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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／各施設営業時間に準ずる ●料金／ロープウェー往復版：大人3,500円　片道版：3,100円　※小人の料金設定なし
●事前申し込み／不要　※当日、受け付け  ●主催・問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

●時間／9：00～17：00　※入園は16：30まで 
●料金／無料 ※ただし、入園料、駐車料が別途
必要 ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ先／
神戸市立森林植物園 TEL．078-591-0253

開催日 4/15（土）～5/14（日）

開催日 4/1（土）～2018.1/31（水）

※期間中無休（4月19日(水)のみ休園）

開催日 4/22（土）～5/7（日）

●開催日・時間／4月22日(土)、23日(日)　①10：30～12：00　②13：30～15：00　※雨天の場合、4月29日
(土)、30日(日)に順延　5月3日(水・祝)～5日(金・祝)　10：30～12：00　※雨天の場合、中止 ●料金／無料
※ただし、入園料、駐車料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ先／神戸市立六甲山牧場 
TEL．078-891-0280

開催日 4/22（土）、23（日）、5/3（水・祝）～5（金・祝）

※除外日：5月9日（火）、9月5日（火）～6日（水）、2018年1月1日（月・祝）～3日（水）、10日（水）

●時間／10：00～17：00 ●料金／無料　※ただし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●問い合
わせ先／六甲高山植物園 TEL．078-891-1247

さわやかな風
ツツジとシャ
クナゲの花
が彩る新緑
がまぶしい森
林植物園。ヒ
カゲ、ツツ
ジ、トサノミツバツツジ等、日本に自生する原種
32種類。また、シャクナゲはアズマシャクナゲ、
ツクシシャクナゲなど日本原産を中心に7種
類、4,000本が楽しめます。

【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。

六甲・有馬  空中さんぽプラン2017

六甲有馬ロープウェーを使って六甲・有馬をまるごと楽しめるお得なセットプラン！「自
然体感展望台 六甲枝垂れ」で絶好の眺望と、「有馬温泉 太閤の湯」で温泉と岩
盤浴を一緒に楽しみませんか？六甲山⇔有馬の移動は「六甲有馬ロープウェー」を
使って約 12分♪
日本三古泉の有馬温泉「太閤の湯」入館券と、日本有数の眺望が楽しめる「六甲
枝垂れ」入場券、六甲有馬を結ぶ「六甲有馬ロープウェー」の乗車券に加え、六

甲有馬の指定の店舗でグルメやショッピングに
使える 1,000 円のクーポン券もついた、通常
よりも 30％以上お得な欲張りでリーズナブルな
セット企画！
六甲・有馬で素敵な一日をお過ごしください。

新緑つつじ、
しゃくなげ散策

ちょっと変わった形をした植物、「ユキモチソウ」。六甲高山植物園内でも複数個
所に群生を作っており、その姿からお客様から人気を集めています。今回は、ユキ
モチソウとその仲間であるムサシアブミやウラシマソウなどの「テンナンショウ属」
に焦点を当てた企画展を開催。映像館でのパネル展示や、園内のクイズラリー、
寄せ植えの展示など、魅力を最大限に引き出す内容になっています。

珍奇植物展 ～ユキモチソウとその仲間たち～

牧場の春の一大イベント。羊の毛刈りを飼育員の説明を交えながら行います。

羊の毛刈りショー

オモテ

六甲山牧場
南エリアめん
羊舎前

六甲高山
植物園

自然体感展望台 六甲枝垂れ 六甲有馬ロープウェー 有馬温泉太閤の湯 六甲山ホテル

神戸市立
森林
植物園



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。

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

●時間／11：00～16：00　※雨天中止 ●料金／出店料
不要 ●事前申し込み／不要（当日、受け付け）　※ただ
し、食品類の出店に関しては、開催日の3週間前までに申
し込みが必要 ●自分の「いらない」や「みせたい」や「あ
げたい」がきっと誰かのHAPPYにつながるはず。そんな
ささやかな思いをお気に入りのリュックに込めて、会場に
来てください。出店者とお客さんの区別がない、ほんわ
かのんびりマーケット。山上の桜は4月中旬が見頃。お花見も楽しめます。

●時間／10：00～14：00 ●料金／4,900円 ●定員／20
人（最少催行5人） ●対象／成人一般（早歩き程度の運動
が可能な方） ●申込方法／電話 ●申込期限／4月20日
(木)まで ●講師／関西ノルディック協会所属 インストラク
ター ●新緑と新鮮な空気いっぱいの六甲山上から、街の
景色を眺めながら行うウオーキングは最高です。ウオーキ
ング終了後は、口コミランキング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。また、2階ゲストラウンジ萌
美路ではコーヒー、紅茶等の無料サービスもご用意しています。

