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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

●時間／17：00～21：00（最終受付20：30）
●料金／大人（中学生以上）：300円、子ども（4歳
～小学生）：200円 ●事前申し込み／不要
●場所／自然体感展望台 六甲枝垂れ（六甲ガーデ
ンテラス内） ●問い合わせ先／六甲ガーデンテラス 
TEL．078-894-2281

●営業時間／【スキー】月～木9：00～19：00　金・休日設定日9：00～22：00 【ス
ノーボード】月～木9：00～19：00　金9：00～22：00休日設定日16：00～22：00 
【スノーランド（雪ゾリ、雪あそび）】9：00～17：00 ●入場料／【デイタイムチケット
（9：00～15：30）】大人（中学生以上）：2100円　小人（3歳～小学生）：1050円※
リフト料金別 【ナイターチケット　月～木（16：00～18：30）】大人（中学生以上）：
2100円　小人（3歳～小学生）：1050円　※リフト乗り放題券付き 【ナイターチ
ケット　金および休日設定日（16：00～21：30）】大人（中学生以上）：2600円　
小人（3歳～小学生）：1550円　※リフト乗り放題券付き ●リフト料金／【１日券】
平日：1550円　休日設定日：3100円 【1回券】平日・休日設定日ともに150円 【12
回券】休日設定日のみで1550円 【3時間券】休日設定日のみで2050円 ※休日
設定日：土・日・祝日および12月26日（月）～1月6日（金）●場所／六甲山スノー
パーク  ●問い合わせ先／六甲山スノーパーク  TEL．078-891-0366

●時間／9：30～21：00　※季節・曜日・天候・店舗により異なります　
●料金／入場無料 ●事前申し込み／不要　※グラニットカフェおよび六
甲山ジンギスカンパレスのクリスマスディナーは要予約 ●場所／六甲ガー
デンテラス ●問い合わせ先／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

六甲山スノーパークOPEN！
開催日 12/3（土）～2017.4/2（日）

六甲ガーデンテラスのクリスマス
開催日 開催中～12/25（日）

ヨーロッパの田舎町に見られる素朴な雰囲気のクリスマスを演出！イ
ングリッシュガーデンのモミの木のツリーは高さ約3ｍもあり、見応え
があります。また、セレクトショップなど5つのショップでは、世界を旅し
ながら掘り出し物を探すマルシェ気分で、クリスマス雑貨やお菓子な
どのお買い物をお楽しみください。
12月23日（金・祝）～25日（日）には、きらめく1000万ドルの夜景を眼下
に、思い思いのスタイルでクリスマスの特別ディナーを提供します。

六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」 ～Winter Version～
開催日 11/26（土）～2017.1/9（月・祝）
1000万色以上の色彩表現ができる最新のLED照明を
使って、限りなく自然光に近い光で展望台全体を覆うフ
レームを内側から照らす光のイベントです。
冬のテーマは「颪（おろし）」。凛として美しい冬の訪れを告
げる六甲颪が空を舞う様子をライティングで表現します。

※期間中、無休（天候やイベント開催により営業を中止・変更する場合があります）

スノイル＆ワルイルのグリーティング
六甲山スノーパークのマスコット“スノイル”と“ワルイル”がみんなをお出迎えします。一緒
に写真が撮れるチャンス！

●【開催日】期間中の土・日・祝と12月26日（月）～1月6日（金）　※12月31日（土）、1月1日（日）を除く
●【開催時間】9：00～9：30  ●【開催場所】レンタルコーナー①付近

【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

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。
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●出発時間／10：00　※雨天中止 ●料金／無料 ●対象／健脚向き　※小学生以
下のお子さまは、必ず保護者同伴でご参加ください ●事前申し込み／不要 ●コース
／阪急王子公園駅～神戸高校前～上野道～摩耶山史跡公園～摩耶山頂～掬星台～全
山縦走路～丁字ヶ辻～記念碑台～六甲ケーブル山上駅（解散）【約11㎞】

オルゴール・
クリスマス・
ナイトコンサート

2016

シルバー
アクセサリー
手作り体験

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

六甲ケーブル
下駅

078-861-5288
（9：00～17：30）

六甲オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

●時間／10：30～12：30 ●料金／無料　※ただし、入園料が別途必要 ●定員／30人 
●申込方法・期間／11月17日（木）から電話にて受付開始　※定員に達し次第、締め切り 
●もうすぐクリスマス、そしてお正月。人と関わりをもつ縁起もの植物をめぐります。

●時間／18：00～20：30 ●料金／6500円（コンサート、食事、プ
レゼント込み） ●定員／40人 ●申込方法／電話またはホーム
ページにて受け付け　※定員に達し次第、締め切り ●ミュージア
ムスタッフ一同でおもてなしするクリスマスの特別な夜のコンサー
ト。併設のシュトラウス・カフェ特製の食事や飲み物とともに、讃美
歌やおなじみのクリスマス・ソングをアンティーク・オルゴールの音
色でお楽しみください。ＪＲ六甲道駅付近から出発する無料の送迎バスをご用意しています。

