
■主催／六甲摩耶観光推進協議会
■共催／摩耶山観光文化協会
■後援／神戸市・灘区 六甲山大学 特設ページもご覧ください http://653daigaku.com/rokkosan/

最新情報は六甲山ポータルサイト http://www.rokkosan.com

六甲山・摩耶山では楽しいイベントが盛りだくさん！
お気に入りのイベントを見つけて

さあ、山へ出かけよう！

8月11日は山の日！
施設マップ

施設インデックス

山上へのアクセス

神戸市立森林植物園〈MAP①〉
■
■
■
■

大人（高校生以上）300円、小中学生150円
9：00～17：00（入園は～16：30）
水曜休（祝日の場合は営業、翌日休）
078-591-0253
http://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

¥

休
☎

六甲ケーブル
■

■

7：10～21：10
往復 大人1,000円、小児500円
片道 大人 590円、小児300円
078-861-5288
（六甲ケーブル下駅）
https://www.rokkosan.com/cable/

☎

まやビューライン
■

■

■

■

月水木10:00～17:30
金土日祝10:00～20:50
※季節により延長ダイヤあり
※7月20日（木）～8月31日（木）は
　10:00～20:50
火曜定休（7月20日（木）～8月31日（木）無休）
※強風等により運休の場合あり。
全区間往復 大人1,540円、小児770円
片道 大人880円、小児440円
078-861-2998
（まやビューライン星の駅）
http://koberope.jp/maya

☎

¥

休

六甲有馬ロープウェー
■

■

■

9:30～17:10
※季節・曜日により延長ダイヤあり
※7月20日（木）～8月31日（木）は
　9:30～21:30
※強風等により運休の場合あり。
往復 大人1,820円、小児910円
片道 大人1,010円、小児510円
078-891-0031（六甲山頂駅）
http://koberope.jp/rokko

☎

¥

六甲高山植物園〈MAP⑪〉
■
■
■
■

大人620円、小人(4歳～小学生)310円
10：00～17：00（16：30受付終了）
9月7日（木）
078-891-1247
http://www.rokkosan.com/hana/

¥

休
☎

六甲山カンツリーハウス〈MAP⑫〉
■
■
■
■

大人620円、小人（4歳～小学生）310円
10：00～17：00（16：30受付終了）
9月7日（木）
078-891-0366
http://www.rokkosan.com/country/

¥

休
☎

天覧台〈MAP⑰〉
■
■
■

無料
7：10～21：00
無休
http://www.rokkosan.com/tenrandai/

¥

休

自然体感展望台 六甲枝垂れ〈MAP⑭〉
■
■
■

大人300円、小人（4歳～小学生）200円
10：00～21：00（20：30受付終了）
078-894-2281（六甲ガーデンテラス）
http://www.rokkosan.com/gt/

¥

☎

六甲ガーデンテラス〈MAP⑮〉
■
■
■
■

無料
9：30～21：00（土日祝～22：00）
期間中無休
078-894-2281
http://www.rokkosan.com/gt/

¥

休
☎

TENRAN CAFE〈MAP⑯〉
■

■

11：00～20：30
（L.O.食事19：30/喫茶20：00、
金土日祝は食事・喫茶ともに20：00）
078-891-1011
http://www.rokkosan.com/tenrandai/tenran_cafe/

☎

六甲山フィールド・アスレチック〈MAP⑬〉
■
■
■

■

大人930円、小人（4歳～小学生）510円
10：00～17：00（15：30受付終了）
木曜日（7月20日（木）～8月31日（木）、
11月23日（木・祝）は営業）
078-891-0366（六甲山カンツリーハウス）
http://www.rokkosan.com/athletic/

¥

休

☎

六甲オルゴールミュージアム〈MAP⑩〉
■
■
■
■

大人1,030円、小人(4歳～小学生)510円
10：00～17：00（16：20受付終了）
9月7日（木）
078-891-1284
http://www.rokkosan.com/museum/

¥

休
☎

県立六甲山自然保護センター
六甲山ガイドハウス〈MAP⑨〉
■
■

■
■

無料
C／平日9：30～15：00、土日祝9：30～16：00
GH／9：30～17：00
月曜休
078-891-0616（C）
http://rokkosan.ec-net.jp/wordpress/

¥

休
☎

神戸市立六甲山牧場〈MAP②〉
■
■
■
■

大人500円、小中学生200円
9：00～17：00（入場は閉場の30分前まで）
4月～10月 無休 ※11月は火曜定休
078-891-0280
http://www.rokkosan.net/

