
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

●時間／10：30～16：30の間、毎時30分から各回約15分間 ※受付終了は16：20 
●場所／六甲オルゴールミュージアム ●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 ●問い合わせ先／六甲オル
ゴールミュージアムTEL．078-891-1284

●時間／17：30～21：20 ●集合場所・時間／摩耶ケーブル駅 17：30 ※JR
六甲道駅から無料送迎バスあり（改札前に17：00集合） ●料金／1030円 ※
まやビューライン、六甲ケーブルの運賃が別途必要 ●定員／20人 ●コース
／JR六甲道駅（無料送迎希望者のみ）～摩耶ケーブル～摩耶山掬星台～
六甲ガーデンテラス（軽食あり）～自然体感展望台 六甲枝垂れ～天覧台～六甲
ケーブル 六甲ケーブル下駅（解散） ●申し込み方法／Webサイト rokkosan.com
または電話にて、前日の18：00まで受け付け ※定員になり次第、締め切り ●
主催／六甲山 ウィンター・フェスティバル実行委員会、六甲摩耶観光推進協
議会 ●後援／兵庫県神戸県民センター ●予約・問い合わせ先／六甲山観
光株式会社TEL．078-894-2071

開催日 3/16（金）～5/10（木）

ヨーロッパのお祭り気分で春の訪れ
を一緒にお祝いしましょう！！ヨーロッパ
のお祭りでは、華やかな装飾と情緒豊
かな音色で人々を楽しませる手回しオ
ルガンが欠かせません。イベント期間
中、古くから大道芸のBGMとしても愛
されてきた手回しオルガンを特集して
ご紹介します。

特集コンサート 「ストリート・オルガン・
フェスティバル～手回しオルガンを演奏しよう！～」

開催日 3/10（土）
※天候不良の場合は、翌日に延期

六甲山と摩耶山の夜景ス
ポットを巡り、日本新三大夜
景にも選ばれた神戸の
夜景を楽しんでもらうた
めのガイドツアーを実施
します。

・オペラ「天国と地獄」から“フレンチカンカンのギャロップ”／J・オッフェンバック
・「カッコウワルツ」／J・E・ヨナッソン
・映画「となりのトトロ」から“となりのトトロ”／久石譲
・「ディズニー・ファンタジー・メドレー」／ペリー＆キングスレイ　他

六甲山★摩耶山
夜景鑑賞
モニターガイドツアー

演奏曲目例

六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション

●時間／10：30～13：00　※荒天時は天上寺で縮小開催 ●場所／摩耶山天上寺・掬星台 ●料金
／無料 ●主催・問い合わせ／摩耶山観光文化協会（摩耶山天上寺内）TEL．078-861-2684

開催日 3/24（土）

摩耶山春開き

11：30～
掬星台
にて

摩耶詣祭 ～摩耶山春山開き～

摩耶山には古くから旧暦2月の初午の日に、近郷近在の村人が飼い馬を連れて天上寺
に参詣し、馬（家畜の代表）の息災と一家の無事繁栄を祈る風習がありました。そして、
厄払いの後に、馬屋にまつる厄除息災の護符を授かり、土産に摩耶昆布を求め、いただ
いた花かんざしで馬の頭を飾って労をねぎらい、ゆっくりと山をくだり帰路についたといい
ます。
のどかな縁日で、西国の奇習・奇祭として全国に知られ、「摩耶詣」（摩耶参）として俳句
歳時記の春の季語にも取りあげられ、多くの俳人が佳句を詠んでいます。

摩耶詣（御馬詣）

10：30～
天上寺
にて

六甲山牧場の馬が
天上寺に詣でます。

飾り馬のパレード

天上寺

～

掬星台

厄を払われ、花か
んざしを授けられた
お馬のパレード。

◎だんじりお囃子の演奏、春山開き宣言、修験者による柴燈大護摩供、ミニポニーショー、餅まきなど
◎摩耶山のゆるキャラしゅげんくんも登場予定
◎土産の摩耶昆布無料配布（先着400人）

【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。

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。

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

こうべ
森の学校

春を探して
探鳥会

太山寺周辺の
自然と歴史を
楽しむ

六甲山
スイスフェア
～アルプスの少女
ハイジに囲まれて～

六甲山
自然案内人の会

山田
090-9920-1411

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

神戸市
森林整備事務所
こうべ森の学校担当
078-371-5937

3/11
（日）

※雨天中止

3/15
（木）
※雨天中止

3/11
（日）

3/17
（土）

3/21
（水・祝）

3/10
（土）

【集合】
地下鉄
学園都市駅
改札

【集合】
谷上駅

3・4番線ホーム
新神戸方、
ロッジ谷上前

再度公園

【集合】
同ログハウス前

●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
鳥の会会員は100円）、大学生以下は無料 ※入園・駐車料が別途
必要 ●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♪
植物園事務所で双眼鏡のレンタルがあります。

