
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。

開催日 8/4（土）
摩耶山笹おい七夕まつり

●時間／15：00～17：00 ●集合場所／摩耶山掬星台 ●料金／参加無料 
●主催・問い合わせ先／摩耶山観光文化協会（摩耶山天上寺内）
TEL.078-861-2684

開催日 8/8（水）
四万六千日大祭

24：00（8月9日午前0時）にはご本尊
の観音さまに向けて、天から除災招
福の星が下ると言い伝えられていま
す。この日にお参りすると、四万六千
日お参りしたのと等しい功徳とご利
益があるといわれています。

◆スケジュール
開白法会
柴燈大護摩供
納涼盆おどり（～20：30）
萬燈会・星迎え会式
星下り会式

短冊に願いを書いて
笹に飾り、七夕飾りを
つくるワークショップ
の後、みんなで一斉
に天上寺まで笹を背
負って歩きます。天上
寺では、摩耶山のゆ
るキャラ「しゅげんく
ん」がお出迎え。天上
寺にて短冊の願い事
の成就祈願（総祈
願）を行います。

●時間／8/8（水）11：00～24：30頃まで ●開催場所／摩耶山天上寺 ●料金／入山料
志納 ●事前申し込み／不要 ●主催・問い合わせ先／摩耶山天上寺 TEL.078-861-2684

11：00～
13：00～
18：30～
19：00～
23：00～

開催日 8/11（土）

山の日イベント
「アウトドアフェスタ IN 神戸市立森林植物園」

山の日、アウトドアスタイルを楽しみませんか。人気のテントやアクティビティ用品展
示のほか、こどもたちが楽しめる遊びコーナーも満載です。また、当日は神戸市消防
局のレスキュー隊による訓練活動もみられます。さらに世界の留学生と一緒にイン
グリッシュキャンプを行い、異国文化に触れることができるプログラムもあります。

●時間／10：00～15：00 ●開催場所／神戸市立森林植物園 多目的広場 ●料金／参
加無料 ※ただし、入園料、駐車料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●主催・問い合わ
せ先／神戸市立森林植物園 TEL.078-591-0253

開催日 8/12（日）～16（木）※少雨決行、荒天中止
ネイチャークラフト体験

植物園内で採れた木材を使用し、工作体験を行い
ます。作れるアイテムは立体アート、ネイチャーパネ
ルなどさまざま。道具の扱い方は講師が丁寧に指導し、レベルに合わ
せた作品にチャレンジできるようアドバイスします。豊かな創造力をは
ぐくむ総合学習の場を提供します。

●時間／10：30～17：00（受付終了16：00） ●開催場所／六甲高山植物
園 小便小僧広場 ●料金／1アイテム500円 ※入館料が別途必要 ●講
師／増田 幸市 ●事前申し込み／不要 ●主催・問い合わせ先／六甲高山
植物園 TEL.078-891-1247



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

夏休みこどもフェスタ 神戸市立森林植物園
●時間／10：30～15：00 ●料金／無料 ※ただし、入園料、駐車料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ／神戸市立森林植物園 
TEL．078-591-0253
木の枝や実など、自然の材料を使って遊べるブースを盛りだくさん用意！ 森の昆虫づくりや木の実の標本づくりなどもできます。クラフトコーナ
ー、竹の水てっぽう、松ぼっくり釣りなどに挑戦できるあそびのコーナーもあります。葉っぱのたたき染めは夏休みの宿題にもオススメです。

六甲山大学つうしんは2018年9月号をもって休刊することになりました。イベント情報につきましては、六甲山大学ホームページおよび神戸新聞紙面にて、引き続きご案内させていただきます。

8/18（土）
・
19（日）

内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

六甲高山植物園
開園85周年
特別企画
食虫植物の
ひみつ展

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲山
自然案内人の会
（香西）
メ－ル：

nkozai7613@gmail.com

森林
インストラクター
兵庫（和田）

090-9052-6383

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

六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366

8/11
（土・祝）
※雨天中止

9/2
（日）

まで開催中

8/2
（木）

※荒天の場合、
8/7（火）に
延期

8/5
（日）

※荒天の場合、
8/12（日）に
延期

【集合】
芦有道路
芦屋ゲート
バス停

【集合】
神戸電鉄
鈴蘭台駅

六甲山
ビジター
センター

六甲山
ビジター
センター

六甲高山
植物園

六甲山
カンツリー
ハウス内

バーベキュー場

森林
インストラクターと
一緒に大捜索！
「六甲山森の
わくわく探偵団」

「夏休み、こどもの
自然なんでも相談室」

研究発表
“アリジゴクから

ウスバカゲロウへの変身”

夕涼み
バーベキュー

●時間／10：00～14：30 ●料金／無料 ●定員／30人 ●申し込み方法／申込フォーム
（https://form1ssl.fc2.com/form/?id=c97d4aae3da0d1d9）またはメール
（wadaya_ya@sage.ocn.ne.jp）で代表者および参加者の氏名・年齢、メールアドレス、
住所、電話番号（自宅と携帯）をお送りください。 ●申込期限／7/26（木）まで ※定員にな
り次第、締め切り ●とても身近な山、六甲山。たまにはいつもとうんと違う見方をしてみま
せんか？見て、聞いて、味わって、かいで、さわって、からだ全体で六甲山の自然を探ってみ
よう！きっと、きっと、六甲山がよくわかる。

