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阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市 社長：秦雅夫）とそのグループ会社である六甲山 観

光株式会社（本社：神戸市 社長：宮西幸治）は、２０１７年９月９日（土）から１１

月２３日（木・祝）まで「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」を開催しています。  
「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」は六甲山の土地柄や景観をいかした現代アート作品を  通

じ、六甲山の魅力を再発見してもらう事を大きなテーマにした展覧会です。本展では、  

招待と公募によって選出された総勢３９組のアーティストが展示やワークショップ、 

パフォーマンスで六甲山の更なる魅力を引き出します。 
 
出展アーティストによるワークショップなど、会期中のイベント情報が決定 

しましたのでお知らせします。アーティスト本人と直接会うことができる   

イベントや、夜間特別展示を行う「ザ・ナイトミュージアム」など多数開催しま

す。  
 

     

■『六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2017』イベント一覧 
 
【期間】 

２０１７年９月３０日（土）～１１月２３日（木・祝） 
 
【内容】 

◆北村成美 ／ しげやんのサウンド・オブ・ミュージック・イン・六甲 

・９月３０日（土）、１０月１日（日）、１１月１１日（土）、１１月１２日（日）    
 
◆さとうりさ ／ あべちゃん、なんか咲いてるよ 

・１０月８日（日） 

◆クリテツ ／ テルミン演奏会 

・１０月１４日（土）、１５日（日） 
 
◆開発好明 ／ スペースシップを作ろう 

・１０月１５日（日） 
 

◆林和音 ／ 六甲ミーツ・あみつなぎ 

・１０月２０日（金）、２１日（土）、２２日（日） 

１１月３日（金・祝）、４日（土）、５日（日） 
 

◆ザ・ナイトミュージアム ※夜間特別展示 

・１０月２０日（金）～１１月１２日（日） 

＜関連イベント＞光のらくがき！ 

・１１月３日（金・祝）、４日（土）、５日（日） 
 
◆きむらとしろうじんじん ／ 野点 
・１０月２８日（土） 

 

≪詳細は、別紙をご覧ください。また上記以外にも、様々な 

イベントを開催予定です。最新情報は、随時 WEB ページ 

（www.rokkosan.com/art2017/）にてアップいたします。≫ 

 

さとうりさ 「あべちゃん、なんかついてるよ」  

自然体感展望台 六甲枝垂れ  

川島小鳥 「昨日の君、明日のあなた」 

六甲山カンツリーハウス 

資料に関するお問い合わせ先 六甲ミーツ・アート  芸術散歩 2017 事務局   
六甲山観光株式会社  営業推進部  広報担当   
ＴＥＬ：０７８－８９４－２２１０（平日９：００～１８：００）／  ＦＡＸ：０７８－８９４－２０８８  
 
お客様のお問い合わせ先 六甲ミーツ・アート  芸術散歩 2017 インフォメーション   
ＴＥＬ：０７８－８９１－００４８  （１０：００～１７：００）  

 

現代アートの展覧会「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017」 

出展アーティストによるイベント・ワークショップを開催！ 

 

 佐藤圭一 「空を見てたら涙が出ちゃいました」 

六甲ガーデンテラス 

News Release  

 

資料提供日：２０１７年９月２８日（木） 

発信元：六甲山観光株式会社 
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当日受付 

事前予約 

当日受付 

◆ 北村成美／しげやんのサウンド・オブ・ミュージック・イン・六甲  

通称、「なにわのコリオグラファー・しげやん」こと、北村成美による

ダンスパフォーマンス。映画「サウンド・オブ・ミュージック」の主人公

に扮したしげやんと、トラップ家の子供たちに扮したキャストが、  

ダンスパフォーマンスを行いながら、六甲山上を練り歩きます。 

【日  程】 ９月３０日（土）、１０月１日（日) 

１１月１１日（土）、１２日（日）  

【時  間】 ①練り歩き １１：００～１６：３０（途中約１時間の休憩あり）  

②ソロパフォーマンス １７：００～１７：３０ 

【場  所】 六甲オルゴールミュージアム→六甲高山植物園 

→六甲山カンツリーハウス→六甲ガーデンテラス 

※ソロパフォーマンスは六甲ガーデンテラスで開催 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入場料別途要 

 
◆ さとうりさ／あべちゃん、なんか咲いてるよ 

六甲ミーツ・アート  芸術散歩 2017 のメインビジュアル作品   

「あべちゃん、なんかついてるよ」の作者によるワークショップ。花の

ように見えるものを作り、あべちゃんのまわりに咲かせていきます。 

【日  程】 １０月８日（日） 

【時  間】 １１：００～１６：００ 

【場  所】 自然体感展望台 六甲枝垂れ（六甲ガーデンテラス内） 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入場料別途要 
 

◆ クリテツ／テルミン演奏会 
照明アーティスト伏見雅之氏の夜間鑑賞作品 flow「ライトアップの 

民主化」が展示される六甲ガーデンテラス内、見晴らしの塔で、   

電子楽器・テルミン演奏者であるクリテツ氏の生演奏と、演奏と連動

した光のコラボレーションが楽しめます。 

【日  程】 １０月１４日（土）、１５日（日） 

【時  間】 １８：３０～ ※天候により時間変更の場合あり 

【場  所】 六甲ガーデンテラス 

【料  金】 無料 

 
◆ 開発好明／スペースシップを作ろう 

電化製品などの梱包に使われる面白い形の発砲スチロールを 

組み合わせて「スペースシップ」を作ります。完成したら池に     

浮かべて遊びましょう。 

【日  程】 １０月１５日（日） 

【時  間】 １回目：１１：００～１２：３０／２回目：１４：００～１５：３０  

【予  約】 WEB事前予約 www.rokkosan.com/art2017/ ※各回１０名 

【場  所】 六甲山カンツリーハウス 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入園料別途要 
 

◆ 林和音／六甲ミーツ・あみつなぎ 
参加者一人ひとりが編んだパーツを結んでつなげていき、大きな  

ひとつの作品を制作する参加型プログラムです。パーツが集まり、 

より大きな作品へと変化する過程もどうぞお楽しみに。 

【日  程】 １０月２０日（金）、２１日（土）、２２日(日) 

