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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／神戸観光局／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。

4/1（日）まで期 間
六甲山スノーパーク会 場

六甲山スノーパーク
イベント特集
六甲山スノーパーク
イベント特集

●営業時間／【スキー】月～木9：00～17：00（祝日を除く） 金・土・日・祝9：00～22：00　【スノーボード】月～木9：00～17：00（祝日を除く） 金9：00～22：00 3/11（日）までの
土・日・祝16：00～22：00 以降、4/1（日）までの土・日・祝9：00～22：00　【スノーランド（雪ゾリ・雪あそび）】全期間9：00～17：00 ●入園料／【デイタイムチケット（9：00～16：
30※土・日・祝は15：30まで）】中学生以上：2100円 3歳～小学生：1050円 学生：1600円※リフト料金は別途必要 【ナイターチケット（16：00～21：30 ※金・土・日・祝のみ）】
中学生以上：2600円 3歳～小学生：1050円 学生：2100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：3100円 【1回券】平日・休日ともに150円 【12
回券】休日のみで1550円 【3時間券】休日のみで2050円 その他、団体割、レンタルセット割などもあります！！  ●問い合わせ先／六甲山スノーパーク  TEL．078-891-0366

上記イベントの開催日時および内容の詳細については、六甲山スノーパークのホームページ（ https://www.rokkosan.com/ski/）でご確認ください

スノーボードスクール
スノーボードメーカーの
バートンが開発した、ビギ
ナー向けの専用ボードで
行う少人数制の特別プロ
グラムで、安全に楽しく
「90分で連続ターン」を体
感できます。
●開催日／毎日開催

六甲山スキースクール
六甲山スキースクールな
ら、細かいクラス分けでは
じめての方でも安心して参
加可能！インストラクターが
丁寧で、きめ細かな指導を
行います。
●開催日／コースにより異
なります

スノイルキッズスクール
3歳から6歳の未就学児を
対象とした幼児向けスキー
レッスンカリキュラム「マジッ
クレッスン」。雪よりもスピー
ドが出ない人工マット上で
の歩行や滑走などを通じ
て、安全に楽しく、雪上での
スキー滑走に必要な基本
動作を自然に身に付けるこ
とができます。
●開催日／毎日開催

宝さがしゲーム
六甲山スノーパークのマス
コット”スノイル”と”ワルイ
ル”と一緒に宝さがしゲーム
をしよう！ “雪の広場”に埋
められたカプセルを探し出
し、素敵な宝ものをゲットし
よう！ 終了後には”スノイル”、
”ワルイル”と一緒に記念
写真も撮れます。
●開催日／1/27（土）、
2/24（土）、3/24（土）

スノーチューブ
大きなタイヤチューブの形
をしたソリで、中央にあるく
ぼみに腰を下ろして雪面を
滑り降りるアトラクション♪
●開催日／2/25（日）まで
の土日祝※臨時開催、休
業あり

じゃんけん大会
六甲山スノーパークのマス
コット”スノイル”と”ワルイル”
と一緒にじゃんけんで勝負！ 
見事に勝ったお友達に素
敵なプレゼントがあります！
●開催日／土日祝
※ただし、1/27（土）、
2/24（土）、3/24日（土））
は除く



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
自然案内人の会

中島
090-8983-7777
（受付時間 18：00～22：00）

無声映画の
効果音

オペレーター
体験

恋のウエスタン
ラリアット

摩耶山天上寺
定例坐禅会

六甲
オルゴール
ミュージアム

六甲山牧場

摩耶山天上寺
078-861-2684

六甲山牧場
078-891-0280

六甲
オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

2/17（土）

2/12
（月・祝）

【集合】
諏訪山
児童公園

●時間／9：30～15：00頃 ●料金／300円 ●コース／諏訪神社～猩々池
～二本松～市章山～錨山（碇山）～ビーナスブリッジ～金星台 ●事前申し込
み／不要  ●古くからの大師道の一部を歩き、春を待っている木々の冬の佇
まいと種、樹皮、冬芽などを自然観察をしながら、市章山からはハイカラで
モダンな神戸の中心地を眺めてその歴史を感じながら楽しく歩きましょう。

●時間／11：30～12：30 ●料金／無料 ※入園・駐車料は別途必要 ●対象
／カップルまたは親子 ●定員／先着10組 ●事前申し込み／不要 ●女性
が馬に乗り、馬上から的になった男性めがけて投げ縄放っていただきます。
投げ縄は3回放っていただき、的（男性）を射止めた方には、牧場オリジナル
の賞品をプレゼントします！

