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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。

開催日 8/6（日）
摩耶山笹おい七夕まつり

開催日 8/31（木）まで開催中
特集コンサート「星空とオルゴール」

●時間／17：30～20：00 ●集合場所／摩耶山掬星台 ●料金／参加費
無料 ●主催・問い合わせ先／摩耶山観光文化協会（摩耶山天上寺内）TEL.
078-861-2684

●時間／10：30～16:00の毎時30分から※開館時間は10：00～17：00（受付終
了16：20） ●場所／六甲オルゴールミュージアム ●料金／入館料のみ（大人：
1030円、4歳～小学生：510円） ●事前申し込み／不要 ●主催・問い合わせ先／
六甲オルゴールミュージアム TEL.078-891-1284

満天の星空を投影したコンサート展示室で、アンティーク・オルゴールな
どの自動演奏楽器を使って、「星」や「星座」「惑星」にちなんだ曲を演奏
します。満天の星空へ、当館で人気の自動人形‘エクリヴァン’が来館者
を誘います。きらきらとしたオルゴールの音色と星の光が瞬く空間で、ゆっ
たりとしたひと時をお楽しみください。

開催日 8/5（土）～27（日）の土日祝、8/14（月）～16（水）
大人の夏休み ～ブナカフェ～

●時間／11：00～16：00（L.O.15：30） ●場所／六甲高山植物園 ●料金／エリ
アやハンモックの利用は入園料のみ（大人：620円、4歳～小学生：310円、シニア：
520円） ●メニュー／コーヒー300円、マロウブルーティー（色が変化するハーブティ）
300円、フレーバーソーダ300円、シュガードーナツ200円など ●事前申し込み／不
要 ●主催・問い合わせ先／六甲高山植物園 TEL.078-891-1247

真夏でも30℃を超えることがない六甲
高山植物園の樹林区にカフェ屋台「ブ
ナカフェ」を出店します。エリアにはハ
ンモックやブックスタンドを設置し、自
然に囲まれた「大人の休日」を演出。ブ
ナの木陰で、コーヒーや当園ならでは

の珍しいお茶を片手に
ゆっくりと流れる時間を
お楽しみください。

開催日 8/8（火）
四万六千日大祭

●時間／8/8（火）11：00～24：30頃まで ●集合場所／摩耶山天上寺 ●特別延長運転／
当日は、まやビューライン星の駅発24:50（9日午前0:50）まで、坂バス摩耶ケーブル下発
22:15まで特別延長運転あり ●主催・問い合わせ先／摩耶山天上寺 TEL.078-861-2684

◆スケジュール
掬星台にて受付開始。短冊に
願いを書いて笹に飾ります。
笹おいまつりスタート！ 摩耶山
天上寺まで笹を背負って歩き
ます。摩耶山のゆるキャラ「しゅ
げんくん」がお出迎え予定。
摩耶山天上寺にて総祈願の
後、掬星台に戻り、紙芝居型
ショートムービーの上映と音楽
の生演奏を鑑賞。
上映会終了

24：00（8/9 午前0時）にはご本尊の
観音さまに向けて、天から除災招福
の星が下ると言い伝えられていま
す。この日にお参りすると、四万六
千日お参りしたのと等しい功徳とご
利益があるといわれています。
◆スケジュール

開白法会
柴燈大護摩供
納涼盆おどり（～21：00）
萬燈会・星迎え会式
星下り会式

17：30～

11：00～
13：00～
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19：00～
23：00～

18：30～

18：45～

20：00～



内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

○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 ○申込方法・期限／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、開催の約1週間
前までに参加証を送付します。 ○講師／弓削 忠生 氏（弓削牧場 場長） ○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

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／16：00～20：00 ●料金／入場無料 ●事前申し込み／不
要 ●日が沈んだら、カラフルな提灯が彩るナイトマーケットへ。兵庫
県自慢のグルメを味わえる夜店が軒を連ね、大道芸などのパフォー
マンスが夏の宵を盛り上げます。また、ヨーヨー釣りなどの体験イベ
ントにもぜひご参加を。眼下に広がる1000万ドルの夜景とともに、
お楽しみください。

●時間／10：00～15：30 ●料金／300円（材料費） ●対象／親子（親
子でなくても参加可） ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●色を
ぬるだけでかわいい野鳥のブローチやストラップができます。絵具を
使用します。絵具がついてもかまわない衣服をご準備下さい。制作に
必要な用具などは、準備していますので持参不要です。

●時間／10：00～14：00 ●料金／ひとり500円※子供のみ ●申込方法・期限／ホームページ
（http://www.kobe-yume.net/frame_5.html）より申込書をダウンロードし、必要事項を記入
の上、8/8（火）必着でお申し込みください※応募者多数の場合は抽選、申込締切後1週間以内
に連絡あり ●飛ぶ種のお話しやクラフト作り、池の生物観察をします。六甲山の生き物や自然に
ついて学び、夏休み最後の思い出を作りませんか？

●受付時間／11：00～16：00 ●料金／入園料（大人：620円、4歳～小学生：310円）が必要 
●メニュー／ジャーマンホットドッグ500円、ハートランドビール400円など ●事前申し込み／
不要 ●キンキンに冷えたビールは大人のお楽しみ！ 本場ドイツの緑に囲まれたビアガーデ
ンをモデルに、ドイツ・ビール純粋令の条件をクリアする麦芽100％ビールやジャーマン
ホットドッグなど、本場ドイツをイメージした屋台がカンツリーハウスのバーベキュー場に登
場します！木陰や芝生でゆったりビールを楽しみましょう。

