六甲・摩耶が好きになるイベントインフォメーション
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課外活動

第9回 神戸・六甲山ツーデーウオーク
開催日

5/19（土）・20（日）※荒天中止 参加特典あり！

①オリジナルデイリーポーチプレゼント
（お一人様につき1点のみ、数量限定）
②六甲山カンツリーハウス遊具フリーパス500円割引（当日限定）③六甲高山植物園入園料金無料（当日限定）

阪急阪神ホールディングス
グループの社会貢献活動
「阪急阪神 未来のゆめ・
まちプロジェクト」の一環と
して、歩きながら清掃活動
を行う
「クリーン・ウオーク」
を全コースで実施し、本大
会の実施を通じて参加者
と共に六甲山上の「美化
活動」
、
「環境保全活動」
に
取り組みます。

5/19（土）

①スタート ②所要時間・距離

③集合場所

【Ａコース】① 9：30〜 ②約3時間・約8㎞ ③深田池公園
（阪急御影駅北側）
【 B コース】①10：00〜 ②約3時間・約8㎞ ③六甲山カンツリーハウス
②約1時間・約3㎞ ③天覧台
（六甲ケーブル山上駅）
【 Cコース】①11：00

5/20（日）
【 Dコース】① 9：30〜 ②約4時間30分・約12㎞ ③王子公園
③六甲山カンツリーハウス
【 Eコース】①10：00〜 ②約3時間30分・約7㎞
②約1時間・約3㎞ ③天覧台
（六甲ケーブル山上駅）
【 Fコース】①11：00
※Ａ
・
Ｂ
・Ｄ・
Ｅコースの受付時間は、
スタートの前後30分間です。
※Ｃ・
Ｆコースの受付時間は、
スタートの30分前開始予定です。
※コースの詳細は六甲山カンツリーハウスのホームページ
（https://www.rokkosan.com/country/）
で
ご確認いただけます。

備考

六甲山一帯を舞台に体力や年齢、熟練度に合わせて最長１２ｋｍから最短3㎞の6
コースを設定しています。
またゴール会場の六甲山カンツリーハウスでは、
アウトドア
グッズが当たる抽選会やさまざまなイベントを開催いたします。
グルメブースをはじめ、
ト
レッキングポールや話題のニュースポーツ
「スラックライン」
の体験、六甲山の間伐材
の粉で作った粘土の工作といったワークショップなどツーデーウオーク参加者だけでな
く、
どなたでも楽しめます。

天候不良等によりコースの変更および中止となる場合があります。中止の場合は、
開催当日の午前6
時以降に六甲山カンツリーハウスのホームページまたは電話
（06-6373-5656・自動応答）
でご案内
いたします。

【主催】神戸・六甲山ツーデーウオーク実行委員会
（六甲摩耶観光推進協議会、
阪急電鉄、
阪神電気鉄道、神戸新聞社、六甲山観光）
【共催】阪急阪神ホールディングス
【協力】
白馬堂、神戸ウオーキング協会
【後援】兵庫県、神戸市、
サンテレビジョン、
ラジオ関西、NHK神戸放送局、
歴史街道推進協議会、六甲山大学実行委員会

●料金／各日500円
（3歳以下は無料）
※六甲山カンツリーハウスの入園料を含みます。※小学生以下は保護者同伴、介助の必要な
方は介助者同伴が必要。●事前申し込み／不要
（当日、受け付け）●問い合わせ／六甲山カンツリーハウスTEL.078-891-0366

