つうしん
文学部

芸術学部

健康学部

環境学部

バラの小径 ローズウオーク
自然の丘陵を利用した園地に広がるバラの小径「ローズ
ウオーク」
は、90種・約2000本のバラが楽しめ、気軽にバ

開催日

食文化学部

総合学部

課外活動

6/9（土）〜7/31（火）

●時間／10：00〜17：00 ●場所／六甲山カンツリーハウス
●入園料／大人
（中学生以上）
：620円、小人
（4歳〜小学生）
：310円 ●事前申し込み／不要

ラと親しめる散策型のローズガーデン。芳醇な香りに包ま

ケルティックコンサート

れながら、
ゆっくりとお楽しみください。
また、
ローズウオー

ローズウオーク内にある広場を利用し、緑の映えた芝生で奇麗なバラに包まれ、
フルートやアイリッシュハープを用いた生演奏をご鑑賞いただけます。◯出演／duo hatao＆nami

ク開園を記念して、下記の関連イベントも開催します。
●問い合わせ／六甲山カンツリーハウス TEL.078-891-0366
※六甲ケーブルハイキングの問い合わせ先は六甲ケーブル下駅
（TEL.078-861-5288）

ローズカフェ

6/9（土）①13：00〜 ②15：00〜 ※雨天中止

6/17（日）11：00〜 ※数がなくなり次第、終了 ※雨天中止

ローズウオークに来園された先着100人のお客様に、
ローズティーの振る舞いを行います。

ローズウオーク・フラワーガイド

6/23（土）、24（日）、30（土）、7/1（日）①11：00〜 ②14：00〜 ※雨天中止

家庭での栽培方法など専門スタッフとローズウオーク内を歩きながら説明するフラワーガイド
を開催。○定員／各回10人 ※当日受け付け、先着順

六甲ケーブルハイキング2018

6/17（日）出発10：00〜
（受付9：30〜）

山上のビューポイントとパワースポットを周遊 ロマンあふれる巨石群と咲き誇るバラをたずねて
○集合／六甲ケーブル山上駅 ○コース／六甲ケーブル山上駅〜記念碑台〜ノースロード〜ダ
イヤモンドポイント〜丁字ヶ辻〜オルゴールミュージアム前〜心経岩〜六甲比命大善神〜雲ヶ岩
〜六甲山カンツリーハウス
（約10.5㎞）

※上記イベントへの参加料は無料。ただし、入園料が別途必要

摩耶山開運八ヶ所巡り

開催日

6/30（土）まで

六甲山光のアート
開催日
「Lightscape in Rokko」6/1（金）〜9/6（木）

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
手ぬぐい片手に摩耶山に伝わる開運スポットを巡り、御朱印を集めて開

光のイベントです。

運手ぬぐいを完成させましょう。八ヶ所全部集めると天上寺で満願の御

今年のテーマは
「枕草子」
です。日本人が親しんできた四季折々の情

朱印がもらえます。御朱印を集めて開運祈願！ご利益は八つあります。巡

景を季節ごとに光で表現します。

る間、摩耶山の美しい景色に出会えます。

夏の夜の、
月が明るい情景の中、闇夜にホタルが多く、
または数匹が

●時間／各施設の営業時間に準じる ●料金／手ぬぐい代888円
（monte702
内にて販売）
※各施設への入場料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●場所／
摩 耶 ケーブ ル 駅 、摩 耶ロープウェー虹 の 駅 、摩 耶ロープウェー星 の 駅
（monte702）
、
オテル・ド・摩耶、摩耶山天上寺、神戸市立自然の家、神戸市立
六甲山牧場、神戸市立森林植物園 ●主催／摩耶山観光文化協会 ●問い合
わせ先／monte702 TEL.078-882-3580
（火曜定休日）

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。

飛び交ってぼんやりと光って飛んでいく姿や、雨の日の様子のライト
アップを通じて、涼やかな夏の夜をお楽しみください。
●時間／19：00〜21：00
（最終受付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／大人(中学生以
上)：300円 小人(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 TEL.078-894-2281

【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
【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