●開催日／①4月29日(土)～30日(日) ②5月3日(水・祝)～4日(木・祝) ③5月4日(木・祝)
～5日(金・祝) ④5月5日(金・祝)～6日(土) ⑤5月6日(土)～7日(日)　※雨天決行 ●時間
／15：00～翌10：00 ●料金／大人：4,500円 子ども：3,500円　※1泊2食付き ●対象
／家族・グループ ●定員／各回18組 ●申込方法・期間／電話にて①は3月10日(金)、
②～⑤は4月10日(月)から受付開始　※定員になり次第、締め切り ●自然の家を満喫！
はだしの里のスライダー、冒険の里、散策など子どもから大人まで思う存分お楽しみい
ただけます。カヌーアーチェリー体験と組み合わせてのご利用がおすすめです！

●時間／①11：00～ ②14：00～ ※各回1時間程度 ●料金
／無料 ※ただし、入園料が別途必要 ●講師／沖 和行（神
戸薬科大学 薬用植物園） ●事前申し込み／不要 ●薬草を
中心に観察しながら、外見だけでは分からない植物の秘めら
れた魅力をお伝えします。

ファミリー
宿泊タイム

二つ堂花まつり 摩耶山天上寺
078-861-2684

摩耶山再生の会
（monte702内）
078-882-3580
（火曜定休）

グランドホテル
六甲スカイヴィラ
078-891-0140

神戸市立自然の家
078-891-0001

摩耶山
リュックサック
マーケット

4/8
（土）

4/15
（土）

4/23
（日）

主催：
ほくら～ととや
森の世話人倶楽部
事務局長

高田　誠一郎
メール
seiichiro.

takata@gmail.com

「岡本
（ほくら～ととや）

桜回廊づくり
プロジェクト」

第2回岡本桜回廊を
巡るお花見会

●時間／9：00～14：30 ※雨天の場合、4月9日(日)に順延 ●料
金／無料 ●定員／200人 ●対象／園児以上 ※園児・小・中学
生は保護者同伴が必要 ●申込方法・期限／メールにて3月31日
（金）まで受け付け ●昨年から植樹しているヤマザクラの状況
確認と倶楽部メンバー団体活動地見学を兼ねたお花見ハイキン
グを道中登山道での樹木教室やゴミ拾いを行いながら開催いた
します。道中のサクラや可憐なコバノミツバツツジを一緒に楽し
みましょう。

第33回
ノルディック
ウオーキング＆
スカイヴィラ・
ランチ

神戸市立
自然の家

摩耶山
掬星台

摩耶山
天上寺
金堂・摩耶
夫人堂

六甲
高山植物園

六甲
山上周辺

六甲高山植物園
078-891-1247

沖先生の
ぶらぶら
園内ガイド

●時間／9：00～17：00 ●料金／入山料志納 ●事前申し込み／不要 
●お釈迦さまのお誕生をお祝いする、古くからのゆかしくなつかしいお祭
りです。花祭りには誕生仏に甘露の甘茶をそそいでお釈迦さまの誕生を
お祝いし、あわせて子供たちの息災を祈ります。

〜
4/7（金）

4/9（日）

〜
4/29（土）

5/7（日）

4/8
（土）

【集合】
阪急岡本駅
南改札口前

4月27日（木）のミントサロンは、神戸薬科大学 薬用植物園にて栽培・分類を担当されている 沖 和行 氏をお招きし、その時々
に見頃をむかえる植物たちの姿かたち、色や香りなどに秘められた理由や意味などを六甲高山植物園の四季の花々と共にス
ライドで解説いただきます。◆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

六甲高山植物園
「ぶらぶらガイド
　　  ミントサロン編」

場所:ミントテラス（三宮ミント神戸18階）

4/27（木）

講 師　　　沖 和行 氏
（神戸薬科大学 薬用植物園）

【集合】
グランドホテル
六甲スカイヴィラ

●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。 ●講師／沖 
和行 氏（神戸薬科大学 薬用植物園） ●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

4/22
（土）

～7/31
（月）

ピーターラビット™と楽しむ
六甲山英国フェア

●時間／9：30～21：00　※季節・曜日・店舗により異なる
●料金／入場無料 ●事前申し込み／不要 ●花盛りを迎え
るイングリッシュガーデンに、ピーターラビットの絵本の世
界が広がります。レストランでは、英国やピーターラビットに
ちなんだ限定メニューが登場！六甲ガーデンテラスでしか
買えないオリジナルのピーターラビットグッズも必見です。
●問い合わせ／六甲ガーデンテラス TEL．078-894-2281

六甲ガーデンテラス
4/14
（金）

六甲山専門学校4月「春爛漫の六甲山を楽しもう！」

●時間／開場18：30、開演19：00 ●料金／1000円 ●定員／40人 
●講師／根岸 真理 氏(フリーライター・六甲山大学専門委員) ●申込
方法・期間／メール(info@hakubado.com)にて3月20日(月・祝)まで
受け付け　※申込多数の場合は抽選、定員に満たない場合は、先着
順で定員まで受け付け ●六甲山が大好きで、六甲山に関わる活動を
している人々をゲストに招き、六甲山にまつわるお話を伺います。●
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）