第44回
マップ片手に
フリーハイキング
菊水山から

神戸の街を望む
コース

【集合】
鈴蘭台駅

神戸市立
森林植物園

【事前のお問い合わせ先】
神鉄

コミュニケーションズ
078-521-0321
（平日 9：00～18：00）

●時間／9：00～10：00 ●料金／無料 ●コース／鈴蘭台駅～
菊水山（往復：約4㎞） ●対象／一般向け ●事前申し込み／不
要 ●当日の中止・決行のお問い合わせ先（午前7:00以降）／鈴
蘭台駅（078-591-0064）

●時間／集合9：30 解散14：30頃 ●料金／300円 ●コース／地下鉄学
園都市駅～貝谷池～太山寺 ●持ち物／弁当、飲料水、観察用具、雨具 ●事
前申し込み／不要 ●今回の観察会では廃道沿いのパイオニア植物、照葉
樹林に接した道沿いの植物、そして農道沿いの植物など変化に富んだ植
生を楽しむことができます。早春のなだらかな道を最終地点の太山寺まで
歩き、現地解散といたします。

●出発時間／10：00 ●料金／無料 ●コース／谷上駅～山田
道～森林植物園西門～洞川梅林（お花見）～再度公園～大師
道～神戸市営地下鉄 県庁前駅（約11㎞） ●対象／一般向け 
●事前申し込み／不要 ●早春の山歩きを楽しみながら、神戸
市北区の梅の名所「洞川梅林」、「再度公園」をめぐるコース
です。 ●当日の中止・決行のお問い合わせ先（午前7:00以降）／
谷上駅（078-581-1076）もしくは鈴蘭台駅（078-591-0064）

●時間／9：30～21:00 ※曜日・天候・季節・店舗等により変更
する場合あり ●料金／入場無料（一部有料あり） ●事前申し
込み／不要 ●アルプスの少女ハイジのキャラクターに囲まれ
たエリア内で、スイスの雰囲気やフェアメニューをお楽しみい
ただけます。

【主催】
北神急行
【共催】
神戸電鉄

【事前のお問い合わせ先】
北神急行電鉄
ハイキング担当
078-581-1070
（平日 9：00～18：00）

六甲ガーデンテラス内 ホルティ「ホワイトデーキャンペーン」 開催場所：ホルティ
●時間／9：30～16：30（3月10日以降は19：00まで） ※季節・曜日・天候等により変更する場合があります 
【ホワイトデー手作りキャンペーン】期間中、シルバーアクセサリーやぷにぷにキャンドルなどの手作り体験に参加された
方には、やまみつ入りホットハーブティーのドリンクサービスをいたします。●料金／1200円～ ●事前申し込み／不要
【ホワイトデーお楽しみくじ】期間中、ホルティで2000円以上お買い上げいただくと、お楽しみくじにご参加いただけま
す。素敵なプレゼントが当たるチャンス！
●問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

2/15（木）

3/14（水）

～

INFORMATION 春ダイヤ 3/21（水・祝）～7/19（木）まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）
●運行時間／【月・水・木】10：00～17：30【金・土・日・祝】10：00～20：50 ※火曜定休日（祝日の場合は翌日） ●料金／全線往復：大人1540円 小人770
円、片道：大人880円 小人440円 ※大人＝12歳以上、小人＝6～12歳未満 ●ケーブルカーとロープウェーを乗り継いでお楽しみいただける「まやビューラ
イン」。3/21（水・祝）より春ダイヤで運行します。ケーブルカーは国内屈指の急勾配を一気に駆け上がり、ロープウェーは車窓から見下す素晴らしい眺めがバ
ツグン！ 山上の星の駅すぐの摩耶山掬星台からは、神戸から紀伊半島まで見渡せる大パノラマの素晴らしい眺めが圧巻です。まやビューラインで行楽シーズ
ンの春の摩耶山へお越しください。 ●問い合わせ先／まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

●時間／10：30～15：00 ●料金／無料 ●対象／小学4年生以
上 ●事前申し込み／不要 ●市民・企業・行政の協働により、美しく
豊かな六甲山の森を育て、未来へ引き継いでいく活動を行ってい
ます。森の手入れを実践しながら森を育てる技能を磨き、みどりを
守るとともに、森の恵みを活用しています。午前中は森に入り、枯
れ木の伐採や下草の刈り込みを行います。午後からは、森の手入
れで発生した材料を使った木工製作や自然観察会を行います。

第13回
たこあげ大会

神戸市立
森林植物園

六甲
ガーデン
テラス

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

●時間／13：30～15：00 ●料金／参加無料 ※ただし、入園・駐車料は別途必要 ●事前申し
込み／不要 ●真野響子名誉園長と一緒にたこあげをしましょう！先着200人に「ダイヤだ
こ」の材料（無料）もあります。ユニークな「たこ」・よくあがった「たこ」などには、賞を用意
しています。また、参加賞もあります。

北神急行
ハイキング
早春の

お花見ハイキング
～梅林と香る春を
楽しむ～

洞川梅林・再度公園・
大師道コース

3/17（土）

5/31（木）
～


