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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

【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。

開催日 7/15（土）～8/31（木）の毎日、9/2（土）～10（日）は土日のみ開催 場所 六甲山カンツリーハウス 真夏の雪まつり会場
真夏の雪まつり

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

雪の広場へ出かけよう！ 避暑地「六甲山」の夏の風物詩として
すっかり定着した真夏の雪まつりは今年で39回目。六甲山ス
ノーパークのICS（アイスクラッシャーシステム）で作る“雪の広
場”では、大人も子供も雪あそびが楽しめます。

開催日 7/1（土）～9/8（金）

六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」

●時間／19：00～21：00（最終受付20:30） ※天候等により変更の場合あり
●場所／自然体感展望台 六甲枝垂れ ●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 ●主催・問い合
わせ先／六甲ガーデンテラスTEL.078-894-2281

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。今年
のテーマは「枕草子」で
す。日本人が親しんでき

た四季折々の情景を季節ごとに光で表現します。夏バージョン「夏
は夜」では、夏の夜の、月が明るい情景を表現。闇夜にホタルが多
く、または数匹が飛び交ってぼんやりと光って飛んでいく姿や、雨の
日の様子などを映しだします。涼やかな夏の夜をお楽しみください。

開催日 7/22（土）～8/6（日）

摩耶山七夕まつり

●料金／無料 ※ただし、各施設の入場料・駐車料は別途必要 ●場所／山
上各施設 ●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、
六甲ケーブル下駅、神戸市立森林植物園の8か所 ●主催・問い合わせ先／
摩耶山観光文化協会（摩耶山天上寺内） TEL.078-861-2684

山上各施設に七夕の笹を設置し、願い事を書いた短冊を飾っていただ
きます。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！

広々とした“雪の広場”の中に埋められたおも
ちゃやドリンクなどの宝ものを探しだすゲーム

●時間／①11:00～ ②13:00～ ③15:00～
※7/15（土）は10:30～開催（11:00～は開
催しません）※8/11（金・祝）～15日（火）は④
16：30～も開催 ●料金／無料（入園料が別
途必要）

宝さがしゲーム
●時間／10:30～16:00 ●料金／1回4球
300円（入園料が別途必要） ※期間中の土・
日・祝および8/14（月）、15（火）開催

雪だるまストラックアウト

キャラクター人形やヨーヨー、スーパーボールなど

●時間／10：30～16：00 ●料金／1回300
円（入園料が別途必要）

縁日コーナー

●時間／①11：00～12：30 ②14：00～15：
30 ●料金／300円（入園料が別途必要） 
●事前申し込み／7/1（土）よりWEBまたは
電話にて受け付け（各回50人まで）
※7/24（月）～8/31（木）の平日開催（8/14
日（月）、15（火）は除く）

流しそうめん

●時間／10：30～16：00 ●料金／500円
（入園料が別途必要） ●各日70セット
※7/22（土）～8/27（日）の期間中、土・日・
祝および8/11（金・祝）～15（火）開催

親子で挑戦！ 工作教室



内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

○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／山崎 正夫 氏（SHARE WOODS代表） ○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 講師 山崎 正夫 氏

（SHARE WOODS代表）

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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●時間／9:30～15:00頃 ●料金／300円 ●事前申し込み／不要 ●
コース／神戸電鉄 有馬温泉駅～ゆけむり坂(亀乃尾滝)～太陽と緑の道
～落葉山～太陽と緑の道～神戸電鉄 有馬温泉駅 ●ゆけむり坂へ行く
とすぐ左側に亀乃尾滝が見えます。そこに「イワタバコ」が滝の湿気を
もらい壁一面に埴生しています。花が見られるかもしれません。有馬道
を10分ほど行くと太陽と緑の道の入口に着きます。落葉山は里山としての植生、また「妙見
寺」の関連するもの、三大古泉としての有馬温泉の背山として、いろいろな植生が多くありま
す。樹木として「シキミ」等100種以上、草本「イワタバコ」等50種以上、日陰も多く「シダ」
類もたくさんあります。

●時間／9：30～15：00頃 ●料金／大人：1620円、子ども：1310円 ※施設入館料およびフィ
ンガーペイント体験料含む（体験料は子どものみ） ●定員／30人 ●対象／幼稚園～小学生が
いる親子 ●申し込み方法／申込書（六甲山大学HPよりダウンロード可）に必要事項を記入の
上、7/3（月)必着で郵送（〒650-0044神戸市中央区中山手通6-1-1神戸県民センタービジョ
ン担当）、FAX（078-361-8632）、メール（kobekem_0901@pref.hyogo.lg.jp）にて受け
付け ※応募多数の場合は抽選 ●さわるみゅーじあむの作品を見て、触れて、感じるほか、指で
絵を描くフィンガーペイントを体験します。また、六甲の自然に囲まれたカンツリーハウスで遊
びます。夏休みの自由研究のヒントがあるかも！？六甲山カンツリーハウスでは、森林インストラ
クター兵庫メンバーによる楽しいネイチャービンゴゲームを開催の予定です。

●時間／10：00～13：30 ●料金／無料 ●対象／4歳～小学6年生とその保護者 ●定員／親子
60人 ●申込方法・期間／郵送（〒651-1102神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1）、FAX
（078-371-1087）またはメール（morishou@kobe-mori.jp）にて7/1（土）
～8（土）までにお申し込みください（消印有効）。 ●「森の中で森の遊び、森
からの学び、そして　森のファンに」をテーマに活動をおこなっています。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／【早朝コース】7：30～11：00【定例コース】9：30～12：30 ※神戸電鉄「北鈴蘭台」駅
前から送迎バスあり ●料金／300円（野鳥の会会員100円）、学生以下は無料 ※入園料・駐
車料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●探鳥会は野鳥を通して自然に親しむ、バードウォッ
チング・イベント。野鳥にくわしい日本野鳥の会のリーダーの案内のもと、目や、耳で、野鳥や
自然を楽しむことができます♪植物園事務所で双眼鏡のレンタルがあります。