初夏の花めぐり
ROKKO フォトグラフィックガーデン
開催日

5/11（金）〜7/31（火）

緑が美しく、花々が見頃を迎える初夏の六甲山で、野外写真展を初開催します。国内外
10名の写真家、アーティストがそれぞれ個性豊かな作品を野外展示します。華麗に咲く
花々やアートな写真で彩られた庭園鑑賞に加え、ショッピングやグルメなど充実した一日
をお過ごしください。
●時間／10：00〜17：00 ※会場による受付終了時間が異なります。 ●場所／六甲オルゴールミュージアム、六甲高山植物園、六甲山カンツリーハウス、六甲ガーデンテラ
ス、
自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲ケーブル
（天覧台含む）
［プラス会場］
ＴＥＮＲＡＮ ＣＡＦＥ ●料金／【前売券】中学生以上：1400円 4歳〜小学生：700円 ※2018年
3/17
（土）
〜5/10
（木）
【当日券】中学生以上：1600円 4歳〜小学生：800円 ※2018年5/11
（金）
〜7/31
（火）●出展アーティスト／大宮エリー、川島小鳥、島田洋平、ヤマ
モトヨシコ、Carol Erb、Richard Tuschman、R.J.Kern 他 ●問い合わせ先／六甲山観光株式会社 TEL.078-894-2210
※本チケッ
トで有料4会場
（「自然体感展望台 六甲枝垂れ」、
「六甲山カンツリーハウス」、
「六甲高山植物園」、
「六甲オルゴールミュージアム」）
にそれぞれ会期中１回の入場
（当日は再入場可）
が可能です。有料４施設に入場後も、
当日
外のお好きな日
（11月25日まで）
に、
いずれかの有料施設にさらに1回入場できる特典付きです。

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
人々とつながり、学ぶ六甲山大学には、誰もが参加できます。

【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
【事 務 局】神戸新聞地域創造内 TEL:078-362-2983
※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。

主な授業スケジュール
日付

〜

4/28（土）
6/24（日）

授業タイトル
開園85周年特別企画
「ヒマラヤの秘境に
咲く花々〜
青いケシと真紅の
シャクナゲ〜」

5/8

仏母会・花会式

5/12

六甲ケーブル
ハイキング
2018
＜第2回＞

（火）

（土）

〜

5/12（土）
6/3（日）
の期間中、
土・日開催
※雨天中止

5/13

（日）
※雨天中止

5/19

（土）
※荒天中止

開催場所

六甲
高山植物園

摩耶山
天上寺
【集合】
摩耶夫人堂前

学部

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。

内容

主催・問い合わせ

●時間／10：00〜16：30 ●料金／入園料(中学生以上：620
円、4歳〜小学生：310円)のみ ●事前申し込み／不要 ●約
1000株の青いケシや真紅のシャクナゲをはじめとする珍し
い植物を多数植栽展示いたします。あわせて、植物写真家・
吉田外司夫氏が撮影したヒマラヤの花々の写真展を映像館
で開催するほか、ハンモックカフェなど様々な催しが開催さ
れます。

六甲
高山植物園

078-891-1247

●時間／11：00〜 ●料金／入山料志納 ●事前申し込み／不要 ●摩耶山
天上寺で執り行われている全国に唯一つの仏生会(花まつり・灌仏会)です。
お釈迦さまの誕生をお祝いし、生母摩耶夫人を讃えます。あわせて子授け
や安産、子どもの安全と健全な発育をお祈りします。◆佳生流華道による献
花式と、湊川神社の巫女によるお神楽の奉納があります。◆ご参詣の皆さまにも、誕生仏に
甘茶を手向けていただきます。◆昔なつかしい「甘茶」のお接待があります。

【集合】
六甲
ケーブル下駅

●テーマ／六甲登山の定番とアルプス薫る高山植物園 幻の青いケシの
花、あざやかに ●出発時間／10:00（受付時間9：30〜10：15） ※荒天時
の催行は当日の6：30に決定 ●料金／無料 ※ただし、入園料が別途必要
●事前申し込み／不要 ●コース／六甲ケーブル下駅〜油コブシ道〜天覧
台東側〜神戸ゴルフ倶楽部〜みよし観音〜六甲高山植物園（解散）
【 約5.5
㎞】 ●このコースでは、
「阪急阪神未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環と
して、コースのゴミ拾いをします。みんなの六甲山をきれいにしよう！

六甲山
カンツリー
ハウス

●時間／10:00〜17:00（16：30受付終了）●料金／
【コース利用料】
300
円（30分）
〜
【ストライダー一式レンタル料】
300円（30分）
〜 ※持ち込み可、
ヘルメット・プロテクターのみのレンタルもあり
（パーク内でのヘルメットや
プロテクターの装着は必須）、入園料が別途必要 ●対象／2〜6歳未満（未
就学児）●事前申し込み／不要（当日、受け付け）●足で地面を蹴って進む、全く新しいコン
セプトのランニングバイク「ストライダー」。そんなストライダーを使った専用パークが期間限
定で登場します！お子様に大人気のストライダーを六甲山で体験しよう！