●時間／17：00～20：00 ●料金／バーベキュー場使用料 ひとり510円 ※入園料は別途
必要、コンロ等のレンタル、食材の注文がある場合は別途有料 ●申込方法／前日の17:00
までにホームページまたは電話にて受け付け ※各日、定員になり次第、締め切り ●期間限
定で、夕方からもバーベキュー場をオープンします。夕暮れ時に六甲山の涼しい風に吹かれなが
ら、普段とは違う雰囲気の中でバーベキューをお楽しみください。

親子・家族向け
フリーハイキング
山の日に登ろう！
毎日登山で
賑わっている
菊水山コース

●時間／10：00～17：00 ●料金／無料 ※ただし、入場料が別途必要 ●
事前申し込み／不要 ●園内に食虫植物の植栽展示を行うとともに、小便
小僧広場に食虫植物の鉢展示を実施します。また、園内の観察ポイントを
回り、ワークシートを完成させていく事によって、食虫植物の生態や特徴
について学ぶことができる「観察の達人になろう」も食虫植物に焦点を当てて開催します。

親子で楽しむ
野鳥クラフト作り！！

日本野鳥の
会ひょうご

078-382-0489
（土曜14：00～18：00）

8/14
（火）

六甲山
ビジター
センター

●時間／10：00～14：30 ●料金／材料費500円 ●対象／親子でな
くても参加OK ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●色をぬるだ
けでかわいい野鳥のブローチやストラップができます。絵具を使用します。絵
具がついてもかまわない衣服をご準備下さい。制作に必要な用具などは、準
備していますので持参不要です。野鳥の図鑑を見ながら作ってもいいし、頭の中で空想した鳥の
色を自由に塗るのもいいです。六甲山ではたくさんの鳥たちが生活しています。

夏の緑陰を
もとめて！

六甲山
自然案内人の会
（山田）

090-9920-1411

8/18
（土）

●時間／9：30～14：30 ●料金／300円 ●コース／芦屋ゲートバス
停～蛇谷堰堤～土樋割峠手前～東おたふく山バス停 ●事前申し込み
／不要 ●芦屋ゲートでバスを降り、橋の手前を沢沿いの道に足を踏み入
れるとそこは今までの灼熱の暑さとは無縁の緑陰の世界が広がります。
沢の水音が更に涼しさを演出してくれています。高低差が少なく歩きやす
いのも魅力です。

●時間／9：30～15：00 ●料金／無料 ●定員／30人 ●申込方法・期限
／電話にて7/29（日）まで受け付け ※定員になり次第、締め切り、定員に
達しない場合は当日参加可 ●研究発表の「アリジゴクからウスバカゲロウ
への華麗なる変身」は、珍しい昆虫の生体について、3年がかりで観察した
貴重なお話です。学術的にも注目されております。また、標高800ｍの自然歩道を散策しま
す。五感を使って観察してください。下界では出会えないものが体験できます。そして、楽しい
工作もあります。夏休みの工作の宿題など持ち込みもOKです。ご家族揃ってお越しください。

●集合時間／9：00～11：00 ●料金／無料 ●事前申し込み／不要 ●
コース／鈴蘭台駅～菊水山（往復）【約4㎞】 ●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）○小学生以下
の参加者には、もれなく神戸電鉄オリジナルプレゼントがあります。

INFORMATION 11/30（金）まで三宮―摩耶、六甲ケーブル下急行バス運行

神戸市ではこのたび、六甲山・摩耶山の活性化を目的とした社会実
験として、三宮・新神戸から「まやビューライン」、「六甲ケーブル」をつ
なぐ急行バスを7/1～11/30の間、毎日運行します。あわせて、同期
間中、三宮・新神戸から六甲山・摩耶山の山上までの公共交通機関
をお得にご利用いただける企画乗車券「六甲・摩耶１ｄａｙチケット」を
販売します。
ぜひ、バスをご利用いただき、市街地からすぐ近くにある国立公園六甲
山の大自然や山上で開催されるイベントを楽しんでください。

●運行区間／三宮駅ターミナル前（※）～地下
鉄三宮駅前～新神戸駅前～摩耶ケーブル下
～六甲ケーブル下 ※復路は三宮駅前 ●料金
／大人210円、小人110円 ●急行バスの運
行について／神戸市交通局自動車部市バス
運輸サービス課 TEL.078-322-5950

急行バス
●利用区間／急行バス区間、市バス16・106・18・2系統、六甲ケーブ
ル、まやビューライン、六甲山上バス、六甲摩耶スカイシャトルバス ※六
甲山上バス、六甲摩耶スカイシャトルバスは有効区間内の乗降フリー 
●料金／大人1500円、小人750円（山上施設での割引・特典あり） 
●六甲・摩耶１ｄａｙチケットについて／神戸市交通局経営企画部営
業推進課 TEL.078-322-5994

六甲・摩耶１ｄａｙチケット

8/4（土）

26（日）の
土・日・祝および

～

8/13（月）

15（水）

～


	1808_六甲山大学A4チラシ2018-8表A
	1807_六甲山大学A4チラシ2018-08裏A.pdf

