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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

9/9（土） ▶11/23（木・祝）開催日
六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、
六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブル、天覧台、
六甲有馬ロープウェー（六甲山頂駅）、六甲山ホテル
［プラス会場］TENRAN CAFE　［サテライト会場］六甲山牧場

会  場

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2017

9/10（日）開催日 摩耶山掬星台・摩耶ビューテラス702会  場
MAYA STOCK festival

「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」は、六甲山の自然を感じながら、ピクニック気分で現代
アート作品を楽しめる展覧会です。すばらしい眺望やオルゴールの澄んだ音色、高山植物
や紅葉、芝生の丘など、山上各施設の魅力を楽しみながら、アートにふれることができます。
各会場間は、六甲山上バス（路線バス：有料）のほか、徒歩での移動も可能です。

六甲山というエリアの特性をじっくり読み込み、自然や景観、歴史を採り入れた作品を各
会場に展示します。

招待アーティストと公募によって選出されたアーティストの作品を展示します。出展アーティ
ストは「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」の開催に合わせて、新たな作品を制作します。招
待アーティストと公募アーティストをあわせ、総勢39組のアーティストが参加します。参加
アーティストは、
webサイト（https://www.rokkosan.com/art2017/artist/）で確認できます。

●時間／10：00～17：00（受付終了時間は各施設により異なります）※会場により17:00
以降も鑑賞できる作品があります ●問い合わせ／六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017 イ
ンフォメーション TEL．078-891-0048 （平日10：00～17：00 ※会期中は土・日・祝も受付）

●時間／13：00～17：00　●入場料／2,000円　●事前申し込み／予約不要（PEACEエリアへの出店につ
いては電話でお問い合わせください）　●問い合わせ／MAYA STOCK festival実行委員会（monte702
内） TEL．078-882-3580

●時間／10：30～16：30　●料金／入館料のみ（中学生以上：
1030円、4歳～小学生：510円）　●事前申し込み／不要　●問
い合わせ／六甲オルゴールミュージアム TEL．078-891-1284

▶前売券 / 大人（中学生以上）1,550円、小人（4歳～小学生）780円
　（販売期間：9月8日（金）まで）
▶当日券 / 大人（中学生以上）1,850円、小人（4歳～小学生）：930円
　 （販売期間：11月23日（木・祝）まで）

①｢六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017｣の鑑賞チケットの提示で割引あり
　大人（高校生以上）500円→400円、小・中学生200円→160円
②六甲山牧場のチケット(半券)の提示で
　「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」の鑑賞チケット（当日券）の割引あり
　当日券：大人（中学生以上）1,850円→1650円、
　小人（4歳～小学生）930円→830円

◆六甲山牧場との入場料相互割引について

●料金

出展アーティスト・展示作品について

六甲山牧場は「人と動物と自然とのふれあいの場」をテーマにした高原牧場です。アルプス
風の畜舎や赤煉瓦のサイロ、そして乳牛や羊などの放牧は牧歌的な雰囲気があり、実際に動
物とふれあうことができます。

新会場の「六甲山牧場」について

作品とイメージ

会場とロケーション

摩耶山上で行われる夏の終わりのフェス、MAYA STOCK FESTIVAL。
今年で3回目を迎え、ますますパワーアップ。最高のロケーションと音
楽が融合する、街なかでは味わえない究極の非日常的ライブ空間で
す。刻々と変化する素敵な景色と音楽をお楽しみあれ！ まやビューラ
イン星の駅2階、摩耶ビューテラス702の店内とテラスのMUSICエ
リアでは2つのステージに神戸を中心に活躍する8組のアーティスト
が登場。掬星台のPEACEエリアは事前申し込み、出店料不要のフリ
マスペースです。地元ショップのフード屋台も出店。MUSICエリアとPEACEエリアは自由に行き来でき
ます。のんびりとピクニック気分で出店してください。

9/9（土） ▶11/23（木・祝）開催日
六甲オルゴールミュージアム会  場

特別展「光とオルゴールが
紡ぐ魔女のやさしい物語」

光や映像を使うアーティスト髙橋匡太
がオルゴールミュージアムとコラボ
レーションして、魔女をテーマにインス
タレーションを行います。美しい映像と空間を満たす光と音
響、アンティーク・オルゴールの演奏やオートマタの実演など
を交えて、やさしく幻想的な魔女を表現します。

