
食文化学部文学部 環境学部芸術学部 総合学部健康学部 課外活動

つうしん

●時間／9：30～21：30 ※平日は21：00、天候・店舗により異なる ●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

●開館時間／10：00～17：00（16:20受付終了）※30分ごとに演奏 ●場所／六
甲オルゴールミュージアム ●入館料／大人：1,030円 4歳～小学生：510円 
●事前申し込み／不要 ●問い合わせ先／六甲オルゴールミュージアム TEL．
078-891-1284

六甲ガーデンテラスのクリスマス
開催日 開催中～12/25（月）

☆★ヨーロッパの雰囲気と1000万ドルの夜景を楽しむ★☆
ヨーロッパの田舎町に見られるような素朴な雰囲気のクリスマスの華やかな装飾
をお楽しみください。エリア内にある5つのショップでは、世界を旅しながら掘り出し
物を探す感覚で、クリスマス雑貨やお菓子などの買い物をお楽しみいただけます。

六甲・摩耶の魅力発見「学生レポート」

大学生に、六甲・摩耶の魅力を発見してもらおうと、「六甲・摩耶エコ
ツアー」体験企画を開催しました。当日のツアーの様子や参加学生
の「体験レポート」をご紹介しています！

オルゴールミュージアムのクリスマス
“くるみ割り人形”とお菓子の家
開催日 11/27（月）～12/25（月）

ドイツのクリスマスをコンセプトに演出された館内で、クリスマスソング
やこの時期に定番のバレエ音楽「くるみ割り人形」の楽曲をアンティー
クオルゴール等の自動演奏楽器の演奏と照明などによる空間演出のコ
ラボレーションで物語世界をお楽しみいただけます。（照明：髙橋匡太）
また、ドイツのクリスマスに欠かせない「お菓子の家」も展示しています。

六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション

12/23（土・祝）～25（月）はエリア内にある3つのレストランでクリスマスディナーを実施！

●時間／①17：00～19：00 ②
19：30～21：30 ●メニュー／ク
リスマス限定創作フレンチコース 
●料金／7,000円または6,000
円（いずれもおひとり様） ●予
約方法／平日の16：00以降に
電話にて受け付け ●備考／無
料送迎バスあり ●予約・問い合
わせ先／TEL.078-894-2112

●時間／17：00～21：00 ●メ
ニュー／クリスマス特別ジンギ
スカンコース ●料金／4,500円
（おひとり様） ●予約方法／平
日の15：00以降に電話にて受け
付け ●備考／無料送迎バス
あり ●予約・問い合わせ先／
TEL.078-891-0225

●時間／17：00～20：00（最終
受付） ●メニュー／クリスマス
ビュッフェ ●料金／大人：3,500
円 小学生：2,000円 3歳以上：
1,000円（90分制、ソフトドリ
ンク飲み放題付） ●事前申し込
み／不要（当日16：30より整
理券を配布） ●問い合わせ先／
TEL.078-891-0780

【グラニットカフェ】 【六甲山ジンギスカンパレス】 【六甲ビューパレス】

クリスマスディナー

12/9（土）～24（日）の期間中、土日のみの開催で、併設のシュトラウス・カフェ特製のディナーやゲスト
の出演と共に特別な夜をお過ごし下さい。クリスマスプレゼントもあります。
●時間／18：00～20：30（受付開始17:30） ●料金／6,500円（コンサート、食事、プレゼント込み） ●定
員／各日40人 ●備考／無料送迎バスあり（予約時にバス利用の旨、お伝え下さい） ●予約方法／
電話またはホームページにて受け付け

オルゴール・クリスマス・ナイトコンサート

要チェックだぴょん！

【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／神戸国際観光コンベンション協会／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。



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

内容 主催・問い合わせ授業タイトル 開催場所 学部日付

六甲山光のアート
「Lightscape in Rokko」
～Winter Version 
｢冬はつとめて｣～

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

水無谷の
初冬を楽しむ

シルバー
アクセサリー
体験

冬鳥を楽しもう！
探鳥会

自然体感
展望台
六甲枝垂れ

六甲ガーデン
テラス内
ホルティ

日本野鳥の会
ひょうご

078-382-0489
（土曜の14：00～18：00）

六甲ガーデンテラス
078-894-2281

六甲山
自然案内人の会
090-5895-4043

（上原）

12/9（土）

12/10（日）
【集合】
新幹線

「新神戸」駅
1Fコンコース

【集合】
神鉄有馬口駅

I N FORMAT I ON

六甲有馬ロープウェー冬ダイヤ 12/1（金）～2018.3/31（土）
関西エリア最速オープン！ 12月以降の金・土日祝扱い日からはナイターも実施！ 朝から夜まで滑り放題
しちゃおう♪ 期間中、スキー、スノーボードの各スクールや宝さがしゲーム、じゃんけん大会などのお楽し
みイベントも開催！ 皆さまのお越しをお待ちしております！！！ ●開始時間／9：00～ ※スノーボードのみ
12/4（月）～3/11（日）の期間中の土日祝扱い日は16：00～ ●
終了時間／期間により異なる ※詳細はホームページをご確認
ください ●場所／六甲山スノーパーク ●料金／【デイタイム
チケット】中学生以上：2,100円 3歳～小学生：1,050円【ナ
イターチケット（金曜および土日祝扱い日のみ）】中学生以
上：2,600円 3歳～小学生1,550円など。学割や、スクールか
らレンタルまで揃ったお得なセット企画もあります ●問い合わせ
／六甲山スノーパーク TEL.078-891-0366