開催場所

植生豊かな
初夏の武田尾渓谷を
歩く

【集合】
JR西宮名塩駅

●時間／9：30〜15：00頃 ●料金／300円 ●コース／JR西宮名
塩駅〜旧福知山線廃線跡（北山第一・第二トンネル・長尾山第一トン
ネル）〜桜の園（亦楽山荘）〜JR武田尾駅 ●事前申し込み／不要
●持ち物／真っ暗なトンネルを歩くためのライト ●武田尾渓谷の
荒々しい景観、有馬層群の豊かな植生をゆったりと観察しながら歩
いていきます。

6/9

沖先生の
ぶらぶら
園内ガイド

六甲高山
植物園

●時間／①11：00〜 ②14：00〜 ※各回1時間程度 ●料金／無料
※ただし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●講師／沖
和行（神戸薬科大学 薬用植物園）●薬草を中心に観察しながら、外
見だけでは分からない植物の秘められた魅力をお伝えします。

6/10

布引で
繁殖する野鳥を
そっと見よう
！
探鳥会

【集合】
新幹線
「新神戸」駅
1Fコンコース

●時間／9：00〜15：00頃 ●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）●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♪今回は神戸の裏庭、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。

第40回
ノルディック
ウオーキング＆
スカイヴィラ・
ランチ

【集合】
グランドホテル
六甲
スカイヴィラ

●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6/22（金）
まで受け付け ※定員になり次第締め切り ●新鮮な
自然の空気の中、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。

6/9（土）

（土）

（日）

6/24

（日）

6/24

（日）
※雨天時は
7/1（日）
に
順延

フォトセミナー
「早朝のあじさい
撮影会」

神戸市立
外国人墓地
公開

6/24

（日）

6/9（土）
〜

9/2（日）

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。

六甲高山
植物園

【集合】
森林整備
事務所前

内容

主催・問い合わせ
六甲山
自然案内人の会
荻野

090-8142-6289

六甲高山植物園

078-891-1247

日本野鳥の会
ひょうご

078-382-0489
（土曜 14：00〜18：00）

●時間／8:40〜13:10 ●料金／無料 ※ただし、入園料が別途必要
●定員／30人 ●申込方法／電話にて受け付け ※定員になり次第、
締め切り ●小さくて可愛らしい山野草の撮影方法を日本山岳写真協
会の先生が分かりやすく解説。講習に加えて、実際に園内を散策しな
がら、写真撮影のアドバイスを受けることができます。

078-891-0140

六甲高山植物園

078-891-1247

●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・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（6/10（木）消印有効）●神戸市立外国人
墓地は六甲山・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。

ピーターラビット™と楽しむ 六甲山英国フェア

グランドホテル
六甲スカイヴィラ

神戸市立
外国人墓地

078-341-5200

開催場所：六甲ガーデンテラス

●時間／9：30〜21：00 ※店舗・曜日・天候により異なる ●料金／無料 ※一部、有料施設あり ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．
078-894-2281
花盛りを迎えるイングリッシュガーデンに、ピーターラビットの絵本の世界が広がります。
レストランでは、英国やピーターラビットにちなんだ限定メニューが登場！ 六甲ガ
ーデンテラスでしか買えないオリジナルのピーターラビットグッズも必見です。六甲山で物語の世界に浸る休日をお過ごしください。

ピーターラビット™のスタンプラリー

ピーターラビット™との楽しい時間 グリーティング

六甲ガーデンテラス内（6/9（土）〜7/31（火）は、六甲
山カンツリーハウスも含む）のあちこちにある「ピーター
ラビット」のスタンプを全てそろえると、オリジナルクリ
アファイルをプレゼント！さらに、ホルティの応募ボック
スに投函すると、抽選で「ピーターラビット™プレート
セット」が30人に当たります。

はげ山が広がっていた六甲山の植林の歴史や過去の土砂災害、治山や砂防の防災対策につい
て解説いただきます。
○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
6/28（木）

○時間／19：00〜20：30（開場18：30） ○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
／山田 裕司 氏（兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所 所長）○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

6月のミントサロン
「六甲山における治山の歴史」
場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

文学部

●開催日／6/16（土）、17（日）、30（土）、7/1（日）、28（土）、29（日）、
8/25（土）、26（日）各日11：00〜16：00（随時）
愛くるしい姿のピーターラビットと一緒に楽しい時間をお過ごしください。

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

