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開催日 7/8（日）※雨天中止
アジサイと鳥たち 探鳥会

開催日 7/14（土）～8/31（金）は毎日開催9/1（土）～9（日）の期間中は土・日のみ開催

第40回 真夏の雪まつり

自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40回目。六甲
山スノーパークの製氷機で造
る“雪の広場”では、大人も子
どもも雪あそびが楽しめ、中
でも広々とした“雪の広場”
の中に埋められたおもちゃや
雑貨などを探しだす「宝さがし

ゲーム」が大人気！！その他、専用の製造器を使って、全長50センチの雪だるまが
作れるコーナーや、縁日コーナーなど楽しいイベントを開催しています。

●時間／【雪まつり】11：00～16：30 ※お盆期間の8/11（土）～15（水）は10：30～
17：30 【縁日コーナー】10：30～16：00 ●場所／六甲山カンツリーハウス内 真夏の
雪まつり会場 ●料金／参加無料 ※ただし、入園料が別途必要、縁日コーナーは
1回300円 ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ先／六甲山カンツリーハウス 
TEL.078-891-0366

開催日 7/22（日）食虫植物の寄せ植え

食虫植物の育て方の講習及び、実際に寄せ植えを行えます。成果物は終
了後に持ち帰ることが出来ます。

●時間／【午前の部】10：30～12：00【午後の部】14：00～15：30 ※受け付けは15分
前開始 ●場所／六甲高山植物園 小便小僧広場 ●料金／3,000円（種苗代、講
習料込） ※入園料が別途必要 ●定員／各回25人 ●講師／土居 寛文（兵庫県立
フラワーセンター） ●申し込み方法／6/18（月）から電話にて受付開始 ※定員にな
り次第、締め切り ●問い合わせ先／六甲高山植物園 TEL.078-891-1247

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。

●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【早朝コース】7：00発（次は9：05発）
【定例コース】9：05発（次は10：05発） ●場所／神戸市立森林植物園 ●料
金／300円（野鳥の会会員100円）、大学生以下は無料　※入園料・駐車料
が別途必要 ●事前申し込み／不要（当日、受け付け） ●問い合わせ先／神
戸市立森林植物園 TEL.078-591-0253

開催日

7/6（金）～9/7（金）まで「ミッキーマウス・マーチ」

世界最大級の自動演奏オ
ルガン「デカップ・ダンス・オ
ルガン“ケンペナー”」（以
下、ケンペナー）等で、ディ
ズニー映画の楽曲を演奏
します。
ケンペナーは第二次世界
大戦開戦の前年（1938

年）にベルギーでつくられました。ダンス・ホールなど大勢の人が集まる場
所で演奏され、多くの人々に親しまれていたこの自動演奏楽器の魅力を、
実際の演奏を通じてご紹介します。当時の人々が迫力ある演奏で流行曲
を鑑賞していたように、本企画では現代の大人から小人まで、幅広く親し
まれているディズニー映画の楽曲をケンペナーで演奏します。

●時間／10：00～17：00の毎時30分から15分間（最終受付16：20） ●場所
／六甲オルゴールミュージアム ●料金／参加無料 ※ただし、入館料が別途
必要 ●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

特集コンサート
世界最大級のダンスオルガンで聴く

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。

【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。



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

六甲山 山歩き謎解きゲーム トキガミ 販売場所：六甲山カンツリーハウス内「遊具総合案内所」
●開園時間／10：00～17：00 ※16：00受付終了（難易度によって異なります） ●所要時間／【上級編】3時間～【中級編】約1時間30分【初級編】制限時間30分 ※お子
様対象 ●料金／【上級編】1,600円【中級編】1,200円【初級編】800円 ※六甲山カンツリーハウスへの入園料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●問い合わせ／株式
会社フラップゼロα TEL．06-7174-3804
キットの情報をもとに物語を読み進めながら、六甲山の各所に仕掛けられたヒントやアイテム・暗号などを見つけ出し、実際にあなた自身が謎を解くアトラクションゲーム
です。初級・中級・上級と異なる謎解きを用意しており、初級・中級は六甲山カンツリーハウス園内で、上級は六甲山カンツリーハウスと六甲ガーデンテラスを周遊する
謎解きとして実施します。

六甲山大学つうしんは2018年9月号をもって休刊することになりました。イベント情報につきましては、六甲山大学ホームページおよび神戸新聞紙面にて、引き続きご案内させていただきます。