¥

休
☎

摩耶山天上寺〈MAP④〉
■
■
■

拝観料志納
9：00～17：00
078-861-2684
http://www.mayasan-tenjoji.jp/

¥

☎

神戸市立自然の家〈MAP③〉
■078-891-0001
http://www.kobe-sizennoie.com/

☎

オテル・ド・摩耶〈MAP⑤〉
■078-862-0008
http://www.hotel-de-maya.com/

☎

GRAND HOTEL
六甲スカイヴィラ〈MAP⑱〉
■078-891-0140
http://skyvilla.jp/

☎

monte 702〈MAP⑥〉
■078-882-3580
http://www.mayasan.jp/monte702/

☎

六甲山YMCA〈MAP⑦〉
■078-891-0050
http://www.osakaymca.jp/rokko/

☎

六甲山ホテル〈MAP⑧〉
■078-891-0301
http://www.653.co.jp

☎

※大人…12歳以上、小児…6歳以上～12歳未満

阪急王子
公園

阪神岩屋

JR摩耶

※六甲ケーブル下駅には
JR六甲道・阪急六甲から
市バス㉖　系統のバス
も利用いただけます。



大人の夏休み～ブナカフェ～
真夏でも30℃を超えることがない六甲高山植物園の樹林区にカフェ屋台「ブナカフェ」を出店。エリアにはハン
モックやブックスタンドを設置し、自然に囲まれた「大人の休日」を演出。ブナの木陰で、コーヒーや当園ならでは
の珍しいお茶を片手にゆっくりと流れる時間を楽しんでいただけます。
【メニュー】コーヒー３００円／マロウブルーティー（水色・紫・ピンクに色が変化するハーブティー）３００円／フレー
バーソーダ３００円／シュガードーナツ２００円
開催日時 8月5日（土）～8月27日（日）の土日祝、8月14日(月)、8月15日(火)、8月16日(水)11：00～16：00(15：30Ｌ.Ｏ)

参加料金 入園料のみ開催場所 六甲高山植物園内 ブナ下広場 参加方法 事前申込不要

スペース ・ホワイト・カフェ
現代美術家・開発好明によるインスタレーション＆カフェ。店内を発泡スチロールや白い家具などで真っ白に装
飾。宇宙船のような空間で、窓の外の絶景を眺めながら、白色のフードや、ドリンクをお楽しみいただきます。（六
甲ミーツ・アート 芸術散歩 先行展示作品）
開催日時 8月1日（火）～9月8日（金）10:00～17:00 開催場所 天覧台（ケーブル山上駅舎３Ｆ）
参加料金 無料（メニュー注文の場合は別途料金要） 参加方法 当日受付

「山の日」の8月はもちろん、秋の六甲山も魅力満載。秋の六甲山を、エコツアーや、
ワークショップ、ハイキングなど様々なプログラムを通じて、満喫しよう！
主催：六甲摩耶観光推進協議会、環境省神戸自然保護官事務所 共催：六甲山大学
開催日時 10月14日（土）、15日（日）10:00 ～16:00（プログラムにより異なる）
開催場所 メイン会場：天覧台（六甲ケーブル六甲山上駅隣接） 参加料金・方法 プログラムにより異なる

六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」~夏バージョン「夏は夜」~
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。伏見雅之氏による演出で、今年のテーマは＜枕草子＞。六甲山から望
む1000万ドルの夜景とともに、幻想的な光景をお楽しみください。（六甲ミーツ・アート 芸術散歩 先行展示作品）

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出来る。

開催日時 7月1日（土）～9月8日（金）19:00～21:00（20:30受付終了）

開催日時 7月15日(土)～8月31日(木)10:00～17:00（受付～16:30）
参加方法 事前申込不要開催場所 六甲高山植物園内

開催場所 自然体感展望台 六甲枝垂れ
参加料金 入場料 大人（中学生以上）300円、小人（4歳～小学生）200円 参加方法 当日受付

四万六千日大祭
四万六千日大祭の日は、一年中で観音さまのご利益を最も多くいただける日として知られています。８月９日午前０時
にはご本尊の観音さまに向けて、天から除災招福の星が下ると言い伝えられています。
【スケジュール】13：00～柴燈大護摩供／18：30～天空の大舞台の盆おどり、萬燈
会／23：00～星下り会式
開催日時 8月8日（火）11:00～9日（水）0:30 開催場所 摩耶山天上寺
参加料金 無料

特集コンサート「星空とオルゴール」
満天の星空を投影したコンサート展示室で、アンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽
器で、「星」や「星座」「惑星」にちなんだ曲を演奏します。＜演奏曲目例＞「きらきら星
変奏曲」作曲：モーツァルト、「星に願いを」作曲：ハーライン、「ムーン・リバー」作曲：マ
ンシーニ 等
開催日時 7月7日（金）～8月31日（木） 開催場所 六甲オルゴールミュージアム
参加料金 無料（入館料のみ） 入館料：大人（中学生以上）1,030円、小人（４歳～小学生）510円
参加方法 予約不要