親子で楽しむ
野鳥クラフト作り！！

納涼の布引と
大龍寺の

照葉樹林を観察

夏休み
子供向け

楽しい自然教室

昭和42年
六甲山系
豪雨災害から
50年講演会

国土交通省
近畿地方整備局
六甲砂防事務所
078-851-0535

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

六甲山
自然案内人の会
（中島）

090-8983-7777
（18：00～20：00）

神戸
地域ビジョン
委員会・

神戸県民センター
078-361-8624

六甲
ガーデンテラスの
ナイトマーケット

8/13
（日）

8/19
（土）

8/27
（日）

日本野鳥の会
ひょうご

078-382-0489
（土曜日14：00～18：00）

ノルディック
ウオーキング＆
スカイヴィラ・
ランチ

●開催日／10：00～14：00 ●料金／4,900円 ●定員／20人（最少催行5人） ●対象／成人
一般（早歩き程度の運動が可能な方） ●申込方法・期限／電話にて①は7/27（木）、②は8/24
（木）まで受け付け ●講師／関西ノルディック協会所属 インストラクター ●自然と新鮮な空
気いっぱいの六甲山上から、街の景色を眺めながら行うウオーキングは最高です。ウオーキン
グ終了後は、口コミランキング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欧
風料理（デザート、ドリンク付き）が楽しめます。また、2階ゲストラウンジ萌美路ではコーヒー、
紅茶等の無料サービスもご用意しています。

第2回
親子・家族向け
フリーハイキング

兵庫県
看護協会2階
ハーモニー
ホール

六甲
カンツリー
ハウス

六甲
ガーデン
テラス

六甲山
自然保護
センター

六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366

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

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

六甲
ビアガルテン

●時間／13：00～16：00（開場12：00） ●料金／参加費無料 ●定員／300人 ●申込方
法・期間／ホームページ（http://sanka.sabopc.or.jp/）または電話（0120-301-780、
平日10：00～17：00）にて受け付け ※定員になり次第、締め切り ●土砂災害の悲惨さや怖
さを風化させることなく継承して防災につなげていく事や、砂防事業の重要性を考えます。
また50年前の災害経験者の証言インタビューも放映します。

7/29（土）

8/11（金）

〜
8/5（土）

8/27（日）
の土日祝

〜
8/14（月）

8/16（水）

〜
8/5（土）

8/27（日）
の土日祝

〜
8/14（月）

8/15（火）

①
7/30（日）
②

8/27（日）

●受付時間／9：00～10：00※雨天中止 ●料金／参加費無料 ●対象／ファミリー向け ●
事前申し込み／不要 ●鈴蘭台駅～菊水山（往復）まで約4キロのコースです。小学生以下
の方には、もれなく神戸電鉄オリジナルプレゼントがあります！ ●当日の中止・決行のお問
い合わせ先／鈴蘭台駅TEL.078-591-0064（午前7:00以降）

●時間／9：30～15：00 ●料金／300円 ●コース／新神戸駅～布引の滝～
市ヶ原～大龍寺 ●事前申し込み／不要 ●布引の滝には竜宮城の乙姫さ
まが住んでおり白くみえるのは乙姫さまが着ている白い布がさらされてい
るからだという言い伝えがあります。また、大龍寺の周辺には先人たちが
守ってきたシイ・カシ類などを主体とした照葉樹林が広がっています。生田川のカジカカエル
の涼しげな音色を聴きながらの自然観察と鬱蒼とした大龍寺の照葉樹林を眺めてみましょう。

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。

【集合】
グランドホテル
六甲スカイヴィラ

【集合】
六甲山

自然保護センター

【集合】
神戸電鉄
「鈴蘭台駅」

【集合】
新神戸駅1階
駅レンタカー前

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017作品先行展示
【スペース・ホワイト・カフェ】●期間／8/1（火）～9/8（金） ●場所／天覧台 ●時間／10：00～17：00（L.O.16：30） ●出展アーティスト・開発 好明 氏の作
品であるカフェが先行OPEN！ 店内は発砲スチロールによって白色で統一され、まるで宇宙船のよう。また空間だけでなく、店員の制服、そして出て
くるメニューまで全て白で統一。純白の空間で非日常のひと時を。 ●問い合わせ／六甲山観光株式会社 TEL．078-894-2071
【見晴らしの塔 サマー・ライティング】●期間／8/1（火）～9/8（金） ●場所／六甲ガーデンテラス ●時間／19：20～21：00 ●異国情緒漂う西側エ
リア内のシンボル「見晴らしの塔」を照明アーティスト・伏見 雅之 氏がライティング。テルミン（電子楽器）の音色に合わせて変化するライティングを
お楽しみいただけます。 ●問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281
【六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」夏バージョン「夏は夜」】●期間／9/8（金）まで開催中 ●場所／自然体感展望台 六甲枝垂れ ●時間／19：
00～21：00（20：30受付終了）●料金／大人：300円、4歳～小学生：200円  ●明るい月や闇夜に浮かぶホタル、雨の風情などを光の演出で表現します。
照明アーティスト・伏見 雅之 氏による幻想的な光の演出をお楽しみください。 ●問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

山の日に
バードウォッチングが
楽しめる毎日登山で

賑わっている菊水山コース

ミントサロン

都市型農業の
果たす役割

場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

8/31（木）

※カフェのイメージ※カフェのイメージ