六甲山
ビジターセンター
リニューアル
オープン記念
六甲山最高峰
ハイキング

【集合】
六甲
ケーブル山上駅

●時間／9：30（集合）
〜15：00 ●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〜六甲山ビジターセンター（記念
碑台）
〜心経岩〜六甲比命神社〜六甲ガーデンテラス〜極楽茶屋跡〜六甲山
最高峰 ※六甲山最高峰の後、有馬温泉へ下るコースと六甲高山植物園
に行くコースに分かれます（希望により選択）、コースは変更となる場合があります ●記念碑台
にある六甲山自然保護センターが、展望テラスの拡張や芝生広場の整備など、装いも新たに
「六甲山ビジターセンター」としてリニューアルオープン。それを記念して、六甲山最高峰を訪
ねるハイキングを実施します。爽やかな新緑に包まれながらの山歩きにご参加ください。

摩耶山
リュックサック
マーケット

摩耶山
掬星台

ストライダー
エンジョイ
パーク

摩耶山天上寺

078-861-2684

六甲
ケーブル下駅

078-861-5288

六甲山
カンツリーハウス

078-891-0366

六甲ケーブル下駅

078-861-5288

摩耶山再生の会
（monte702内）

●時間／11：00〜16：00 ●料金／出店料不要 ●事前申し込み／（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 ●リュックサックマーケットは六甲山で生まれたほんわかのんびり
マーケット。
リュックひとつであればだれでも参加できるフリーマーケットです。

078-882-3580

（11：00〜17：00、火曜定休）

スポーツ体験イベント in 六甲山カンツリーハウス【5/12（土）・13（日）】
パラグライダー体験

カヤック体験

スラックライン体験

ロープクライミング体験

●時間／①10：30〜12：00 ②12：30〜14：00
③14：30〜16：00 ●料金／3000円 ※入園
料が別途必要 ●定員／各回10人 ●対象／
小学生限定
（体重20〜70㎏の方に限る）※イ
ンストラクターの説明を理解できるのであれば
幼児でも可 ●申込方法／ホームページにて
4/14（土）
から受付開始

●時間／①11：00〜 ②12：00〜 ③13：30〜
④14：30〜 ⑤15：30〜 ※各回45分 ●料金
／中学生以上：2000円 4歳〜小学生：1500
円 ※入園料が別途必要 ●定員／各回5組
●対象／ペア限定 ※中学生以上を含む2人組
●申込方法／ホームページにて4/14（土）
から受付開始

●時間／①11：00〜 ②12：00〜 ③13：30〜
④14：30〜 ⑤15：30〜 ●料金／無料 ※た
だし、入園料が別途必要 ●事前申し込み／
不要（当日、受け付け）

●時間／11：00〜17：00（16：30受付終了）
●料金／1000円 ※入園料が別途必要 ●
定員／最大8人（交代制）●対象／小学生ま
で ●事前申し込み／不要（当日、受け付け）

【問い合わせ】
六甲山カンツリーハウス TEL．
078-891-0366 詳しくは六甲山カンツリーハウスのホームページ（https://www.rokkosan.com/country/）
をご確認ください。

INFORMATION

まやビューライン ゴールデンウィーク期間特別運行

4/27（金）
〜5/6（日）

●運行時間／始発 10:00〜 星の駅下り最終20:50 ●料金／【全線往復】大人
（12歳以上）
：1540円、小人
（6歳以上12歳未満）
：770円【片道】大人：880円、小
人：440円 ●ゴールデンウィーク期間は全日、延長ダイヤで運行します。行楽シーズン到来！昼間はゴンドラの車窓から見える新緑を満喫。夜は日本新三大夜景に認定
された神戸市の摩耶山からの1000万ドルの夜景をお楽しみください。●問い合わせ先／まやビューライン星の駅 TEL.078-861-2998

文学部

芸術学部

他にも楽しい授業がもりだくさん!

健康学部

環境学部

食文化学部

詳しくは「六甲山大学」ホームページで！

総合学部

課外活動

653daigaku.com