こうべ森の学校 【集合】
同ログハウス前

再度公園

摩耶山天上寺

神戸市
長田区長者町
（長者砂防堰堤上）

神戸市
森林整備事務所
こうべ森の学校

担当
078-371-5937

2/18（日）

●時間／10：30～15：00 ●料金／無料 ●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／13：00～（約1時間） ●料金／おひとりにつき1000円 ●定員／
30人 ●講師／天上寺の僧侶 ●申込方法／前日までに電話にてお申し込
みください ●密教の坐禅瞑想。都会の喧騒を離れた霊山で、凝り固まった
心を解き放ち、無心に瞑想し、自心を見直すひと時をもたれてはいかが・・・。

※雨天の場合、
翌日に延期

2/24（土）

●時間／12：15～15：00 ●集合場所・時間／現地の場合は12：15、バス
停集合の場合は神戸市バス地下鉄長田駅前（4系統）に11：45集合 ●料
金／無料 ※交通費は各自負担 ●対象／元気な方、未経験者・初心者歓迎 
●定員／20人程度 ●申込方法・期限／メール(rokko_gb@lion.ocn.ne.jp)、
電話、FAX（06-4390-5601）にて、2/16（金）まで受け付け ●交流
の森は、森林ボランティア間の連携や技術力の向上をねらいとして、国有地に設けた森の
名前です。森林ボランティアと六甲砂防事務所が一緒になって森づくりを行っており、対象
を一般市民や学生にも広げています。

【主催】
国土交通省
六甲砂防事務所

【問い合わせ・申込先】
森の世話人
活動支援事務局
06-4390-5104
（平日 9:15～17：30）

2/10（土）

第17期受講生募集！ 六甲山のエキスパート養成自然観察講座
●開催期間／2018年4/28（土）～2019年2/28（木）【毎月1回、原則第4土曜、全9講座＋オプション2講座（参加自由）】 ●定員
／30人 ●料金／15000円／年間 ●申し込み方法／六甲山自然案内人の会のホームページから3/31（日）までにお申し込みくだ
さい ※定員になり次第、締め切り ●場所／記念碑台周辺、六甲山自然保護センターなど ●自然観察を通して六甲山の素晴しさ
を知り、自然を愛する心を養い、より豊かなものにしたいといった思いを持った仲間をつくる講座です。六甲山の植物、動
物、昆虫などから地層、地質、砂防保全や外国人と六甲山上開発の歴史など、六甲山全般について学びます。 ●主催／六甲
山自然案内人の会  ●問い合わせ／堂瀬 広幸 メール：dose-anchor@virgo.zaq.jp TEL．078-792-3734

募集期間

3/31（日）
まで

INFORMATION 春節祭期間特別運行 2/16（金）～2/22（木）※2/20（火）定休日まやビューライン
●特別運行時間／始発10：00～ 星の駅下り最終19：50  ●料金／全線往復：大人1540円 小人770円、片道：大人880円 小人440円（大人＝12
歳以上、小人＝6～12歳未満） ●中国の旧暦の正月にあわせた春節期間中に、特別夜間運行を実施します。空気が澄んだ冬のこの時期に、日本新
三大夜景に認定された神戸市の摩耶山からの夜景をお楽しみください！あわせて、18時より各日先着30名様にロープウェーオリジナルグッズをプレゼン
トいたします。※摩耶ケーブル駅窓口で乗車券をご購入いただいたお客様対象 ●問い合わせ先／まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

神戸の街を
眺めて
歴史を知る

2/10（土）

3/11（日）
の期間中、
土日祝開催

～ ●時間／①11：30～ ②14：30～ ●料金／入館料のみ（中学生以上：1030
円、4歳～小学生：510円） ●定員／各回4名まで（先着順） ●事前申し込
み／当日、開催の30分前までにスタッフにお申し込みください ●映画の
場面に合わせて、手動で鳥の鳴き声や汽笛などの効果音をつけることが
出来ます。タイミングよく効果音を鳴らして、映画を盛り上げてみましょう！

六甲
高山植物園
冬季特別開園

六甲
高山植物園

六甲高山植物園
078-891-1247

2/24（土）

3/11（日）
の期間中、
土日祝開催

～
●時間／10：00～16：00（15：30受付終了） ●料金／中学生以上：520円、
4歳～小学生：260円 ※特別開園期間のみ ●特典／①2/24（土） 来園先
着100名様にバイカオウレン苗進呈 ②回数券割引販売 ※5回券2400円
→2000円 ③オリジナルカレンダー進呈 ④駐車料金無料 ●事前申し込み
／不要 ●雪を割って開花する早春の花々をご鑑賞いただくため、特別開
園を行います。期間中、花のガイドや豚汁のふるまい（2月開催のみ）もあり
ます。ぜひこの機会にお越しください。

第14回
交流の森
森づくり活動
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