






山陽・神戸市交・神鉄

Schedule Schedule

森林学びハイキング
「里山林の整備と地域の森づくりを知る」　
下唐櫃・伊勢講山散策コース

8/27（土）
有馬口駅～山王神社～専念寺～風呂ヶ谷
～有馬口市民公園～伊勢講山～有馬口駅
有馬口駅 9：00～10：00
［約7キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：

湖畔をぶらり散策！
妙号岩・石井ダムをめざすハイキング

9/11（日）
鈴蘭台駅～妙号岩～石井ダム～烏原
貯水池～水笠通公園～山陽 西代駅
※健康食品をプレゼントします
鈴蘭台駅 9：30~10：30
［約12キロ］

開催日：
コース：

集  合：

神戸親和女子大学＆
神戸電鉄コラボハイキング
菊水山から神戸の街を望むコース

9/15（木）
鈴蘭台駅～鈴蘭台車庫（きたきた！健康体操実施）～菊水山
登山口～菊水山～管理道路～菊水山登山口～鈴蘭台駅
鈴蘭台駅　9：00~10：00［約4キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：
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8/27（土）～11/23（水・祝）
各日10：00～17:00
※会場により一部異なります。
17時以降も鑑賞できる作品があります。
078-891-0048
（六甲ミーツ・アート芸術散歩2022 
インフォメーション（平日10：00~17:00））

開催日：

T e l：

神戸市・六甲山上
六甲ミーツ・アート芸術散歩2022

詳しくはこちら

8/20（土）・8/21（日）
※各日、神鉄ハイキングを同時開催！詳しく
は神戸電鉄公式サイトまたは神鉄ハイキン
グスケジュールをご覧ください。
0794-63-8156（小野まつり実行委員会）

開催日：

T e l：

小野市
第45回小野まつり

詳しくはこちら

※ご紹介している内容は、本誌作成時点の情報に基づいたものです。　※時節柄、予告なく内容等が変更される場合がありますので、お出かけの際は最新の情報をご確認ください。
※写真はイメージです。気象状況等により、写真と実際の景観が異なる場合があります。

13回目の開催となる、自然の中で楽しむ現代アー
トの展覧会。六甲山を、ハイキング気分で散策し
ながら、芸術散歩をお楽しみください。

約5,000発の打上花火や、多数のチームが参
加する「おの恋おどり」など、見どころが盛りだ
くさん！夏の暑さに負けないパワフルな小野の祭
り・踊りを、ぜひお楽しみください。

4月10日に粟生線全線が開業70周年を迎えたことを記念
し、神鉄ハイキングでは粟生線（鈴蘭台～粟生）の各駅か
らスタートするコースでスタンプラリーを開催しています。
ハイキングに参加して、10駅分のスタンプを集めると踏破
賞をプレゼント！スタンプラリーをとおして、粟生線の魅力
を再発見してみてはいかがでしょうか？
※専用スタンプ台紙は、神鉄ハイキングスケジュール（各
駅に備え置き）中面にあります。

竹中大工道具館
企画展「第12回 座る・くらべる
一脚展＋（プラス）2022」

9/10（土）～9/25（日）
078-242-0216

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

兵庫で活動する木工作家達が、毎年新作
の「一脚」を発表する木の椅子展。併催さ
れるプラス展では、「雑木プロジェクト」と
して、丹波篠山地域で伐採された山桜や
コナラなどを活用した作品を展示します。

兵庫県立美術館
特別展「兵庫県立美術館
開館20周年　関西の80年代」

開催中～8/21（日）
078-262-1011

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

7/16（土）～9/25（日）
078-391-0035

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

北神戸田園スポーツ公園
天体望遠鏡で月と星を見よう

9/10（土）18：30～21：00
078-951-5901

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

さまざまな種類の天体望遠鏡を使って、
月や木星、土星をご案内します。素敵な
商品があたるゲーム企画も開催されるの
で、ぜひご家族でご参加ください。
※事前申込み制となります。
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読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