広がる冬景色
摩耶山の古道を
楽しもう

自然観察講座
「縁起植物を学ぼう」

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

12/1
（木）

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

第30回マップ片手に
フリーハイキング
石井ダム・

烏原貯水池コース

●時間／9：00～10：00　※雨天中止 ●料金／無料 ●対象／一
般向け ●事前申し込み／不要 ●コース／鈴蘭台駅～石井ダム～
烏原貯水池～湊川駅までの約8㎞ ●当日の中止・決行の問い合わ
せ先／鈴蘭台駅：078-591-0064、岡場駅：078-982-6193
※いずれも午前7：00以降にご確認ください。

【集合】
阪急王子公園駅
東改札口北側

【集合】
新神戸駅1F
バスターミナル前

【集合】
摩耶自然観察園
摩耶山掬星台

【集合】
神戸電鉄
鈴蘭台駅

神戸市立
森林植物園

六甲
ガーデンテラス
（ホルティ）

TENRAN
CAFE

六甲山自然
案内人の会
山取

080-6186-1224

12/17（土）

〜
12/10（土）

25（日）
の期間中、
土・日・祝開催

〜
開催中

2017       
1/9（月・祝）

布引の残り
モミジを楽しもう

六甲
オルゴール
ミュージアム

TENRAN CAFE
078-891-1011

日本の
伝統和菓子
「練り切り」を
つくろう！

12/10
（土）

※雨天の場合、
12/17（土）
に順延

12/10
（土）

●時間／10：30～12：00 ●料金／無料 ●定員／30人 ●申込方法・期間／電話またはメー
ル（info@mayasan.jp）にて受け付け　12月14日（水）必着 ●地形や自然林、せせらぎを活
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。摩耶の森ク
ラブは、そんな摩耶山の美しい自然に親しみ学び伝えていこうと、平成19年に発足しまし
た。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。

摩耶の森クラブ
クリスマス
チャームづくり

摩耶の森
クラブ事務局
078-882-3580

12/17（土）

●時間／10：30～19：00　※天候等により時間変更の場合あり
●料金／1200円～ ●事前申し込み／不要 ●高純度なシル
バー素材を使用した、ハンドメイド感あふれるアクセサリーの手
作り体験。親子で、家族で、カップルで…。たった一つのオリジナ
ルアクセサリーを六甲山の思い出に！

●時間／9：30～15：30 ●料金／300円 ●講師／六甲山自
然案内人の会 会員 ●事前申し込み／不要 ●コース／新神
戸駅～雄滝～展望台～舗装路～市ヶ原～布引ダム～新神戸駅 
●今回は六甲山のポピュラーなコースに変化を加え、雄滝を
少し上がったところにある展望台からすぐ上にある舗装路に
出て、市ヶ原まで歩くことにしました。この道では生田川沿い
のハイキング道では見られない植物に出会えます。またコース全体を通して、イロハ
モミジなどのさまざまな落葉樹の紅葉もお楽しみいただけます。

●時間／14：00～15：00 ●料金／2500円 ●定員／各日10人 ●講
師／日本サロネーゼ協会 練り切りアート®認定講師 ●申込方法／
webサイト（http://www.rokkosan.com/cable/tenran_cafe/）に
て受け付け　※定員になり次第、締め切り ●練り切り（ねりきり）
とは、四季折々の植物や風物詩を繊細な細工でつくる上生菓子
です。眺望抜群のロケーションでゆったりとクリスマスモチーフ
の和菓子作りをお楽しみください。

12/9
（金）

六甲山専門学校12月「森林植物園のお仕事」
●時間／19：00～20：30 ●料金／1000円 ●定員／30人程度 ●申し込み方法／ハガキ（〒657-0065神戸市灘区宮山町2-4-7サニー
六甲2号 白馬堂Rokko）またはメール（info@hakubado.com）にて受け付け　※定員に達し次第、締め切り ●1940年開園、六甲山の
自然豊かな森の中にある、日本で唯一「森林」をテーマにした植物園での日々のお仕事についてお話しいただきます。  ●問い合わせ／
白馬堂Rokko TEL．078-841-8986（12：00～19：00）※火曜、水曜は定休日

神戸学生青年センター（神戸市灘区山田町 3丁目 1-1）

小さくて扱いやすいウクレレのことや、山上で行われている“山レレ教室”の内容などについてご講演いただい
た後、生徒のみなさんと一緒にクリスマスソングなどを中心に披露していただき、山での練習成果を発表してい
ただきます。　◆ 講演後には、講師を囲んで懇親会を予定しております。ぜひご参加ください。

ミントサロン

山で気軽に
ウクレレを楽しもう

場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

●時間／19：00～20：30 ●料金／500円 ●定員／50人　※定員に達し次第、締め切り●申込方法・期限
／メール（mintsalon@kobe-np.co.jp）またはFAX（078-360-5514）に参加者の氏名、住所、電話番号、
性別、年齢を明記の上、お申し込みください。先着順に受け付けし、開催の約一週間前までに参加証を送付し
ます。●問い合わせ／六甲山大学事務局ミントサロン係（神戸新聞地域創造内） TEL．078-362-2983

12/15（木）

講 師　　　岩佐  淳 氏
  (山のウクレレ教室講師)

12/4
（日）

12/18
（日）

・


