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6 月 23 日（土）六甲山記念碑台（六甲山ビジターセンター）で
『第３５回 六甲山グルーム祭 夏山びらき』を開催
神戸の代表的な観光地のひとつである六甲山・摩耶山の観光事業と
電鉄各社の事業のより良い発展を期すべく組織された『六甲摩耶観光
交通委員会』と、六甲山上および摩耶山上の観光事業発展向上を図る
ことを目的に山上で観光事業を営む企業・団体及び、行政組織で構成
している『六甲摩耶観光推進協議会』では、２０１８年６月２３日（土）
に『第３５回 六甲山グルーム祭 夏山びらき』を開催します。六甲
山グルーム祭では六甲山の開祖と称される『アーサー・ヘスケス・グ
ルーム』氏の功績を讃えるとともに、六甲山の夏山シーズンの安全を
祈願する夏山びらきを行います。この祭事は１９８２（昭和５７）年
に始まり、今年で３５回目を迎えます。
※１９９５（平成７）年、１９９６（平成８）年は阪神淡路大震災の影響により実施なし

本年はグルーム氏来日１５０周年と兵庫県政１５０周年にあたるこ
とを記念し、従来の祭事に加え、会場となる六甲山記念碑台（六甲山
ビジターセンター）にワークショップや飲食店ブースを設けるほか、
グルーム氏の縁の地を巡るミニハイキングなども実施し、六甲山の更
なる魅力発信を行い、来山者増につなげたいと考えております。

◆第３５回

六甲山グルーム祭

夏山びらき

アーサー ・ ヘスケス ・ グルーム
（１８４６～１９１８年）
神戸開港の年、１８６８（明治元年）に神戸を
訪れ、貿易やホテル経営などで財をなした。
神戸の地をこよなく愛し、六甲山に最初の別
荘を建てたり、日本で最初のゴルフ場「神戸
ゴルフ倶楽部」を作ったり、リゾートの山「六
甲山」の礎を築いた人物。私財を投じて六甲
山に植林を行うなど、治山事業にも大きく貢
献した。六甲山の開祖と呼ばれている。

【開 催 日】 ２０１８年６月２３日（土）
※雨天時は安全祈願祭のみ決行し、ワークショップ・飲食
ブースの出店、ハイキングは中止する場合あり

【 時

間 】 １０：４０～１５：００
※安全祈願祭は１０：４０～１２：１０

式典開始前に、
六甲山小学校の
児童がグルーム
氏の銅像を清掃
します

【 式典内容 】 開会挨拶
安全祈願（祝詞、お祓い）
花束贈呈
※六甲山幼稚園の園児からグルーム氏の曾孫に花束を贈呈

記念植樹
※グルーム氏来日１５０周年と、兵庫県政１５０周年を記念して植樹

清酒鏡割り
※式典終了後に地元灘の酒「福寿」を振る舞います
■ 主

催

■共

催

■後
■協

援
力

■協

賛

六甲摩耶観光交通委員会
【正 会 員】阪急電鉄株式会社、神戸市交通局、神戸電鉄株式会社、北神急行電鉄株式会社、
一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社、阪急バス株式会社、六甲山観光株式会社
六甲摩耶観光推進協議会
【正 会 員】 阪急電鉄株式会社、一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社、神戸電鉄株式会社、神戸市交通局、
阪急バス株式会社、北神急行電鉄株式会社、一般財団法人 神戸みのりの公社（六甲山牧場）
、
公益財団法人 神戸市公園緑化協会（森林植物園）、神戸市立自然の家、摩耶山天上寺、
六甲山ＹＭＣＡ、オテル・ド・摩耶、グランドホテル 六甲スカイヴィラ、兵庫県 神戸県民センター、
神戸市経済観光局、神戸市灘区役所、一般財団法人 神戸観光局、六甲山観光株式会社
【賛助会員】 六甲山郵便局、一般社団法人 神戸ゴルフ倶楽部
兵庫県 神戸県民センター、神戸市、一般財団法人 神戸観光局
六甲山ビジターセンター、六甲山美化協力会、六甲山ふれあいのまちづくり協議会、六甲山自治会、
六甲山町内会、神戸市立六甲山小学校、神戸市立六甲山幼稚園、一般社団法人 神戸ゴルフ倶楽部、
IN THA DOOR BREWING、エキストラ珈琲株式会社、株式会社 ARIGATO-CHAN、
株式会社 Feliz Te’
（紅茶専門店 Lakshimi）、株式会社老祥記、串天と創作家庭料理 あらたや、
SHARE WOODS（Kobe もりの木プロジェクト）
、天仁茗茶株式会社、H.R.ヒギンス神戸店、Linea Blanca
一般財団法人 神戸みのりの公社（神戸市立六甲山牧場）、アサヒ飲料販売株式会社、
株式会社神戸酒心館、白馬堂Ｒｏｋｋｏ

