六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション
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小便小僧のマント着せ行事
開催日

11/3（金）

グルメ好き必見！食欲の秋を

園のマスコットである小

六甲山カンツリーハウスで満

便 小 僧の冬 支 度として

喫しよう
！
「野宴」
とは野外で

始まったこのイベントも

する宴のこと。六甲山野宴

今回で44回目を迎えまし

サミット2017秋では、全国の

た。今年のマントのテー

「野宴料理」
をご紹介してい

マは「クリンソウ」。神戸

きます。今回の野宴料理は

芸術工科大学の学生さ

北海道名物「ジンギスカン」

んにデザインを依頼し、

と山形名物「芋煮」、そして

学内選考を勝ち抜いた

道東産「歯舞さんま」
（ 予定：漁況により産地変更する場合あり）
です。秋の

17作品で一般のお客様からの投票を実施しました。見事、数ある作品の

※写真は昨年のもの

六甲山でおいしいお酒と食事を楽しもう
！お土産と豪華賞品が当たるじゃ

中から選ばれたのは、森萌乃さんのマント。今年はかわいらしいピンクのマン

んけん大会も実施します。

トに着飾った小便小僧を見ることができそうです。

●時間／12：00〜14：00 ●料金／5,000円（飲み放題付き、入園料込み）
※無料送迎付き
（JR六甲道駅発） ●場所／六甲山カンツリーハウス ●対象／
20歳以上 ●定員／70人 ●申込方法／開催日の2日前の17：00まで、
ホームページ
（https://www.rokkosan.com/country/event/cat̲profit̲info/1920/）
にて受け付け
※定員に達し次第、
受付終了 ●主催／六甲山カンツリーハウス TEL．
078-891-0366

摩耶古道ウォーク
開催日

11/19（日）※雨天の場合、11/26（日）に延期

●時間／12：30〜 ●料金／無料
※ただし、
入園料が別途必要 ●場
所／六甲高山植物園 ●事前申
し込み／不要 ●主催／六甲高
山植物園 TEL．
078-891-1247

神戸市立外国人墓地公開
開催日

11/26（日）

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

神戸市立外国人墓地は再度公園

ため、山の案内人の会・摩耶山観光文化協会と連携し、摩耶古道ウォークを

にあり、緑豊かな森の中に外国人

実施します。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。

居留地の名残を今日に伝えていま

〜コース〜
●自然観察Ａコース
（約4.5㎞）
ガイド：山の案内人
掬星台〜アゴニー坂〜穂高湖〜三国池〜記念碑台
●自然観察Ｂコース(約3.5㎞）
ガイド：山の案内人
掬星台〜アゴニー坂〜穂高湖〜シェール槍〜掬星台
（約3.5㎞）
ガイド：摩耶山観光文化協会
●歴史散策コース
掬星台〜産湯の井〜摩耶山天狗岩〜
摩耶山史跡公園〜青谷道〜バス停｢青谷」

す。平成19年2月、外国人墓地は

●時間／10：30〜15：00 ●料金／無料 ●集合／掬星台
（摩耶ロープウェー星の
駅前）●定員／各コース30人※先着順 ●申込方法／参加者の住所、氏名、性
別、年齢、電話番号、
コース名をご記入の上、郵送、
ＦＡＸまたはメールで10/31
（火）
までにお申し込みください ●持ち物／昼食、飲み物、
タオル、帽子、雨具など
●主催／兵庫県神戸県民センター 県民交流室 県民課 ●応募・問い合わせ先／
株式会社神戸新聞事業社 摩耶古道ウォーク受付係 〒650-0044 神戸市中央
区東川崎町1-5-7 TEL．
078-862-8611
（平日10：00〜17：00）
FAX．
078-230-4310
Mail．
kouen@i-do.jp

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
人々とつながり、学ぶ六甲山大学には、誰もが参加できます。