「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」の開催期間限定で、東は六甲ガーデンテラスから、西は六甲山牧場までの区間内を急行バスが往復運行いたします。
運行期間：9月9日(土)～11月23日(木・祝)　※六甲山牧場休園日の11月7日(火)、14日(火)、21日(火)は除く　※三国池・丁字ヶ辻・記念碑台には停車しません
運行区間：六甲ガーデンテラス～カンツリーハウス～高山植物園～オルゴールミュージアム前～六甲山ホテル前～六甲山牧場　※六甲ガーデンテラスから六甲山牧場までの所要
時間は約12分
運賃：六甲ガーデンテラスから六甲山牧場まで370円(1区間160円～)　※六甲まやレジャーきっぷをお持ちの方は自由に乗降いただけます　※表六甲周遊乗車券をお持ちの方
は六甲山ホテルから六甲山牧場までの片道250円でご利用いただけます

さとうりさ「あべちゃん、なんかついてるよ」2017年 自然体感展望台 六甲枝垂れ

※本券で｢自然体感展望台 六甲枝垂れ｣、｢六甲山カンツリーハウス｣、｢六甲高山植物園｣、
｢六甲オルゴールミュージアム｣への入場が可能(各有料会場とも会期中1回に限り入場可、
利用当日は再入場可)　※プラス会場｢TENRAN CAFE｣の展示作品の見学については、
カフェのご飲食利用が必要です　※サテライト会場｢六甲山牧場｣の展示作品の見学には、
別途入場料金が必要です

■六甲山東西急行バスの運行について

【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。



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／11：00～16：00 ●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 ●リュックサッ
クマーケットは六甲山で生まれたほんわかのんびりマーケット。リュック
ひとつであればだれでも参加できるフリーマーケットです。当日7:00の
時点で兵庫県南部の午前中の降水確率が50%以上の場合は中止にな
ります。

●時間／集合17：50 解散19：30頃 ●料金／大人：1,600円 6歳～12
歳未満：800円 ※当日、受け付けにてお支払いください ●定員／20人 
●コース／六甲ケーブル下駅～天覧台～六甲ガーデンテラス（エリア内
3か所）～自然体感展望台 六甲枝垂れ（現地解散） ●申込方法／電話ま
たはweb（http://www.rokkosan.com/tenrandai/）にて予約受付 ※定員に達し次第、
締め切り ●六甲山上にある夜景スポットをガイドスタッフと巡り、六甲山から見える景色や
夜景の楽しみ方を紹介するツアーです。六甲ガーデンテラスでの飲食代10％OFF（当日の
み、フードテラス除く）といった参加特典もあります。

●受付時間／16：00～19：00 ●事前申し込み／不要 ●兵庫県産のグル
メ屋台や、ヨーヨー釣り・輪投げなど、お祭り気分で楽しめる人気イベント
「ナイトマーケット」の秋バージョンを六甲ガーデンテラスにて開催しま
す。ショップではシルバーアクセサリー体験などの体験イベントも楽しめ
ます。また、六甲ミーツ・アートの展示作品である夜間イルミネーションの展開も実施。標高約
880ｍのエリア内から見る1000万ドルの夜景と共に、エリア全体でお祭り気分を楽しめます。

ケーブルカーで行く
｢六甲山

1000万ドルの
夜景ガイドツアー｣

六甲山で
アウトドア
クッキング♪
手作りピザ教室！

六甲山
夜景ジャズライブ

兵庫県
神戸県民センター
県民交流室県民課
078-361-8638

摩耶山再生の会
（monte702内）
078-882-3580
（火曜定休）

六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366

摩耶山
リュックサック
マーケット

9/23
（土）

六甲山
観光株式会社
078-894-2071
（平日9：00～18：00）

摩耶山天上寺
定例坐禅会

●開催日／13：00～14：00 ●料金／おひとりにつき1,000円 ●申し込
み方法／前日までに電話にて申し込み ●密教の坐禅瞑想。都会の喧騒を
離れた霊山で、凝り固まった心を解き放ち、無心に瞑想し、自心を見直
すひと時をもたれてはいかが…。