開催中

9/2（日）まで

～

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
ケーブルハイキング

2018
＜第4回＞

六甲ケーブル下駅
078-861-5288

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

六甲高山植物園
078-891-1247

摩耶山再生の会
（monte702内）
078-882-3580

（11：00～17：00、火曜定休）

六甲オルゴール
ミュージアム
078-891-1284

六甲
ガーデンテラス
078-894-2281

7/13
（金）

7/14
（土）

7/28
（土）
※雨天中止

7/8
（日）

※雨天中止

7/21
（土）
※荒天中止

7/29
（日）

※雨天中止

【集合】
六甲ケーブル
山上駅

自然体感
展望台
六甲枝垂れ

六甲高山
植物園

摩耶山
掬星台

六甲
オルゴール
ミュージアム

六甲
ガーデン
テラス

氷室開き

沖先生の
ぶらぶら
園内ガイド

摩耶山
リュックサック
マーケット

ケルティック
コンサート

●時間／10：00～ ●料金／無料 ※ただし、入場料が別途必要 ●定員／
20人 ●申し込み方法／6/13（水）10：00から電話にて受付開始 ※定員
になり次第、締め切り ●開業記念日にあたる7/13（金）に、展望台の内
部にある氷を貯蔵している部屋の扉を開放し、外気を取り入れる「氷室開
き」を行い「冷風体験」をスタートします。

●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 ●事前申し込み／不要 ●講師／沖 和行 ●薬
草を中心に観察しながら、植物の秘められた魅力や人の生活と植物との
かかわりについて詳しくわかりやすい解説を行います。

●時間／11：00～16：00 ●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 ●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。

●時間／①17：30～ ②18：00～ ③18：30～ ※各回約20分間  ●料金／
参加無料 ※ただし入館料が別途必要 ●事前申し込み／不要 ●ミュージ
アムガーデン（中庭）で開催する、屋外コンサート。夏の夕暮れを待ちなが
ら、六甲山の自然の中でオルゴールの音色をお楽しみください。カフェのテ
ラス席から食事やお酒を飲みながらのんびり耳を傾けるのもオススメです。

●時間／①14：00～ ②16：00～ ●料金／参加無料 ●出演／ｈａｔａｏ＆ｎ
ａｍｉ ●事前申し込み／不要 ●遥か英国を感じるケルトの音色を六甲ガーデ
ンテラスでお楽しみください。

サンセット・
コンサート

●テーマ／夏はやっぱりソフトクリーム！六甲山牧場と沙羅の花咲く摩
耶山天上寺へ ●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、ケーブル運
賃、入園料が別途必要 ●コース／六甲ケーブル山上駅～記念碑台～丁
字ヶ辻～六甲山牧場～杣谷峠～摩耶山天上寺～摩耶山掬星台（解散）
【約9.0㎞】 ●事前申し込み／不要 ●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！

NPO法人
六甲山の自然を
学ぼう会

090-1596-5205

7/29
（日）
※雨天の
場合は
8/11(土)に
順延

兵庫県立
ビジター
センター

兵庫県環境学習
プログラム

｢六甲山の自然と
友だちになろう
（子供向け）Ⅰ ｣

●時間／10：15～15：00 ●料金／無料 ●定員／40人 ●対象／園児、
小学生 ※保護者同伴が必須 ●事前申し込み／不要 ●六甲山の自然の
すばらしさや生態系の仕組みを、紙芝居や生き物観察、自然体験を通じて
学びます。

INFORMATION 7/20（金）～8/31（金）まやビューライン・六甲有馬ロープウェー 夏ダイヤ

【まやビューライン】●運行時間／10：00～
20：50 ※期間中、無休 ●料金／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 
●夏の行楽シーズンが到来！ケーブルとロー
プウェーで、神戸から紀伊半島までの大パノ
ラマの雄大な風景を楽しもう。 ●問い合わせ
先／星の駅 TEL.078-861-2998

【六甲有馬ロープウェー】●運行時間／9：30～
21：30 ※期間中、無休 ●料金／往復：大人 1,820
円、小人 910円 片道：大人1,010円 小人510円 ●
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」へぜひご乗車ください！ ●問い合わせ先／
六甲山頂駅 TEL.078-891-0031
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