１１月３日（金・祝）、４日（土）、５日（日） 

【時  間】 １２：００～１６：００ 

【場  所】 六甲山カンツリーハウス 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入園料別途要 

 
 

≪別紙≫ 
※六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲オルゴールミュージアムで開催するイベントは 

鑑賞券または施設入場料が別途必要 ※定員の記載が無いプログラムは、人数制限なし ※雨天決行・荒天中止 ※写真はイメージ 

 北村成美  

「しげやんのサウンド・オブ・ミュージック・イン・六甲」  

 

 

 さとうりさ 「あべちゃん、なんか咲いてるよ」 

 

 

 

 クリテツ 「テルミン演奏会」 

 

 

 開発好明 「スペースシップを作ろう」 

 

 

 林和音 「六甲ミーツ・あみつなぎ」 

 

 

当日受付 

http://www.rokkosan.com/art2017/
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「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2017」  ２０１７年９月９日（土）～１１月２３日（木・祝） 
【開催時間】 １０：００～１７：００ ※受付終了時間は会場により異なる 
【チ ケ ッ ト】 当日券：大人（中学生以上）１，８５０円 ／ 小人（４歳～小学生）９３０円 
【ア クセス】 阪神御影駅・JR六甲道駅・阪急六甲駅から神戸市バス１６系統乗車（約１５分～３０分） 

終点の六甲ケーブル下停留所より、六甲ケーブルへ乗り換え→六甲山上へ 

≪別紙≫ 

当日受付 

当日受付 

 
◆ザ・ナイトミュージアム 

紅葉の見ごろ時期に合わせ、アート作品の夜間展示および紅葉

のライトアップを行います。昨年に引き続き、「六甲ミーツ・アート 

芸術散歩 2017」で会場内に展示されているアート作品のライト  

アップを行うと共に、髙橋匡太氏による来場者参加型のザ・ナイト     

ミュージアム限定作品の公開も行います。 

【日  程】 １０月２０日（金）～１１月１２日（日） 

【時  間】 平日 １７：００～１８：３０（１８：００受付終了） 

土日祝 １７：００～１９：３０（１９：００受付終了） 

【場  所】 六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入場料別途要 
 
◆ザ・ナイトミュージアム 関連イベント「光のらくがき！」 

<協力>株式会社中川ケミカル   

蓄光シートの壁にペンライトを使って自由に光で絵を描くことが      

できます。描いたところが蛍のような光を放つ、幻想的なお絵描きを体験

できる夜のワークショップです。 

【日  程】 １１月３日（金・祝）、４日（土）、５日（日） 

【時  間】 １７：３０～１９：３０ 

【場  所】 六甲高山植物園 

【料  金】 無料 ※鑑賞券または施設入園料別途要 

 

◆きむらとしろうじんじん／野点   
リヤカーに、陶芸窯・素焼きのお茶碗・うわぐすりなどの陶芸道具一式

と、お抹茶セット一式を積み、お茶碗を焼いてお茶が飲めるカフェを開き

ます。お客様はその場でお茶碗に絵付けをし、楽焼きという方法で焼き 

あげられた自作のお茶碗でお茶を楽しむことができます。 

【日  程】 １０月２８日（土） 

【時  間】 １１：３０頃～ 

【場  所】 六甲高山植物園 

【料  金】 お抹茶１杯３００円、お茶碗作り１個１，５００円（３５個限定） 

※鑑賞券または施設入園料別途要 
 

＜アーティスト滞在スケジュール（９/２８現在）＞ ※予定変更の場合あり 

アーティストへの取材やインタビューも可能ですので、事前にお問い合わせ（０７８－８９４－２２１０）くださいませ。 

■六甲ケーブル・天覧台エリア 

開発好明：10/11～16、11/15～20  ※10/15のみ六甲山カンツリーハウス 

■六甲オルゴールミュージアム 

田中千紘：10/7～9、11/3～5、23 ／ 奥中章人：10/29、11/3、19 

■六甲高山植物園 

 杉原信幸（代理：佐藤啓）：10/21、28、11/11、23 ／ きむらとしろうじんじん：10/28 

■六甲山カンツリーハウス 

 林和音：10/20～22、11/3～5 ／ CHAKKY KATO：10/20、21 

 松蔭中学校・高等学校 美術部：10/1、28、29、11/3、5、19、23 

古屋崇久：9/30、10/1、7～9、21、22、28、29、11/3～5、11、12、18、19、23 

■六甲ガーデンテラス 

 さとうりさ：10/8 

■山上各所 

北村成美：9/30、10/1、11/1１、12 

髙橋匡太 
「Glow with Night Garden Project in Rokko  

提灯行列ランドスケープ」 2016 年 

株式会社中川ケミカル 「光のらくがき！」 

※六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲オルゴールミュージアムで開催するイベントは 

鑑賞券または施設入場料が別途必要※定員の記載が無いプログラムは、人数制限なし ※雨天決行・荒天中止 ※写真はイメージ 

きむらとしろうじんじん 「野点」 

松蔭中学校・高等学校 美術部 「六甲ハイチーズ」 