六甲を遊ぼう！
at

さわるみゅーじあむ＆
六甲カンツリーハウス

ふれあい
動物ランド

こうべ森の
小学校
＆

森のようちえん

思いっきり！
川あそび

～川を感じる～

一般財団法人
ポジティブ

アースネイチャーズ
スクール

0797-23-3615
（平日10：00～18：00）

六甲山
自然案内人の会

村山
090-5049-4993

六甲山
カンツリーハウス
078-891-0366

こうべ森の小学校・
ようちえん事務局
078-371-5937

初夏の
裏六甲の観察

7/22
（土）

※雨天時は
翌日に順延

7/23
（日）

神戸地域ビジョン委員会・
神戸県民センター
078-361-8624

山上のビューポイントと
パワースポットを周遊
ロマンあふれる巨石群と
咲き誇るバラをたずねて
【クリーンハイキング】

●開催日／9：30～ ●料金／無料 ●事前申し込み／不要（当日、受け付
け） ●コース／六甲ケーブル山上駅～記念碑台～ノースロード～ダイヤ
モンドポイント～丁字ケ辻～オルゴールミュージアム前～心経岩～六甲
比女大善神～雲ケ岩～六甲山カンツリーハウス（ゴール・解散） ●約10.5
㎞、一般向きの山歩きコースです。荒天時の催行については、当日の午
前6：30分に決定します。

夏休みの宿題解決！
観察の達人になろう
～絶滅危惧種編～

仁川

神戸市立
森林植物園

六甲高山
植物園

六甲山
カンツリー
ハウス

再度公園

神戸市立
森林植物園

078-591-0253

六甲高山植物園
078-891-1247

六甲ケーブル下駅
078-861-5288

アジサイと鳥たち
探鳥会

●時間／9：00～16：30 ●料金／年間参加：6480円、単発参加：7560円 
※初回のみ帽子代2000円が必要 ●申込方法／電話またはHPにて受付中 
※定員に達し次第、締め切り ●豊かな感性と、たくましいココロとカラダを育
む自然体験教室「アースレンジャー」は年中～6年生を対象に、毎月一回、神
戸市近郊の自然の中で活動しています。川の魅力を１日思いっきり感じる
プログラムです。やりたい遊びをとことん行い、その中から学び・感動・発見をしていきます。

〜
7/2（日）

9（日）
※荒天時、
延期

〜
7/15（土）

8/31（木）

〜
7/22（土）

8/31（木）

7/9（日）

7/9（日）

7/9（日）
※雨天中止

●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 ●園内に咲く「絶滅危惧植物」に焦点を当てた観察ポイン
トラリー。各観察ポイントを回ってワークシートに記入をすることで、植物の生
態や仕組みを学ぶことができます。

●時間／11:00～16:00 ●料金／中学生以上：550円、3歳～小学生：300円、
幼児(3歳～5歳)と保護者：750円 ※入園料が別途必要●事前申し込み／
不要 ●ヒツジやワンちゃん、ウサギ、モルモット、ヤギなどの動物たちとふ
れあえます♪動物たちにエサをあげたり写真撮影したり、お子さまの思い
出作りにぴったりです♪ご家族同士でもどなたでも楽しめます。

六甲山の山の手入れで発生した間伐材を使って、兵庫運河周辺のクラフトコミュニティを活用し、神戸らしい木製品の商品開発等を行い、山の資源の循環を構築しよ
うとするプロジェクトをご紹介いただきます。 ◆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。 

【集合】
JR芦屋駅
北側ロータリー

【集合】
六甲ケーブル
山上駅

【集合】
神戸電鉄

「有馬温泉駅」

【集合】
JR神戸駅前

7/16（日）
・

17（月・祝）

オテル・ド・摩耶16周年イベント 16日：MAYAビュッフェランチ 17日：アニバーサリーディナー　オテル・ド・摩耶
【MAYAビュッフェランチ】●時間／11：30～15：00（13：30受付終了）※90分制 ●料金／大人（中学生以上）：2500円 小人（小学生）：1000円 幼児（未就学児）：無料 ●申込方法／電話
にて受け付け、6/30（金）までに予約いただいた方は20％OFF ※満席になり次第、締め切り ●旬の食材を使った数々のイタリアンメニューや自家製スモーク料理、パティシエシェフ特製
の色とりどりの贅沢デザートをお召し上がりください。【アニバーサリーディナー】●時間／18：30～ ※予約制 ●料金／大人（中学生以上）：8640円 ※特別ディナーは大人のみ、お子様は
通常メニューになります ●申込方法／電話にて前日まで受け付け ※満席になり次第、締め切り ●兵庫県産の食材を使った一夜かぎりのプレミアムディナーを特別価格にてご用意いたし
ました。公共交通機関でお越しのお客様には、お一人さま1000円にてお帰りのタクシー（要予約）を手配させていただきますので、安心してビール、ワインなどもお楽しみください。

六甲山の間伐材で
山を守る、海をつなぐ、
まちを活かす

6/29（木）

場所：ミントテラス（三宮ミント神戸18階）