国立公園の豊かな自然・多彩なレジャー施設・日本最高の夜景
を誇る六甲山と日本最古の名湯・有馬温泉をわずか12分で繋
ぐ「六甲有馬ロープウェー」。冬は空気が澄み渡り幻想的で静
かなモノトーンの世界の世界が広がります。寒い日の朝は幻想
的な光景「霧氷」が見られるかも！ ぜひ六
甲山へ！ ●運行時間／全日9：30～17：10 
●料金／往復：大人（12歳以上）1,820
円、小人（6歳以上12歳未満）：910円 
片道：大人1,010円 小人510円 ●問い
合わせ／六甲有馬ロープウェー六甲山
頂駅 TEL.078-891-0031

○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1週間前までに参加証を送付します。 ○講師／岩佐 淳 氏（山のウク
レレ教室講師）ほか ○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

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）

12/21（木）

●時間／10：30～18：30 ※天候等により時間変更の場合あり ●料金／
1,200円～ ●事前申し込み／不要 ●世界でたったひとつのシルバーアク
セサリーを作りませんか？ リングやプレートなど豊富なデザインから選ぶこと
ができ、名前やメッセージなどお好きな文字を刻印できます。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／17：00～21：00（最終受付 20：30） ●料金／中学生以上：300円 4歳～小学生：200
円 ●事前申し込み／不要 ●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。
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。ウィンターバージョン「冬はつとめて」は
冬の早朝の雪や、白さ際立つ霜の様子。また、とても寒い日に暖をとるた
めに火をおこして火桶を持って運ぶ、冬らしい様子を表現します。

●時間／9：35～15：00 ●料金／300円 ●コース／神鉄有馬口駅～水無川
第2堰堤前広場～神鉄有馬口駅 ●事前申し込み／不要 ●神鉄有馬口駅南
側に位置する水無谷を散策し初冬の植物を観察します。水無谷の観察エ
リアは、道も平坦で風も穏やか、初冬の観察には最適です。初冬と言って
もまだ12月初旬、秋のなごりと初冬の訪れを同時に楽しむことが出来ます。複雑な色模様
の葉や、藍や赤紫の果実白い毛をまとった種、樹形、樹皮、冬芽などを観察します。他の季
節では気づかない発見が出来るでしょう。

こうべ森の
学校 再度公園

神戸市立
森林植物園

神戸市
森林整備事務所
こうべ森の学校担当
078-371-5937

12/17（日）

●時間／10：30～15：00 ●料金／無料 ●対象／小学4年生以上 ●事前申し込み／不要 
●市民・企業・行政の協働により、美しく豊かな六甲山の森を育て、未来へ引き継いでいく活動
を行っています。森の手入れを実践しながら森を育てる技能を磨き、みどりを守るとともに、森
の恵みを活用しています。午前中は森に入り、枯れ木の伐採や下草の刈り込みを行います。午
後からは、森の手入れで発生した材料を使った木工製作や自然観察会を行います。

●時間／9：00～15：00 ●料金／300円（野鳥の会 会員は100円）※大学
生以下は無料 ●事前申し込み／不要（当日受け付け） ●持ち物／弁当、水
筒、双眼鏡、図鑑、フィールドノート ●神戸の裏庭、六甲山を歩くコースです。
山から見る神戸の街並み、布引ハーブ園に布引貯水池、帰り道には布引の
滝と鳥以外の魅力も満載です。見晴らし展望台で解散します。

こうべ森の小学校
＆

森のようちえん
12/23（土）

●時間／【こうべ森の小学校】10：30～15：00【こうべ森のようちえん】①10：30～12：00
②13：30～15：00 ●料金／無料 ●対象／3歳～小学6年生 ●定員／【こうべ森の小学校】
親子40人【こうべ森のようちえん】各回親子50人 ●申込方法／郵送、FAX、メールのいず
れかで受け付け。郵送：神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1、FAX:078-371-1087、
メール：morishou@kobe-mori.jp ●申込期間／12/1（金）～8（金） ※消印
有効、応募多数の場合は抽選 ●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。12
月のテーマは「森と集い」で、森林植物園とのコラボ企画となります。

神戸市
森林整備事務所
こうべ森の小学校・
ようちえん事務局
078-371-5937

六甲山スノーパークＯＰＥＮ！ 11/18（土）～2018.4/1（日）※スノーランドは12/1（金）から

11/25（土）

2018年
1/8（月）

〜

12/1（金）

2018年
1/8（月）

〜


