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つうしん

工作教室は
夏休みの宿題に最適！

夏休み
アウトドアイベント
六甲山カンツリーハウスで楽しめるアウトドアイベントをご紹介！

Summer vacation
outdoor event

自然の傾斜を生かし、本物の竹を
使った本格的な流しそうめんが
体験できます。六甲山で涼を
感じよう！

「森の中で森の遊び、森からの学び、そして森のファンに」をテーマに活動を
行っています。森の散策や観察、遊びなどを通して、森の大切さ、楽しさを知
り、自然や環境を考えるきっかけづくりをしています。

●時間／①11：00～12：00 ②14:00～15：00 ※雨天中止 ●料金／300円 ※入
園料が別途必要 ●対象／4歳～小学生のみ ●定員／各回30人 ●申し込み
方法・期間／webにて開催日の前日17：00まで受け付け ※定員に達し次第、締
め切り ●開催場所／六甲山カンツリーハウス内真夏の雪まつり会場横特設会場

●時間／10：00～13：30 ●集合場所／大龍寺前（神戸市中央区神戸港地方再
度山） ●料金／無料 ●対象／4歳～小学6年生 ●定員／親子60人 ●申し込
み方法・期間／郵送、FAX、メールのいずれかで7月1日（金）～8日（金）の期間
中、受け付け ●主催・問い合わせ／こうべ森の小学校・ようちえん事務局（神戸市
森林整備事務所内）TEL．078-371-5937

流しそうめん

こうべ森の小学校＆森のようちえん

7/25（月）～8/31（水）の平日開催
※8/12（金）、15（月）は除く

スケジュール

●時間／10：00～17：00（16：00に受付終了） ●料金／1セット各500円　※入
園料が別途必要 ●対象／4歳～小学生のお子様を含む親子 ●定員／各日70
セット（竹の水鉄砲50個、ゴム鉄砲20個） ●事前申し込み／不要 ●開催場所
／六甲山カンツリーハウス内真夏の雪まつり会場横休憩所

親子で挑戦！ 工作教室（竹の水鉄砲・ゴム鉄砲）

竹で作る水鉄砲やゴム鉄砲
などの工作に挑戦！ 

7/23日（土）～8/21（日）の土日開催
※8/13（土）、14（日）は除く

スケジュール

主催・問い合わせ先/ 六甲山カンツリーハウス TEL．078-891-0366

お申込み先

郵送　〒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
FAX　078-371-1087
Mail   morishou@kobe-mori.jp

開催日
7/31（日）

イベントに参加して
夏休みの思い出を増やそう！

六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション

【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。

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。

オモテ



内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

六甲オルゴール
ミュージアム

078-891-1284
（10：00～17：00）

六甲オルゴール
ミュージアム

特別企画
「アジサイの
アレンジと

ランチを楽しむ」

●時間／11：00～13：00 ※ランチ終了後、自由解散 ●料金／2,500円（アレン
ジメント材料、指導料、ランチ代含む） ※入館料が別途必要 ●定員／20人 ●申
し込み方法／電話にて受け付け ※定員に達し次第、締め切り ※キャンセルは3日
前まで可、それ以降はキャンセル料が発生します ●専属のガーデナーとともに、見
頃を迎えるアジサイなどの草花を摘み、フラワーアレンジメントを作ります。完成
後は、シュトラウス・カフェの期間限定メニュー「ビーフパティとチーズサンド」でラ
ンチをお楽しみください。

7/7（木）

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

たき火を囲もう 神戸市立自然の家
078-891-0001

●時間／10：00～20：30 ※雨天中止 ●料金／大人：4,500円　小人：4,000円（軽
食、飲み物付き） ●対象／個人・家族・グループ ●申し込み方法／電話にてお問い
合わせください ●自然の家でたき火を囲みながら、夜の自然を楽しみます！ ゆっくり
した時間を過ごしませんか？行きはハイキングをし、カヌーも体験できます。

●時間／9：30～15：00 ●料金／300円 ●事前申し込み／
不要 ●コース／JR道場駅～千苅浄水場入口～千苅ダム～JR
道場駅 ●暑い夏の自然観察は苦手、と思われる方にお勧めの
コースです。道は平坦で、風が通る道沿いには夏を代表する
草花が豊富で身近にあり、じっくりと観察ができます。川沿い
の堤防を歩くと、美しく石積みされた大堰堤が目に飛び込ん
できます。堰堤の雄大さ、貯水池からの放水、満々と水をたた
えた貯水池の景色があなたを楽しませてくれます。

