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つうしん

●時間／18：00～21：00 ※最終入場は20：30（天候等により時間変更の場合あり） ●場所／
自然体感展望台 六甲枝垂れ ●料金／中学生以上：300円、4歳～小学生：200円 ●事前申
し込み／不要 ●問い合わせ先／六甲ガーデンテラス TEL078-894-2281

開催日 ～5/31（木）まで

六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」は、1000万色以上の色彩表現ができる最
新のLED照明を使って、限りなく自然光に近い光で展望台全体を覆うフレームを内側
から照らす光のイベントです。伏見雅之氏による演出で、今年のテーマは＜枕草子＞。
春バージョンは、夜が明ける頃の、山の際の辺りが少し明るくなって、だんだんと白ん
でいき、紫がかっている雲がたなびく様子を表現します。
六甲山から望む1000万ドルの夜景とともに、幻想的な光景をお楽しみください。

六甲山光のアート Lightscape in Rokko
春バージョン「春はあけぼの」

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。

【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／神戸観光局／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。

●時間／9：00～17：00 ●場所／摩耶山天上
寺　金堂・摩耶夫人堂 ●料金／入山料志
納 ●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 4/7（土）～4/9（月）

二つ堂花まつり

お釈迦さまのお誕生をお祝いする、古くからのゆかしくなつかしいお祭りで
す。花祭りには誕生仏に甘露の甘茶をそそいでお釈迦さまの誕生をお祝い
し、あわせて子供たちの息災を祈ります。
✿お釈迦さまにゆかりの深い「金堂」「摩耶夫人堂」の二つのお堂に花御堂
をしつらえて、誕生仏をおまつりします。ご参拝の皆さまにも甘茶をたむけて
いただきます。
✿甘茶のお接待があります。

開催日 4/22（日）

こうべ森の小学校&
森のようちえん

「森の中で森の遊び、森からの学び、そ
して森のファンに」をテーマに活動をおこ
なっています。森の散策や観察、遊びな
どを通して、森の大切さ、楽しさを知り、自
然や環境を考えるきっかけづくりをしてい
ます。
4月のテーマは「ようこそ森へ」です。

●時間／【こうべ森の小学校】10：30～15：00 【こうべ森の
ようちえん】①10：30～12：00 ②13：30～15：00 ●場所／
再度公園（神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1）
集合：ログハウス前 ●料金／無料 ●対象／3歳～小学6
年生 【こうべ森の小学校】親子40人 【こうべ森のようち
えん】親子50人（午前・午後とも） ●申込方法・期間／は
がき、FAX、メールのいずれかでお申し込みください。
【はがき】神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1
【FAX】078-371-1087
【メール】morishou@kobe-mori.jp
応募期間：4/1（日）～8（日）消印有効※応募多数の場
合は抽選となります ●問い合わせ先／こうべ森の小学
校&ようちえん事務局（神戸市森林整備事務所内）
TEL．078-371-5937



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

エッグアート
作品展示

「岡本
（ほくら～ととや）
桜回廊づくり
プロジェクト」
第3回

岡本桜回廊を
巡るお花見会

夏鳥たちとの
再会
探鳥会

神戸市立
外国人墓地
公開

日本野鳥の会
ひょうご

078-382-0489
（土曜 14：00～18：00）

摩耶山再生の会
（monte702内）
078-882-3580
（11：00～17：00
火曜定休）

【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
メール

seiichiro.takata@
gmail.com

六甲
オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

4/7
（土）

※雨天の場合
翌日に順延

4/21
（土）
※荒天中止

4/8
（日）

4/22
（日）

4/22
（日）

4/28
（土）

※雨天・強風
の場合中止

【集合】
新幹線

「新神戸」駅
1Fコンコース

【集合】
森林整備
事務所前

【集合】
グランドホテル

六甲
スカイヴィラ

【集合】
王子

スタジアム前

六甲
オルゴール
ミュージアム

摩耶山
掬星台

●時間／9：00～14：30 ●料金／無料 ●定員／200人 ●対象／園児以
上 ※園児・小・中学生は保護者同伴が必要 ●申込方法・期限／メールにて
3/30（金）まで受け付け ●過去3回植樹しているヤマザクラの状況確認と
倶楽部メンバー団体活動地見学を兼ねたお花見ハイキングを道中登山道
での樹木教室やゴミ拾いを行いながら開催いたします。道中のサクラや可
憐なコバノミツバツツジを一緒に楽しみましょう。岡本商店街振興組合および保久良夢ひろば
利用者ネットワークによる楽しいミニコンサートや景品付きジャンケン大会も開催予定です。