近代遺産として国名勝に指定され
ました。神戸の外国人墓地には幕
末以来、神戸に住んだ外国人など
約2800柱が埋葬され、異国で永遠
の眠りについています。造船など近
代産業の発展に功績のあったＥ・Ｈ・ハンター氏をはじめ、
わが国のパンや
洋菓子の礎を築くなど今日の神戸文化の創造に多大の貢献をされた方々
が多数埋葬されています。
●時間／午前の部10:20〜、午後の部13：20〜 ●料金／無料 ●集合／森林整
備事務所前 ●定員／各回30人 ●申込方法／代表者の住所、氏名、電話番号、
参加者名、開催日、午前・午後のどちらかを明記し、往復はがきにてお申し込みくだ
さい
（11/10
（金）
消印有効）
※応募者多数の場合、抽選 ●送付先／〒651-1102
神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1 再度公園内 神戸市建設局公園部森
林整備事務所 ●主催／神戸市立外国人墓地 TEL．
078-341-5200

【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／神戸国際観光コンベンション協会／神戸新聞社
【事 務 局】神戸新聞地域創造内 TEL:078-362-2983
※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。

主な授業スケジュール
日付

授業タイトル

10/29（日）

オテル・ド・摩耶
ハロウィンDJ S
ダンスパーティー

11/4（土）

11/5（日）

内容

主催・問い合わせ

オテル・
ド・
摩耶

●時間／18：30〜21：00（18：00受付開始）●料金／中学生以上：4,500円、小学生：1,800円
※食事、飲み物、DJ LIVE参加料含む、未就学児は無料 ●事前申し込み／要予約 電話に
てお問い合わせください※定員に達し次第、締め切り ●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？会場内にはイタリアンビュッフェコーナーを設置。ワイン、ビールのほかソフトドリンク
もご用意しています。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。

078-862-0008

親子で挑戦！
パンと
いちごジャムを
作ろう
！

六甲山
カンツリー
ハウス

●時間／10：30〜13：30 ●料金／2,500円、小人：2,000円※入園料が別
途必要 ●対象／4歳〜小学生までのお子さまを含む親子 ●定員／8組（1
組5人まで）●事前申し込み／開催日の2日前の17：00まで、ホームページ
（https://www.rokkosan.com/country/event/cat̲profit̲info/1920/）
にて受け付け※定員に達し次第、受付終了 ●親子で体験できるアウトドアクッキングイベン
トを開催します。六甲山カンツリーハウス園内にあるBBQ場でイチゴを使ってジャム作り体
験を行います。また、生地から作ったパンを焼きあげ、できたてのイチゴジャムをパンにつけ
て、家族みんなで食べられます。すべて手作りだから、想い出に残ること間違いなし。

親子で挑戦！
飯ごう炊さん

六甲山
カンツリー
ハウス

●時間／10：30〜13：30 ●料金／大人：2,000円、小人：1,500円※入園料
が別途必要 ●対象／4歳〜小学生までのお子さまを含む親子 ●定員／8組
（1組5人まで）●申込方法／開催日の2日前の17：00まで、ホームページ
（https://www.rokkosan.com/country/event/cat̲profit̲info/1920/）
にて受け付け※定員に達し次第、受付終了 ●親子で体験できるアウトドアクッキングイベントを
開催します。家族で力を合わせ薪で火をおこし、飯ごう炊さんやカレー作りに挑戦しよう！デ
ザートにはコロダッチを使い、焼きリンゴを作ります。食欲の秋に親子で最高の想い出を作ろう
！

【集合】
JR甲南山手駅

●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 ●申込方法／保険加入が必要なため、事前に電
話またはメール（nagai335@bcb.bai.ne.jp）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。

神戸市立
森林植物園

●時間／【早朝コース】7：30〜11：00【定例コース】9：30〜12：30※神戸
電鉄「北鈴蘭台」駅前から送迎バスあり ●料金／300円（野鳥の会会員
100円）、大学生以下は無料※入園料・駐車料が別途必要 ●事前申し込み
／不要 ●探鳥会は野鳥を通して自然に親しむ、バードウォッチング・イベント。
野鳥にくわしい日本野鳥の会のリーダーの案内のもと、目や、耳で、野鳥や自然を楽しむこと
ができます♪ 植物園事務所で双眼鏡のレンタルがあります。

