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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／神戸国際観光コンベンション協会／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。

初日の出・初景色・初山河・初祈祷・初みくじ・初絵馬・初写真・初電車などなど、初ものづくしのめで
たさ！ 一年間の息災と幸せをいただきにぜひ摩耶山にお参りください。
初祈祷や各種お守りの授与をいたします（新年のご祈祷7000円、お守り700円～）。
期間中、あめ湯のお接待があります。

おおみそかの夜半にお寺に詣でて、この一年間の煩悩の垢を除
去し、息災招福を祈念する日本人の床しい年の夜の行事です。
ご参詣のみなさま全員に、一年に一度きりの除夜の鐘をついてい
ただきます。
あめ湯のお接待があります。

除夜心経会～初詣（新年祈祷）

開催日 2017/12/31（日） 23:30～

●料金／入山料志納 ●講師／摩耶山天上寺の僧侶 ●事前申し込み／不要 ●主催•問い合わせ／摩耶山
天上寺 TEL.078-861-2684

開催日 2018/1/1（月・祝） 6：00～17：00、2（火）、3（水）9：00～17：00

除夜心経会

初詣（新年祈祷）

初日の出は、六甲ガーデンテラスで！
開催日

黄金の太陽が、瀬戸内海や阪神間の街並み、六甲山を明るく照らす
様子は圧巻！ 日の出の予定時刻は午前7時6分。あったかメニューや
ドリンクなどをご用意してお待ちしています。2018年の幕開けを六甲
山上でお祝いしませんか？

2017/12/31（日）～2018/1/1（月・祝）

●時間／9：30～翌日21：00 ※悪天候の場合は中止　
●料金／入場無料 ※一部有料エリアあり ●事前申し込み／不要
●主催•問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL.078-894-2281

◇六甲ガーデンテラス
　終夜営業店舗
　・フードテラス
　 2017年12月31日（日）～
　 2018年1月1日（月・祝）8：00（L.O）
　 9:00より通常営業再開
　・六甲おみやげ館
　  1月1日（月・祝） 4：30～21：00

◇自然体感展望台 六甲枝垂れ
　初日の出営業
　1月1日（月・祝）5：30～8：30
　（8：00最終受付）、
　9：30より通常営業再開
　21：00まで（20：30最終受付）

新年の始まりは六甲山・摩耶山で！

H A P P Y  N E W  Y E A R !

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします!

◆まやビューラインも元旦は午前6時から運行しています。（詳しくは裏面「INFORMATION」をご覧ください）



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

内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

神鉄
コミュニケーションズ
078-521-0321
（平日9：00～18：00）
【共催】北神急行

特集コンサート
「映画音楽特集 
～懐かしの名画から
スタジオジブリ、

ディズニー作品まで～」

2018年
鳥見初め
探鳥会

初観音会

神戸市立
森林植物園

六甲
オルゴール
ミュージアム

摩耶山天上寺
078-861-2684

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

六甲
オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

1/17（水）

【集合】
JR甲南山手駅
北側広場

【集合】
神戸電鉄

「有馬温泉駅」

●時間／9：00～10：00 ※雨天中止 ●料金／無料 ●対象／家族向き ●
コース／有馬温泉駅～社寺めぐり～有馬ます池～鼓ヶ滝公園～有馬温泉駅
までの約3㎞ ●事前申し込み／不要  ●当日の中止・決行のお問い合わせ
先／神戸電鉄「岡場駅」：TEL．078-982-6193（午前7:00以降）

●時間／10：00～17：00の毎時30分から15分間 ※受付終了は16：20 ●入館
料／大人（中学生以上）1030円、小人（4歳～小学生）510円 ●事前申し込み
／不要 ●懐かしの映画音楽からスタジオジブリ作品の「となりのトトロ」、ディズ
ニー映画の「美女と野獣」や「ハリーポッター」などの最新映画の曲まで、幅広
い曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

「氷の切り出し」
＆「氷室」の
特別一般公開

自然体感展望台
六甲枝垂れ

摩耶山天上寺

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

NPO法人六甲山と
市民のネットワーク
078-851-4600

1/20（土）

●時間／10：00～14：00に限り、「氷室」内部を特別一般公開 ●料金／中
学生以上300円、4歳～小学生200円 ●事前申し込み／不要 ●展望台の
東側に位置する「氷棚」で、雨水をためて冬の間に天然の氷を作ります。こ
の氷をチェーンソーで切り出し、展望内部にある「氷室」に貯蔵し、電気を
一切使用せずに夏まで保存します。この機会に、六甲山の冬の魅力や歴史
を再認識し、自然と調和した六甲枝垂れの様々な設計の工夫を体感してみ
ませんか？