ワークショップ・飲食ブース、関連イベントに関する情報は２ページ目以降をご覧ください
資料に関する問い合わせ、取材申し込みについては下記担当者までご連絡ください
（六甲摩耶観光推進協議会事務局：六甲山観光株式会社）
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■ワークショップ
・六甲山

１２：３０～１５：００

寄木のアクセサリー作り

※各ブースとも時間内随時受付、雨天時は中止

（Ｋｏｂｅもりの木プロジェクト）

六甲山の木を使ったアクセサリーづくりを通じて、六甲山の森のことを知ってもらう、
大人も子どもも楽しめるワークショップ。
【参加料】５００円
【定員】２０名

・植物の種子を使ったクラフト（六甲山ビジターセンター）
木の板に様々な植物の種をデコレーションし、花の形をした小物を作るワークショップ。
【参加料】１００円
【定員】３０名

・バードコールを作ろう（六甲摩耶観光推進協議会）
木材とネジを組み合わせて、鳥の鳴き声そっくりな音が出る楽器を作るワークショップ。
【参加料】３００円
【定員】３０名

■飲食ブース

１１：００～１５：００

※各ブースとも商品が売切れ次第終了、雨天時は中止

＜グルームセレクト＞ 下記４店舗は、お茶の貿易を手掛けていたグルーム氏をテーマにブースを展開

・紅茶専門店

Ｌａｋｓｈｉｍｉ（ラクシュミー）

世界中の名産地から選び抜いた約６０種の茶葉を取り揃えている紅茶専門店。極上はちみつ紅
茶などを販売（1 杯３５０円）
。

・Ｌｉｎｅａ

Ｂｌａｎｃａ（リネア ブランカ）

兵庫県産の小麦粉や卵を使用した、見た目もかわいい遊び心のつまったアイシングクッキーや
グルームさんの似顔絵をほどこしたアイスボックスクッキーを販売。
（1 個２５０円～）
。

・天仁茗茶

（テンジンメイチャ）

台湾中に親しまれている老舗茶屋。台湾茶を中心とした中国茶の専門店。
（1 杯２５０円～）

・H.R.ヒギンス

（エイチ・アール・ヒギンス）

ロンドンに本店をおく、イギリス屈指のコーヒー＆紅茶専門店。
グレープフルーツアイスティー「ブルーレディ」を販売（1 杯３００円）
。≪限定１００杯≫
＜地元神戸のこだわりの店舗も出店＞

・老祥記
今年で１５０年を迎えた南京町で１９１５年に日本初の豚饅専門店を開業し受け継がれてきた伝統
の味。元祖豚饅頭 ６個入り ５００円 ≪販売数量限定≫

・ＩＮ

ＴＨＡ

ＤＯＯＲ

ＢＲＥＷＩＮＧ

（イン ザ ドア ブルーイング）

神戸ウォーター＂布引の水″を１００％使ったこだわりのクラフトビールと、レモネードが味わえる。
クラフトビール （Ｓｈｉｒｏｉｎｏｎ ／ Ｓｅｓｓｉｏｎ ＩＰＡ） 各１杯５００円
神戸ウォーターレモネード
カップ１杯 ３００円、ボトル１本 ６００円

・エキストラ珈琲
１９２３年に神戸で珈琲・紅茶の卸問屋として創業し、神戸で最初のロースターとして伝統を守り
続けている。ホットコーヒー１杯２００円、アイスカフェオレ１杯３００円