7/22（金）～8/21（日）
078-904-0708
（有馬温泉観光総合案内所）

開催日：
T e l：

有馬川親水広場
有馬涼風ビアガーデン
有馬川のせせらぎを聴きながら、食事やステージ
イベントを楽しみませんか？から揚げなどのオリ
ジナルキッチンカーや、射的などのゲームも出店
します。家族みんなで夏の有馬を満喫してみて！

詳しくはこちら

田嶋悦子《Hip Island》1987年　
2017年西宮市大谷記念美術館での展示風景　
岐阜県現代陶芸美術館蔵　撮影：高嶋清俊

作品：袴田京太朗《闘う女の子と中国の文官》2022

ジョシュア・レノルズ《ウォルドグレイヴ家の貴婦人たち》1780-81年　
© Trustees of the National Galleries of Scotland

神戸市立博物館
「スコットランド国立美術館　
THE GREATS　美の巨匠たち」

［神戸市建設局共催］

［大塚製薬株式会社協賛］

［神戸親和女子大学共催］

粟生線全線開業70周年記念
スタンプラリー開催中！

三木平井山観光ぶどう園
ぶどう狩り

詳しくはこちら

神戸市立森林植物園
森で遊ぼう！なつやすみ 
こどもフェスタ2022

8/20（土）、8/21（日）　
078-591-0253

開催日：
T e l：

8/18（木）～9月上旬　
0794-83-3546

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

木陰でさわやかな風を浴びながら、様々なプロ
グラムで森の中を遊びつくそう！大人も子どもも
一緒になって、夏の森を楽しんでみませんか？

みずみずしいぶどうを、暑さに負けずに自
分の手で収穫してみよう！もぎたてのぶどう
は園内食べ放題なので、心ゆくまで楽しん
でみてはいかがでしょう？

健康ウォーキング　岡場駅長おすすめ
有馬温泉散策コース

9/17（土）
有馬温泉駅～鼓ヶ滝公園～
瑞宝寺公園～有馬温泉駅
有馬温泉駅　9：00~10：00
［約5キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：

［明治安田生命共催］

※昨年の展覧会の様子です

神鉄ハイキングに
参加される皆さまへ

開催予定の
ハイキングについては
こちら

対象のハイキングは
このマークが目印です!

販売期間・場所や購入方法など、詳しくは神戸市の公式サイトや駅置きチラシをご覧いただくか、神鉄シーパスワン専用電話までお問い合わせください。

神鉄シーパスワン専用電話   TEL：078-579-9701　※平日9時~12時・13時～17時お問い合わせ

ご購入日~2023年5月31日（水）までのお好きな10日有効期間 3種類の企画乗車券からお一人様合計5枚まで購入枚数

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワン

神戸電鉄全線
※神戸高速線（湊川駅～新開地駅）を除く

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワンplus

神戸電鉄全線+神戸高速全線
※阪神神戸三宮駅を含む

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワン北神

神戸電鉄全線+谷上駅を経由する市営地下鉄280円区間
※西神山手線は県庁前駅、海岸線はみなと元町駅まで

3,600円 5,900円 6,400円

「神鉄シーパスワン」「神鉄シーパスワンplus」「神鉄シーパスワン北神」を販売中！

今年度より、市営地下鉄沿線（280円区間）でも利用できる「神鉄シーパスワン北神」が販売開始！ ぜひ神戸電鉄沿線のお出かけにご利用ください。
神戸市が、満70歳以上の神戸市民を対象に販売している企画乗車券です。 ※1953年（昭和28年）3月31日までに生まれた方が対象です。

22.052701伊藤→061001伊藤→061301伊藤→062101緋田→062201伊藤→062202緋田→062701伊藤→062702伊藤→062901伊藤→063001緋田→22.07.04_ishida→22.07.04_ishida→22.07.04_ishida→071401緋田→
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山陽・神戸市交・神鉄

