
食文化学部文学部 環境学部芸術学部 総合学部健康学部 課外活動

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

六甲山・摩耶山・山フェスタ2017秋
～六甲山大学5周年～
開催日 10/14（土）、15（日）

●時間／10：30～16：00 ●料金／無料（一部ワークショップは材
料費等の負担あり） ●事前申し込み／不要（一部、事前申し込み
が必要なイベントあり） ●場所／天覧台 ●主催／六甲摩耶観光
推進協議会、環境省近畿地方保護官事務所 ●共催・問い合わ
せ先／六甲山大学実行委員会 TEL．078-362-2983

●時間／平日17：00～18：30 土日祝17：00～19：30 ●料金／無料※ただし、入園料
（中学生以上620円、4歳～小学生310円、65歳以上520円）が別途必要 ●事前申し
込み／不要 ●場所／六甲高山植物園 ●問い合わせ先／六甲高山植物園 
TEL.078-891-1247

ワークショップやパネル展を通じて、六甲山・摩耶山エコツアーの魅力を紹介。
山上施設の紹介やミニハイキングなど、秋の山を楽しむプログラムを多数用意。

夜の紅葉散策＆ザ・ナイトミュージアム
開催日 10/20（金）～11/12（日）

赤・黄・橙など様々に色づいた木々
をライトアップ。昼間とは違う幻想
的な雰囲気やガイドを通じて夜の
植物園と紅葉の魅力を伝えます。また、昨年に引き続き、六甲ミーツ・アート 
芸術散歩2017で園内に展示されているアート作品のライトアップを行うと
共に、髙橋匡太氏による夜間のみの鑑賞作品の展示も行います。

●時間／10：00～16：00 ●料金／ひとり500円※中学生以
下は無料 ●事前申し込み／不要 ●場所／摩耶山天上寺 
書院 ●問い合わせ先／摩耶山天上寺 TEL.078-861-2684

第16回摩耶山天上寺宝物展―曼荼羅の世界展―
開催日 10/21（土）～11/5（日）

天上寺所蔵の曼荼羅関係の多彩な作品を展示します。

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」
開催日 10/7（土）、21（土）

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。解散後は六甲ガーデンテ
ラスでの散策（食事やショッピング）
をお楽しみください。エリア内にある
全てのレストラン、カフェで夜景を観
ながらの食事やお茶が楽しめます。

○根岸真理さんと歩く六甲山体験ミニハイキング（事前申し込み制）【環境省近畿地方保護官事務所】
○六甲山のキノコを楽しもう【神戸キノコ観察会】
○六甲山・摩耶山クイズに挑戦しよう！【六甲山大学実行委員会】
○『もっと六甲山！』パネル展示「六甲山の日」って知ってる！？「119番通報プレート」を知ろう！
　【神戸地域ビジョン委員会六甲山グループ】
○YAMASTA in 六甲山【六甲摩耶観光推進協議会】

10/14（土）・15（日）共通プログラム

○山レレミュージック【岩佐 淳 氏(山のウクレレ教室講師)ほか】
○プロが教えるスマホ写真講座【神戸新聞社】

10/14（土）のみ

○六甲山の間伐材を使ったワークショップ【kobeもりの木プロジェクト】
○六甲ケーブル バックヤードツアー「巻上場見学」（事前申し込み制）【六甲山観光株式会社】

10/15（日）のみ

※プログラムは変更する場合があります。
　詳しいスケジュールや最新情報、予約が必要な申込方法等については六甲山大学のホームページをご確認ください

●時間／17：30～19：00頃（受付は17：00～）※天候不良等で中止の場合は電話連
絡あり ●料金／大人：1,600円 6歳～12歳未満：800円 ●定員／各日20人 ●集合／
六甲ケーブル下駅 ●コース／六甲ケーブル下駅（ケーブル）～天覧台（貸切バス）
～六甲ガーデンテラス内3ヶ所（徒歩）～自然体感展望台 六甲枝垂れ（現地解散） 
●申込方法／WEB（http://www.rokkosan.com/tenrandai/）にて受付※定
員に達し次第、締め切り ●参加特典／①参加証呈示で六甲ガーデンテラス
での飲食代を10%OFF（当日限り／フードテラスを除く）②六甲ガーデンテラス
の物販店舗で1500円以上購入すると150円OFFになるクーポンをプレゼント 
●問い合わせ先／六甲山観光株式会社 TEL.078-894-2071（平日9：00～18：00）

【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。



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。
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からと写真展
●時間／10:00～16:00 ●料金／無料 ●事前申し込み／不要 ●場所／下唐櫃林産農業協同組合会館（神戸市北区有野町唐櫃560-1） ●下唐櫃では「持続可能な社会」を
テーマに2014年から兵庫県立大学 三俣ゼミ（エコロジー経済学研究室）の学生と地域の方々と共に模索しています。この度、4年間の調査の節目として、これまでの研究活動
の様子を中心とした写真展を開催します。下唐櫃の風景、暮らし、これまで山を守り続けてきた伝統文化など、様々な表情の下唐櫃をお楽しみください。 ●問い合わせ／下唐櫃
まちづくり協議会 会長 吉田 進 Mail:karato.photo@gmail.com