・串天と創作家庭料理

あらたや

『摩耶観光ホテル』が営業していた当時に提供されていた復刻メニュー「摩耶鍋」。六甲山・
摩耶山のみで味わえる、灘五郷の酒粕を使った究極の一品。１杯 ３５０円 ≪限定２００食≫
ワークショップ・飲食ブースの売り上げの一部を「六甲山もりづくり基金」に寄付します

資料に関する問い合わせ、取材申し込みについては下記担当者までご連絡ください
（六甲摩耶観光推進協議会事務局：六甲山観光株式会社）
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■その他、関連イベント
・グルーム氏の縁の地を巡るガイド付きミニハイキング
＜参加無料・予約優先＞
ハイキング初心者も気軽に参加できるコースをガイド付 きで巡る
ミニハイキング。
参加者には特典として兵庫県政１５０周年記念ピンバッチをプレゼント。
【時 間】 １２：３０～１４：００ （受付１２：１０～）
【定員 】 ５０名※予約優先
【コース】 記念碑台（スタート） ⇒ 白髭神社 ⇒ 三国池 ⇒
神戸ゴルフ倶楽部 ⇒ 六甲ケーブル 六甲山上駅 （約６ｋｍ）

参加特典の兵庫県政
１５０周年記念ピンバッチ

※神戸ゴルフ倶楽部は会員制の施設であるため、通常、一般の立ち入りはできませんが、
本イベントではクラブハウスを見渡せる場所に特別に入る事ができます。
（クラブハウス内への立ち入りはできません）

【予 約】 電話０７８－８９４－２０７１（六甲山観光株式会社）、
またはｗｅｂ https://www.rokkosan.com/cable/event/cat_event/646/
天候不良の場合など、催行の判断は、当日の午前６時３０分に行います。
六甲ケーブル下駅０７８－８６１－５２８８ にお問い合わせください。

・幻のあじさい「シチダンカ」の苗プレゼント
＜無料・予約不要＞ 先着１００名様
六甲山小学校の児童が大切に育てた「シチダンカ」の苗を
先着で１００名様にプレゼント。
【時 間】 １２：１５～ ※先着順、無くなり次第終了
「シチダンカ」は山あじさいの１種で、シーボルトが「日本植物誌」で紹介していたも
のの、長い間その実物を見た人がなく、”幻のアジサイ”とよばれ、探し続けられて
いた。シーボルトが紹介してから約１３０年経ち、偶然六甲山（六甲ケーブル沿線
付近）で発見されたあじさい。

シチダンカ

・神鉄９０周年記念 「神鉄＆阪急コラボハイキング」
＜参加無料・予約不要＞
「六甲山グルーム祭」会場を目指し、一般向きの約７ｋｍを歩くクリーンハイキングを開催。
ゴールのグルーム祭会場では六甲山・摩耶山にある施設の招待券などが当たる「お楽しみ抽選会」もあり。
また、参加特典として「厚手フラットコットンポーチ（限定１，０００名様）」をプレゼント！
【集合場所】 山王神社（神鉄・有馬口駅下車、徒歩約１５分）
【集合時間】 ９：３０～１０：３０ （雨天中止）
【 コース 】 山王神社（スタート） ⇒ 東山橋 ⇒ 逢山峡 ⇒ 猪ノ鼻滝 ⇒
シュラインロード ⇒ 六甲山記念碑台（ゴール：グルーム祭会場）
＜神鉄＆阪急コラボハイキング事前のお問い合わせ＞
【阪急】 阪急電鉄 ハイキング担当 ０６－６３７３－５３２６（９：３０～１７：３０ 土・日・祝日は休み）
【神鉄】 神鉄コミュニケーションズ ０７８－５２１－０３２１（９：００～１８：００ 土・日・祝日は休み）
神鉄グループ総合案内所 ０７８－５９２－４６１１（月～土 ７：００～１８：００／日・祝日 ９：００～１８：００）
＜神鉄＆阪急コラボハイキング当日のお問い合わせ＞
中止・決行のお問い合わせは午前７時以降に下記へ
【阪急】 阪急電鉄 梅田駅 ０６－６３７３－５６５６
【神鉄】 神鉄 鈴蘭台駅
０７８－５９１－００６４ ／

岡場駅 ０７８－９８２－６１９３
以上

資料に関する問い合わせ、取材申し込みについては下記担当者までご連絡ください
（六甲摩耶観光推進協議会事務局：六甲山観光株式会社）
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