受け付け ●コース／【自然観察A
コース】掬星台→アゴニー坂→穂高湖→三国池→記念碑台（約
4.5km）【自然観察Bコース】掬星台→アゴニー坂→穂高湖→シェール
槍 →徳川道→掬星台（3.5km）【歴史散策コース】掬星台→ 旧天上寺→上野道→摩耶ケー
ブル下駅（約4.0km） ●兵庫県神戸県民センターでは、摩耶山・六甲山の魅力を広く知ってい
ただくため、神戸市灘区・摩耶山観光文化協会と連携し、摩耶古道ウォークを実施します。実
施するのは3コース。お好みのコースを各自の体力に合わせてお申し込みください。

●時間／13:00～14:00 ●料金／無料　※ただし、入園料が別途必要 ●
定員／30人 ●申込方法／電話　※定員になり次第、締め切り ●講師／服
部　保（兵庫県立大学 名誉教授） ●六甲山の生物多様性と六甲高山植物
園の意義をテーマに、専門家の視点から詳しくわかりやすいお話をしていた
だきます。●植物園の日キャンペーン 「植物園の日」である5月4日（木・祝）
には来園者全員に、次回来園時に使える半額券付きクリンソウのフォトカードをプレゼント。
ベストシーズンを迎える5月の中旬頃には、園内の至るところに美しい花が咲き誇ります。

｢山の家
～ロッジ谷上～｣
ハイキング

洞川湖･再度公園･
布引の滝コース

摩耶古道
ウォーク

KOBEコケ展 神戸市立森林植物園
078-591-0253

六甲山自然
案内人の会（東條）
090-5362-3965

兵庫県
神戸県民センター
県民交流室
県民課

078-361-8629

新緑の山上
散歩を楽しむ

5/20（土）、
21（日）、
27（土）、
28（日）、

5/14
（日）

5/4
（木・祝）

5/21
（日）

5/28
（日）

【事前のお問い合わせ】
北神急行電鉄
ハイキング担当
078-581-1070
（平日 9:00～18:00）

GW
スペシャル
コンサート

●時間／17:10～　※約20分間　開館時間：10:00～17:40
（受付終了17:00）※期間中は営業時間を延長します ●料金／
入館料（大人1030円、4歳～小学生510円）のみで参加可 ●
事前申し込み／不要 ●人気の所蔵品が一堂に揃うゴールデン
ウィーク特別版のコンサートです。アンティーク・オルゴール等、
自動演奏楽器で、おなじみのクラシックの名曲やジャズ、J-POPなど様々なジャンル
の曲を演奏します。ディズニーやジブリの映画の曲が演奏されることもあります。

クリンソウ
コンサート
～クリンソウと
音楽を楽しむ
4日間～

神戸市立
森林植物園

六甲
オルゴール
ミュージアム

六甲高山
植物園
映像館

六甲高山
植物園

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

植物園の日
特別講座

「六甲山の生物
多様性と六甲高山
植物園の役割」

●時間／9：00～17：00　※入園は16：30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 ●小さいながらも力強く生け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。

〜
5/3（水・祝）

5/5（金・祝）

〜
5/3（水・祝）

5/6（土）

※悪天時は
　屋内開催

【集合】
記念碑台

【集合】
谷上駅3・4番線
ホーム
新神戸方、
ロッジ谷上前

【集合】
掬星台

（摩耶ロープ
ウェイ星の駅前）

5/19
（金）

六甲山専門学校5月度「鳥瞰図絵師が見る六甲山」
●時間／開場：18:30　開演：19:00 ●料金／1000円 ●定員／30人 ●申込方法・期間／メール（info@hakubado.com）にて4月20日（木）まで受け付け　※申込
多数の場合は抽選、定員に満たない場合は、先着順で定員まで受け付け ●講師／青山 大介（鳥瞰図絵師） ●六甲山が大好きで、六甲山に関わる活動をしている
人々をゲストに招き、六甲山にまつわるお話を伺います。 ●問い合わせ／六甲山専門学校事務局TEL．078-841-8986（12：00～19：00）※火曜、水曜は定休日

神戸学生青年センター（神戸市灘区山田町3丁目1-1）

INFORMATION

ゴールデンウィーク期間特別運行 4月28日（金）～5月7日（日）

5月13日（土）兵庫県公館 大会議室（神戸市中央区下山手通4-4-1）

まやビューライン
ゴールデンウィーク期間は全日、延長ダイヤで運行します。行楽シーズン到来！昼間はゴンドラの車窓から見える新緑を満喫。夜は日本新三大夜景に認定された神戸市の
摩耶山からの1000 万ドルの夜景をお楽しみください。

昭和 42 年豪雨災害から50 年を迎え、土砂災害の悲惨さや怖さを風化させないため六甲山の治山・森づくりの推進と減災活動の在り方を考えます。

●運行時間／始発 10:00～　星の駅下り最終20:50 ●料金／【全線往復】大人（12歳以上）：1540円、小人（6歳以上12歳未満）：770円 【片道】大人：880円、小人：440円 
●問い合わせ先／まやビューライン星の駅  TEL．078-861-2998

●時間／13:00～16：30 ●参加費／無料 ●講師／沖村 孝 氏（神戸大学名誉教授）、服部 保 氏（兵庫県立大学名誉教授）ほか ●申込方法・期間／ホームページ
（「六甲山の治山・森づくりシンポジウム」で検索）またはメール、FAXにて5月8日（月）まで受け付け。メール、FAXの場合は、「シンポジウム参加申込」とタイトルを記入
し、①氏名、②ふりがな、③会社（団体）名、④電話番号をご記入の上、お送りください。 ●問い合わせ／兵庫県農政環境部農林水産局治山課 TEL．078-362-3471、
FAX．078-362-3952、メール．chisanka@pref.hyogo.lg.jp

六甲山の治山・森づくりシンポジウム