摩耶山
リュックサック
マーケット

【集合】
JR甲南山手駅
北側広場

●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。

●時間／9：00～15：00 ●料金／300円（野鳥の会会員は100円）、大学生以下
は無料 ●持ち物／お弁当、水筒、双眼鏡、図鑑、フィールドノートなど ●事前申し
込み／不要（当日、受け付け） ●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出来ます♪神戸の裏庭、六甲山を歩くコースです。山からみる神戸の
街並み、布引貯水池、帰り道には布引の滝と鳥以外の魅力も満載です。見晴らし展望台で解散します。

●時間／10：00～14:00 ●料金／4900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） ●講師／関西ノルディック協会所属 インストラクター 
●申込方法・期限／電話にて4/20(木)まで受け付け ※定員になり次第締め切り ●いっぱ
いの新緑と新鮮な自然の空気、そして大阪、神戸の街の景色を見ながらのウオーキングは身
体を健康にしてくれます。終了後は、地元産の食材を使った洋風料理（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。

●時間／午前の部10:20～、午後の部13：20～ ●料金／無料 ●定員
／各回30人 ●申込方法・期限／往復はがきに住所・代表者氏名・電話番
号・参加者名・開催日・午前、午後のどちらに参加かを明記し、
〒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まで郵送してください（4/10（火）消
印有効） ●神戸市立外国人墓地は再度公園にあり、緑豊かな森の中に外国人居留地の名
残を今日に伝えています。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。

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

INFORMATION 4/1（日）～7/19（木）六甲有馬ロープウェー 春ダイヤ

●運行時間／【月～金】9：30～17：10 【土】9：30～20：50 【日・祝】9:30～18:10 ●料金／往復：大人1820円 小人910円、片道：大人1010円 小人
510円 ※大人＝12歳以上、小人＝6～12歳未満 ●国立公園の豊かな自然・多彩なレジャー施設・日本最高の夜景を誇る六甲山と日本最古の名湯・有馬
温泉をわずか12分でつなぐ「六甲有馬ロープウェー」が春ダイヤで運行です！ 土曜日は、20：50まで延長！ゆっくりと神戸の夜景をお楽しみください。春のうらら
かな六甲山へぜひお越しください。 ●問い合わせ先／六甲有馬ロープウェー 六甲山頂駅 TEL.078-891-0031

●時間／10：00～17：00（16:20受付終了） ●料金／入館料（中学生以上：1030
円、4歳～小学生：510円）のみ ●事前申し込み／不要 ●日本エッグアート協会講
師4人による約20点のエッグアート作品を展示。卵とは思えない程の繊細な技術
で装飾された作品を楽しめます。また期間中、卵から答えを見つけ出す「イース
ターエッグハントクイズ」（4月8日まで）や、特製ランチ付きの「エッグアートで宝
石箱をつくろう」（4月17日のみ、11：15～予約制）も実施します。詳細はホーム
ページ（https://www.rokkosan.com/museum/）をご確認ください。

まや山
クリーン
ハイキング

摩耶山を守ろう会
事務局

（灘区役所総務課内）
078-843-7001

神戸市立
外国人墓地

078-341-5200

●時間／8:30～12：00（受け付けは8：45まで） ●料金／無料 ●対象
／小学生 ※必ず保護者同伴でご参加ください  ●定員／200人 ●申込
方法・期限／往復はがきに住所、代表者氏名（ふりがな）、電話番号、参
加者全員の氏名（ふりがな・児童の場合は学年も記入）を明記し、
〒657-8570（住所不要）灘区総務課「まや山クリーンハイキング」係ま
で郵送してください（4/18（水）必着） ●まや山クリーンハイキングは、摩耶山のハイキング
道を楽しみながら清掃活動を行うイベントです。王子スタジアム前を出発し、摩耶山上に通
じる青谷道、上野道に分かれてハイキング道を歩いて行き、道に落ちているゴミを拾いなが
らゴールの摩耶山掬星台を目指していただきます。掬星台では、地域の商店街や婦人会、登
山会に提供いただいた景品のお楽しみ抽選会を行います。

第38回
ノルディック
ウオーキング＆
スカイヴィラ・
ランチ

○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、開催の約一週間前までに参加証を送付します。 ○講師／藤井 久子氏（フリ
ーライター） ○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

フリーライターの藤井久子さんをお招きし、コケとはどんな植物か、コケの魅力、コケを知る楽しみなどを初心者にも分かり
やすくご解説いただきます。また、六甲山系でコケ観察におすすめのハイキングスポットなどもご紹介いただきます。
○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。ミントサロン

4月のミントサロン
「コケの世界へようこそ」

場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

4/19（木）

5/10
（木）
まで
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