北区の
定番コース！！

街歩きと森林浴を
楽しむ低登山コース

六甲山天覧台
「TENRAN
CAFE」

摩耶山
天上寺

六甲
ガーデン
テラス

摩耶山
掬星台

六甲山
カンツリー
ハウス

鈴蘭公園
（神鉄西鈴
蘭台駅から
徒歩約5分）

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

神戸電鉄
078-591-0064
北神急行電鉄
078-581-1070
（平日9：00～18：00）

摩耶山天上寺
078-861-2684

六甲
ガーデンテラスの
ナイトマーケット
（秋）

●時間／①17：00～②17：50～※各回40分程度 ●料金／無料 ●事
前申し込み／不要 ●日本のジャズ発祥の地である神戸。兵庫県神戸県
民センターでは、「自然」、「夜景」、「ジャズ」といった神戸・六甲山の観
光資源を活かした「六甲山夜景ジャズライブ」を開催します。演奏するの
は「おやじジャズバンドコンテストｉｎ神戸」の過去優秀バンドや学生等のアマチュアバンド。
1000万ドルの夜景で知られる六甲山で、秋の気配漂う夕べのひとときをアマチュアミュー
ジシャンによるジャズ演奏でお楽しみください。

9/16（土）

〜
9/16（土）

18（月）

〜
9/2（土）

3（日）
※雨天決行

9/16（土）
※荒天中止

9/17（日）
※荒天中止

9/23（土）
※雨天中止

●受付時間／10：00～10：30 ●料金／無料 ●対象／一般向け ●事
前申し込み／不要（当日、受け付け） ●鈴蘭公園～二軒茶屋～再度公園
(昼食)～洞川湖～学習の森～山田道～谷上駅までの約12キロ、一般向
きのコースです。神戸市北区の定番コースで森林浴を満喫します。

●時間／①10：30～12：30 ②14：00～16：00 ※受付は30分前か
ら開始 ●料金／中学生以上：1,800円 4歳～小学生：1,200円 ※入
園料が別途必要 ●対象／大人1人を含む2～4人の家族・グループ ●
定員／5グループ ●申込方法・期限／開催2日前の17時までweb
（https://www.rokkosan.com/country/event/cat_event/1
366/）にて予約受付 ※定員に達し次第、締め切り ●秋の六甲山で、友
達や家族と協力しながら手づくりピザに挑戦しよう！ 生地作りから始め、六
甲山の石窯で、外はカリカリ、中はモチモチのピザを焼き上げます！

【集合】
六甲

ケーブル下駅

六甲山専門学校9月度「地域に根ざす六甲山郵便局」
●時間／開場：18:30 開演：19:00 ●料金／1,000円 ●定員／40人 ●申込方法・期間／氏名、電話番号、｢9月度参加｣と明記の上、メール（info@hakubado.com）で
8/20（日）までにお申し込みください（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／田淵 利一 氏（六甲山郵便局 局長） ●六甲山
郵便局は、開設から100年以上の歴史を持つ、山上では数少ない公共施設。｢パノラマテラス、休憩所、トイレございます｣という看板を掲げ、ハイカーの憩いの場としても機
能。幻の花シチダンカをはじめとする鉢植えや、山上の鳥や蝶の写真を展示したり、秋の六甲全山縦走大会では、甘酒のふるまいをされるなど、市民に親しまれる郵便局の実
情をお話いただきます。 ●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

田淵 利一 氏
（六甲山郵便局 局長）

まやビューライン、六甲有馬ロープウェー秋ダイヤのお知らせ
INFORMATION

まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー） 六甲有馬ロープウェー
●運行時間（火曜定休日 ※祝日の場合は翌日）／月・水・木10：00～17：30、金・土・
日・祝10：00～20：50 ●期間／9/1（金）～10/31（火） ●料金／往復：大人1,540
円、小人770円 片道：大人880円、小人440円 ●問い合わせ／まやビューライン（摩耶
ケーブル・ロープウェー）まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

●運行時間／月～金9：30～17：10、土9：30～20：50、日9：30～18：10 ●期間／
9/1（金）～9/30（土） ●料金／往復：大人1,820円、小人910円 片道：大人1,010
円、小人510円 ※大人＝12歳以上、小人＝6歳～12歳未満 ●問い合わせ／六甲
有馬ロープウェー六甲山頂駅 TEL.078-891-0031