Schedule Schedule

森林学びハイキング
「里山林の整備と地域の森づくりを知る」　
下唐櫃・伊勢講山散策コース

8/27（土）
有馬口駅～山王神社～専念寺～風呂ヶ谷
～有馬口市民公園～伊勢講山～有馬口駅
有馬口駅 9：00～10：00
［約7キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：

湖畔をぶらり散策！
妙号岩・石井ダムをめざすハイキング

9/11（日）
鈴蘭台駅～妙号岩～石井ダム～烏原
貯水池～水笠通公園～山陽 西代駅
※健康食品をプレゼントします
鈴蘭台駅 9：30~10：30
［約12キロ］

開催日：
コース：

集  合：

神戸親和女子大学＆
神戸電鉄コラボハイキング
菊水山から神戸の街を望むコース

9/15（木）
鈴蘭台駅～鈴蘭台車庫（きたきた！健康体操実施）～菊水山
登山口～菊水山～管理道路～菊水山登山口～鈴蘭台駅
鈴蘭台駅　9：00~10：00［約4キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：
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8/27（土）～11/23（水・祝）
各日10：00～17:00
※会場により一部異なります。
17時以降も鑑賞できる作品があります。
078-891-0048
（六甲ミーツ・アート芸術散歩2022 
インフォメーション（平日10：00~17:00））

開催日：

T e l：

神戸市・六甲山上
六甲ミーツ・アート芸術散歩2022

詳しくはこちら

8/20（土）・8/21（日）
※各日、神鉄ハイキングを同時開催！詳しく
は神戸電鉄公式サイトまたは神鉄ハイキン
グスケジュールをご覧ください。
0794-63-8156（小野まつり実行委員会）

開催日：

T e l：

小野市
第45回小野まつり

詳しくはこちら

※ご紹介している内容は、本誌作成時点の情報に基づいたものです。　※時節柄、予告なく内容等が変更される場合がありますので、お出かけの際は最新の情報をご確認ください。
※写真はイメージです。気象状況等により、写真と実際の景観が異なる場合があります。

13回目の開催となる、自然の中で楽しむ現代アー
トの展覧会。六甲山を、ハイキング気分で散策し
ながら、芸術散歩をお楽しみください。

約5,000発の打上花火や、多数のチームが参
加する「おの恋おどり」など、見どころが盛りだ
くさん！夏の暑さに負けないパワフルな小野の祭
り・踊りを、ぜひお楽しみください。

4月10日に粟生線全線が開業70周年を迎えたことを記念
し、神鉄ハイキングでは粟生線（鈴蘭台～粟生）の各駅か
らスタートするコースでスタンプラリーを開催しています。
ハイキングに参加して、10駅分のスタンプを集めると踏破
賞をプレゼント！スタンプラリーをとおして、粟生線の魅力
を再発見してみてはいかがでしょうか？
※専用スタンプ台紙は、神鉄ハイキングスケジュール（各
駅に備え置き）中面にあります。

竹中大工道具館
企画展「第12回 座る・くらべる
一脚展＋（プラス）2022」

9/10（土）～9/25（日）
078-242-0216

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

兵庫で活動する木工作家達が、毎年新作
の「一脚」を発表する木の椅子展。併催さ
れるプラス展では、「雑木プロジェクト」と
して、丹波篠山地域で伐採された山桜や
コナラなどを活用した作品を展示します。

兵庫県立美術館
特別展「兵庫県立美術館
開館20周年　関西の80年代」

開催中～8/21（日）
078-262-1011

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

7/16（土）～9/25（日）
078-391-0035

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

北神戸田園スポーツ公園
天体望遠鏡で月と星を見よう

9/10（土）18：30～21：00
078-951-5901

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

さまざまな種類の天体望遠鏡を使って、
月や木星、土星をご案内します。素敵な
商品があたるゲーム企画も開催されるの
で、ぜひご家族でご参加ください。
※事前申込み制となります。
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読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