五感で感じる
絵本の世界と
音楽＆
ウィンター
コンサート

御影公会堂
大ホール

1/28（日）

●時間／開場13：30、開演14：00 ●料金／500円（未就学児300円） ●申込方法／電話
またはメール（nakanos@gaia.eonet.ne.jp）にてお申し込みください ●絵本のお話と音
楽、ウインターコンサートの2部構成で開催。絵本を通して、幅広い人々に六甲山の魅力を
感じ取っていただき、オリジナルの音楽と共に、五感で絵本の世界へ誘います。また、雁瀬
由香さんのピアノ（ドイツ国立デトモルト大学）と中村真美さんのクラリネット（フラン国立
リュイマルメゾン音楽院他）、女声の美しいハーモニーによるウインターコンサートととも
に、楽しい時間をお過ごしください。お気軽にお越しください。

●時間／10：30～ ●料金／入山料志納 ●講師／摩耶山天上寺の僧侶 ●
事前申し込み／不要 ●初観音会は年の初めの縁日に十一面観音さまの前
で私たちの罪や咎を懺悔し、清らかな心持ちで一年を過ごせるようお慈
悲とご加護を願う法会です。あわせて「阪神淡路大震災・東日本大震災・
熊本地震・世界各地の天災地変戦災物故者追善供養」を奉修いたしま
す。12：00からは追悼の鐘を撞きます。しあわせをよぶ「縁起汁」のお接
待もあります。

※雨天時は
1月28日（日）に

順延

1/27（土）

●時間／9：00～14：00（予定） ●料金／無料 ●定員／100人程度 
●対象／小学生以上 ※小・中学生は保護者同伴が必要 ●申込方
法・期限／メールにて1月14日（日）まで受け付け ●ほくら～ととや森
の世話人倶楽部では保久良神社～魚屋道エリアで六甲山系グリー
ンベルト整備事業の一環である「森の世話人」活動に参加しており、
同プロジェクトを進めています。一昨年度より、三カ年計画で当該活
動地の登山道沿いにヤマザクラを植樹し、育てています。今回は森
北町の魚屋道登山口から尾根コース経由で薬大尾根との分岐点辺
りまでに80本植樹する予定です。

【主催】
ほくら～ととや
森の世話人倶楽部
事務局長
高田 誠一郎

seiichiro.takata@gmail.com

1/6（土）

1/7（日）

第14回 とんどやき
●時間／10:30～12:30 ●料金／当日のみ、入園料・駐車料は無料となります ※通常は大人300円、小人150円 ●事前申し込み／不要 ●場所／神
戸市立森林植物園・スポーツ広場 ●阪神淡路大震災・東日本大震災で犠牲となられた方の鎮魂を願うとともに来園者の1年の健康と安全を祈
念します。当日は、真野響子名誉園長の手により点火される予定です。 ●問い合わせ／神戸市立森林植物園 TEL．078-591-0253

1/14（日）

INFORMATION 年末年始特別運行のお知らせ
2017年
12月29日（金）～1月3日（水）まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）

●特別運行日／2017年12月29日（金）～2018年1月3日（水） ●時間／10：00～19：50 ※元旦は6：00～17：30 ●料金／全線往復：大人1540円 
小人770円、片道：大人880円 小人440円 ●年の初めは摩耶山で！元旦は初日の出特別運行として、早朝6時より運行をいたします。掬星台で初日の出
を拝んで2018年を良い年にしましょう。 ●問い合わせ先／まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

2018年

神鉄
パワースポット巡り
（近畿大学経営学部コラボ企画）

第35回マップ片手に
フリーハイキング
ご利益ゲット
有馬ます池と

有馬温泉社寺めぐりコース

1/12（金）

3/14（水）

～

●時間／9：30～12：30 ※神戸電鉄「北鈴蘭台」駅前から送迎バ
スあり（9：05発） ●料金／300円（会員は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 ●
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♪ 新しい年が明けました。今
年、最初に見る鳥は何でしょうか。

「岡本
（ほくら～ととや）
桜回廊づくり
プロジェクト」
第3回ヤマザクラ
一斉植樹会
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