11/11（土） 【ボランティア募集】
※雨天の場合、
翌12日
（日）
に
延期

秋の植樹会＆
樹木教室
オープンイベント

11/12（日）

紅葉&
バード
ウォッチング
探鳥会

開催場所

学部

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。

11/25（土）
※雨天の場合、
翌26日
（日）
に
延期

捨てたものじゃない
六甲の紅葉と
自然を楽しむ
ハイキング

【集合】
北神急行
「谷上」駅

●時間／9：30〜16：30（予定）●料金／無料※ただし、神戸市立森林植物園への入場料が
別途必要 ●コース／谷上駅〜森林植物園〜修法ヶ原〜大竜寺〜布引貯水池〜新神戸駅 ●対
象／小学生以上（小・中学生は保護者同伴）●定員／30人※応募多数の場合、抽選 ●申込
方法／郵送、FAXまたはメールに「11月25日（土）ハイキング申込希望」と明記の上、参加者
全員の氏名、性別、年齢、代表者の住所・電話番号、メールアドレスを記入し、11月6日（月）必
着でお申し込みください。郵送先：〒650-0004神戸市中央区中山手通6-1-1神戸県民セ
ンタービジョン担当、FAX:078-361-8632、メール：kobekem̲0901@pref.hyogo.lg.jp
●秋の六甲山を歩いて、六甲山系の多様な自然と文化を知ろう！

11/26（日）

六甲山
モダニズム
ヒストリア

【集合】
六甲ケーブル
山上駅

●時間／10：00〜14：30※9：40の六甲ケーブルに御乗車ください ●料金／大人：1,000円、子ども
500円※昼食は各自持参ください ●定員／30人 ●申込方法／電話またはメール（nakanos@
gaia.eonet.ne.jp）でお申し込みください ●六甲山のモダニズムの歴史文化について、貴重な
写真などをご覧いただきながら、ガイドが詳しくレクチャーし、関連するポイントを巡ります。日
本最古のゴルフ倶楽部である「神戸ゴルフ倶楽部」にも特別にご見学いたします。

INF ORM A TI O N

冬は空気が澄み渡り、絶景が見られる季節！ ぜひ、まやビューラ
インで冬の摩耶山へお越しください。●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）●料金／往復：大人（12歳以上）1,540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／まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

10/26（木）

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2017の見どころ解説

場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

文学部

六甲山
カンツリーハウス

078-891-0366

六甲山
カンツリーハウス

078-891-0366

フォレスター松寿
副代表世話役
永井 唯晴

090-5643-5208

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

神戸県民センター
ビジョン担当

078-361-8624

NPO法人六甲山と
市民のネットワーク

078-851-4600

まやビューライン、六甲有馬ロープウェー冬ダイヤのお知らせ

まやビューライン
（摩耶ケーブル・ロープウェー）

ミントサロン

オテル・ド・摩耶

六甲有馬ロープウェー
11月は紅葉の絶景が見られる季節！空中から見る紅葉のグラ
デーションは圧巻です。ぜひ六甲山へ！ ●運行時間／9：30〜
17：10※土曜日のみ20：30まで運行 ●料金／往復：大人（12
歳以上）1,820円、小人（6歳以上12歳未満）
：910円 片道：大人
1,010円 小人510円 ●問い合わせ／六甲有馬ロープウェー
六甲山頂駅 TEL.078-891-0031

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 ○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／高見澤 清隆 氏（六甲ミーツ・アート 芸術散歩 総合ディレクター兼キュレーター） 講師 高見澤 清隆 氏
六甲ミーツ・アート 芸術散歩
○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
総合ディレクター兼
キュレーター

芸術学部

他にも楽しい授業がもりだくさん!

健康学部

環境学部

食文化学部

詳しくは「六甲山大学」ホームページで！

総合学部

課外活動

653daigaku.com