読者プレゼン
ト

7/22（金）～8/21（日）
078-904-0708
（有馬温泉観光総合案内所）

開催日：
T e l：

有馬川親水広場
有馬涼風ビアガーデン
有馬川のせせらぎを聴きながら、食事やステージ
イベントを楽しみませんか？から揚げなどのオリ
ジナルキッチンカーや、射的などのゲームも出店
します。家族みんなで夏の有馬を満喫してみて！

詳しくはこちら

田嶋悦子《Hip Island》1987年　
2017年西宮市大谷記念美術館での展示風景　
岐阜県現代陶芸美術館蔵　撮影：高嶋清俊

作品：袴田京太朗《闘う女の子と中国の文官》2022

ジョシュア・レノルズ《ウォルドグレイヴ家の貴婦人たち》1780-81年　
© Trustees of the National Galleries of Scotland

神戸市立博物館
「スコットランド国立美術館　
THE GREATS　美の巨匠たち」

［神戸市建設局共催］

［大塚製薬株式会社協賛］

［神戸親和女子大学共催］

粟生線全線開業70周年記念
スタンプラリー開催中！

三木平井山観光ぶどう園
ぶどう狩り

詳しくはこちら

神戸市立森林植物園
森で遊ぼう！なつやすみ 
こどもフェスタ2022

8/20（土）、8/21（日）　
078-591-0253

開催日：
T e l：

8/18（木）～9月上旬　
0794-83-3546

開催日：
T e l：

詳しくはこちら

木陰でさわやかな風を浴びながら、様々なプロ
グラムで森の中を遊びつくそう！大人も子どもも
一緒になって、夏の森を楽しんでみませんか？

みずみずしいぶどうを、暑さに負けずに自
分の手で収穫してみよう！もぎたてのぶどう
は園内食べ放題なので、心ゆくまで楽しん
でみてはいかがでしょう？

健康ウォーキング　岡場駅長おすすめ
有馬温泉散策コース

9/17（土）
有馬温泉駅～鼓ヶ滝公園～
瑞宝寺公園～有馬温泉駅
有馬温泉駅　9：00~10：00
［約5キロ・一般向］

開催日：
コース：

集  合：

［明治安田生命共催］

※昨年の展覧会の様子です

神鉄ハイキングに
参加される皆さまへ

開催予定の
ハイキングについては
こちら

対象のハイキングは
このマークが目印です!

販売期間・場所や購入方法など、詳しくは神戸市の公式サイトや駅置きチラシをご覧いただくか、神鉄シーパスワン専用電話までお問い合わせください。

神鉄シーパスワン専用電話   TEL：078-579-9701　※平日9時~12時・13時～17時お問い合わせ

ご購入日~2023年5月31日（水）までのお好きな10日有効期間 3種類の企画乗車券からお一人様合計5枚まで購入枚数

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワン

神戸電鉄全線
※神戸高速線（湊川駅～新開地駅）を除く

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワンplus

神戸電鉄全線+神戸高速全線
※阪神神戸三宮駅を含む

販売価格
有効区間

神鉄シーパスワン北神

神戸電鉄全線+谷上駅を経由する市営地下鉄280円区間
※西神山手線は県庁前駅、海岸線はみなと元町駅まで

3,600円 5,900円 6,400円

「神鉄シーパスワン」「神鉄シーパスワンplus」「神鉄シーパスワン北神」を販売中！

今年度より、市営地下鉄沿線（280円区間）でも利用できる「神鉄シーパスワン北神」が販売開始！ ぜひ神戸電鉄沿線のお出かけにご利用ください。
神戸市が、満70歳以上の神戸市民を対象に販売している企画乗車券です。 ※1953年（昭和28年）3月31日までに生まれた方が対象です。

22.052701伊藤→061001伊藤→061301伊藤→062101緋田→062201伊藤→062202緋田→062701伊藤→062702伊藤→062901伊藤→063001緋田→22.07.04_ishida→22.07.04_ishida→22.07.04_ishida→071401緋田→

207940_st_s136_A3_0607
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