●時間／受付9：30～ 出発10：00 ●料金／無料 ※ただし、交通費は各自負担 ●
対象／一般向き ※小学生以下のお子様は、必ず保護者と一緒に参加ください ●
事前申し込み／不要 ●コース／六甲ケーブル山上駅～神戸ゴルフ倶楽部～六甲
ガーデンテラス～極楽茶屋跡～六甲山最高峰～極楽茶屋跡～六甲山カンツリーハ
ウス～六甲高山植物園（解散）【約11.0㎞】

六甲高山植物園
ナツツバキ広場
※雨天時は屋内で

開催

兵庫県立
六甲山
自然保護
センター

7/31（日）

7/23（土）

7/23（土）

「六甲山コレクション」展
講演会・周辺歴史
探訪ウォーク

波豆川沿い道で
千苅の夏を観る

六甲山自然案内人の会
担当:上原

090-5895-4043

【主催】
六甲山観光株式会社
【問い合わせ先】
六甲ケーブル下駅
078-861-5288
（9：00～17：30）

兵庫県神戸
県民センター

県民交流室 県民課
078-361-8629

六甲高山植物園
078-891-1247

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

●時間／10：30～15：00 ●料金／無料 ●定員／30人 ●申し込み方法・期限／
電話にて7月20日（水）まで受け付け ●摩耶自然観察園（愛称“まやもりん”）は、摩
耶山をはじめとした山地に生育する植物を紹介する学習園です。地形や自然林、
せせらぎを生かして作られた園内は、四季折々の植物や生きものと出会える自然
の宝庫です。摩耶自然観察園を中心に動植物の観察や森の手入れなどの活動を
行っています。

●時間／①17：00～17：45 ②18：00～18：45 ●料金／無料 ※
ただし、入園料が別途必要 ●講師／7月23日（土）：ちゅーどら
ぷーバンド 7月24日（日）：観月彩可 ｗｉｔｈ 元木太郎トリオ ●事
前申し込み／不要 ●美しい木々と花々が彩る夜の植物園でコ
ンサートを開催。夕涼みをしながら、華やかな演奏と澄んだ歌声
をお楽しみください。

●時間／10：00～14：00 ●料金／4,900円 ●対象／早歩き程度の運動が可能
な成人の方 ●定員／20人（最小催行5人） ●申し込み方法・期限／電話にて7月
28日（木）まで受け付け ※定員に達し次第、締め切り ●いっぱいの新緑と新鮮な自
然の空気、そして街の景色を見ながら、ポールを使ったウオーキングは最高です。
ウオーキングの終了後は、口コミランキングにも上位にランクされているレストラ
ンで、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。

【集合】
JR道場駅前
広場

神戸市立自然の家

【集合】
JR灘駅

摩耶自然観察園

【集合】
摩耶山掬星台

【集合】
六甲ケーブル
六甲山上駅

【集合】
グランドホテル
六甲スカイヴィラ

●時間／10：30～14：00 ●料金／無料 ●定員／50人 ●講師／森地　一夫 ●申し
込み方法・期限／電話にて7月22日（金）まで受け付け ※定員に達し次第、締め切り 
●六甲山の歴史などの資料を展示する「六甲山コレクション展」（6月5日～8月11
日）において、資料等を提供いただいた森地 一夫 氏の講演会と周辺歴史探訪ウォー
クを実施します。明治から戦前までの六甲山の開発にかかる資料などの説明や記念
碑台周辺の散策を行い、当時の状況について理解を深めます。

歩こう！ 色鮮やかな
六甲山上の夏

ニッコウキスゲの咲く
夏色の世界へ

夕涼みコンサート

摩耶の森クラブ
キノコ観察＋山の手入れ

第29回
ノルディック
ウオーキング＆

スカイヴィラ・ランチ

摩耶の森クラブ事務局
（摩耶ロープウェイ

星の駅2F
モンテ702内）
078-882-3580

七夕の笹に願い事を書いた短冊
を飾りませんか？応募用紙に必要
事項を記入し応募箱に入れてい
ただくと、抽選で摩耶山観光文化
協会からステキな参加賞をプレゼ
ント！この機会にぜひ摩耶山上に
遊びに来てください！

7/10（日）

7/10（日）

7/10（日）
※雨天時
7/16（土）に
順延

摩耶山七夕まつり

INFORMATION

7/23（土）～8/7（日）

笹と応募箱の設置場所

まやビューライン「星の駅」「摩耶ケーブル駅」、
オテル・ド・摩耶、摩耶山天上寺、神戸市立自然の
家、六甲山牧場、ウリボー山の家、六甲ケーブル
下駅、神戸市立森林植物園

【主催・問い合わせ】摩耶山観光文化協会
（摩耶山天上寺内） TEL．078-861-2684

7/23（土）

24（日）
・
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