9/23（土）

24（日）
・

自然体感展望台 六甲枝垂れ大研究「建築家 三分一博志講演会」
●時間／13：10～17：00（12：50から受付開始） ●料金／1,500円（風の教会見学料、自然体感展望台 六甲枝垂れ入場料含む） ●集合／六甲ケーブル 六甲山上駅 ●対
象／中学生以上 ●定員／100人 ●行程／六甲ケーブル 六甲山上駅～【バス】グランドホテル 六甲スカイヴィラへ移動～【徒歩】風の教会見学～【徒歩】グランドホテル 六甲
スカイヴィラにて三分一博志氏による講演会～【バス】自然体感展望台 六甲枝垂れへ移動、見学（現地解散） ※希望者は六甲ケーブル 六甲山上駅まで送迎あり ●申込方
法・期限／電話またはWEB(https://www.rokkosan.com/)にて前日の18：00まで受け付け　※定員になり次第、締め切り ●「自然体感展望台 六甲枝垂れ」の設計者であ
る三分一博志氏を招き、展望台の設計に当たってのリサーチや、展望台で体感できる六甲山の四季について、またプロジェクト全体の振り返りとともに構造や仕組みについてご講
演いただきます。 ●主催／六甲摩耶観光推進協議会 ●後援／公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部 ●問い合わせ／六甲山観光株式会社 TEL．078-894-2071

11/26（日）

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／9：00～11：00 ●料金／無料 ●対象／一般向け
●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●コース／谷上駅
～弓削牧場～神戸市立森林植物園（もみじ散策）～すずらん
の湯～北鈴蘭台駅【約11㎞】 ※入園料等の割引特典がありま
す ●当日の中止・決行のお問い合わせ先／北神急行 谷上
駅：078-581-1076（午前7:00以降）

●時間／10：00～15：00 ●料金／無料 ※出展内容によって、
一部有料  ●事前申し込み／不要  ●六甲山をフィールドに活
動する約20団体が再度公園に一堂に会し、日頃の活動の一
端を披露します。自然への興味や理解を深める自然観察ツ
アーや、森の恵みを活用した工作やネイチャーゲームなど、子
どもも大人も森の楽しみを味わえるプログラムを用意していま
す。ぜひご家族やお友達と一緒にご参加ください。

●時間／9：00～17：00 ※ライトアップ期間中は延長あり 
●料金／入園料・駐車料のみ ●世界のもみじ巡り。森林植物
園を鮮やかに染める世界の木々の紅葉を楽しむことができま
す。期間中は、もみじ散策会、ＪＡＺＺの森のライブ、森のライ
トアップなども開催しています。

第26回
摩耶山
俳句大会

六甲
ガーデンテラス
マルシェ

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

【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）

摩耶山
観光文化協会
078-861-2684

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

10/30
（月）

神戸市、
六甲山の仲間たち
078-371-5937

秋の谷山川から
天下辻へ

●時間／9：30～15：00頃 ●料金／ひとり300円 ●コース／神鉄谷上駅～鰻ノ手池～天下辻
～神鉄大池駅 ●事前申し込み／不要 ●谷上駅から住宅街を抜けると、谷山川沿いの車道が
始まり、丹生山系の裾野に入ります。丹生山系は六甲山系の北側にあり、山の高さは少し低
いが開発はあまりされておらず、登山者も少ないことから手付かずの自然の宝庫です。色々
な樹木や草花がすぐに手の届くところにあり、ゆっくりと植物観察が出来ます。

第16回
エクスチェンジ
KOBE

こうべ森の
文化祭2017

六甲
ガーデンテラス

神戸市立
森林植物園

神戸市立
自然の家

六甲山
山荘フォトン

再度公園
「森の遊び場
周辺」

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

エクスチェンジ
KOBE実行委員会
セキグチ

080-4973-5588
（10：00～19：00）

六甲山
自然案内人の会
（鳥居）

090-3491-1241

森林もみじ
散策

●時間／11：00～18：00 ●料金／無料 ●事前申し込み／不
要 ●「食欲の秋」にぴったりのイベントを開催。TKGグランプ
リで日本一に輝いたオクノのたまごかけごはんなど、週替わり
で兵庫県産グルメを堪能できます。六甲山の美味しい空気と
共に、秋の味覚をお楽しみください。

10/14（土）

10/29（日）

〜
10/21（土）

11/30（木）

〜
9/30（土）

11/23
（木・祝）
の期間中、
土・日・祝
開催

〜
10/28（土）

11/26（日）
の期間中、
土・日開催

10/29（日）
※雨天中止・
荒天中止

●時間／13：00～16：00頃 ※10：00より受付開始、受付・
出句はともに正午が締め切り ●料金／1,500円（昼食代を
含む） ●講師／稲畑 汀子先生（「ホトトギス」名誉主宰）ほ
か ●事前申し込み／不要 ●摩耶山上で行われる俳句大会。多
くの俳人の先生方が選者としてお越しくださいます。はじめて作
句される方も大歓迎！お気軽にご参加ください。

●受付時間／12：00～16：00 ●料金／無料 ※交換アイテム
がない方は300円 ●事前申し込み／不要 ●部屋の片隅に
眠っている、なかなか手放せないけど着ることのない服。大
切な思いを込めた『エピソードタグ』を付けて、会場にお持ち
込みいただきます。他の方が持ち込んだ服は会場に展示。お
気に入りの服に出会ったら、自由にお持ち帰りいただくこと
ができます。「お金」ではなく、物を大切に使う「心」を交わす、誰でも参加できる新しい
物々交換のカタチ。xChangeKOBEはエコでオシャレなイベントです。

【集合】
神戸電鉄谷上駅
改札口

【集合】
北神急行・
神戸電鉄

谷上駅（駅長室前）