日本酒ガーデン Stella451
市街地との気温差マイナス5度。昭和30年代には手軽な避暑地として多
くの人が納涼に訪れた摩耶山。かつて摩耶ケーブル山上駅（現虹の駅
前）にあった展望テラスが今年も２日間だけ復活します。夜景と夜風、灘の
酒を楽しむ立ち飲みスタイルの日本酒ガーデン[ステラ451]。皆様のお越
しをお待ちしております。
開催日時 8月25日（金）18：00～20：30、8月26日（土）16：00～20：30
開催場所 摩耶山 まやビューライン虹の駅付近 参加料金 無料※飲食費別途

六甲山夜景ジャズライブ
日本のジャズ発祥の地である神戸。兵庫県神戸県民センターでは、「自然」「夜景」
「ジャズ」といった神戸・六甲山の観光資源を活かした「六甲山夜景ジャズライブ」を
開催します。演奏するのは「おやじジャズバンドコンテストin神戸」の過去優秀バンド
や学生等のアマチュアバンド。１０００万ドルの夜景で知られる六甲山で、秋の気配
漂う夕べのひとときをアマチュアミュージシャンによるジャズ演奏でお楽しみください。
開催日時 9月2日(土)、3日(日) 17:00～18:30
開催場所 六甲山天覧台「TENRAN CAFE」 参加料金 無料 参加方法 事前申込不要

海、山へ行く2017
「山の日」を記念して、摩耶山最大の湖、穂高湖で１日だけのビーチパー
ティ。水上散歩、水上ヨガなどのアクティビティや、水上BBQテラスや
フードブースなど、水辺を楽しむアイテムもいろいろ。この夏は摩耶山の
水辺でのんびりお過ごしください。
開催日時 8月11日（金・祝）11：00～16：30 開催場所 摩耶山 穂高湖
参加料金 なし（飲食、体験は有料）
参加方法 BBQのみ事前申し込み 掬星台から送迎有

第39回 真夏の雪まつり
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 と々した“雪の広場”の中に埋められた「おも
ちゃ」や「キャラクターグッズ」などを探しだす「宝さがしゲーム」が大人気！！ その他、
縁日コーナーや雪玉ストラックアウトなど楽しいイベントを開催します。
開催日時 7月15日（土）～8月31日（木）の毎日、

9月2日（土）～9月10日（日）の土日11：00～16：30※雨天中止

参加料金 無料 ※入園料別途要
開催場所 六甲山カンツリーハウス

参加方法 当日参加

Mt.六甲サマーピクニック2017 アウトドアフェスタin森林植物園
山の日にアウトドアを堪能できるイベント開催。トレイルラン、ロゲイニング、イン
ターナショナルキャンプ、テントなどアウトドア用品の展示・設置講習会、消防署
による訓練活動、スローフードなどの屋台・各種体験ブースの出展、ステージバ
ンド演奏など。

参加料金 トレイルラン、ロゲイニング、キャンプは有料で事前申し込み※入園料・駐車料は別途かかります。
開催日時 8月11日（金・祝） キャンプは10・11日 開催場所 神戸市立森林植物園

問い合わせ先 実行委員会事務局　06-6441-6100

夏休みの宿題解決！ 観察の達人になろう～絶滅危惧種編～

自然の傾斜を生かし、本物の竹を使った本格的な流しそうめんが体験できます。
自分の力で取ったそうめんを自然の中で食べたら、美味しいこと間違いなし！
開催日時 7月24日（月）～8月31日（木）の平日※8月14日（月）、15日（火）は除く

①11:00～12:30 ②14:00～15:30 ※雨天中止

定　　員 各回50名（前日の17時までに要予約・先着順）

定　　員 １５組

開催場所 六甲山カンツリーハウス

流しそうめん

【時間】各日13:00～、14:00～、15:00～（各回約20分）
開催日時 8月19日（土）、20日（日）
参加料金 無料（入館料のみ） 入館料：大人（中学生以上）1,030円、小人（４歳～小学生）510円 参加方法 予約不要

参加方法 予約不要

参加方法 予約ベター

参加方法 要予約（9月11日（月）～電話&web）

参加方法 事前申し込み有(電話＆web) 予約開始日：7月1日（土）～ 対　　象 4歳以上 開催場所 六甲オルゴールミュージアム 中庭 ※雨天時は館内

午後の音楽会 ～口笛奏者 柴田晶子コンサート～

羊以外の動物（アンゴラヤギ、アンゴラウサギ、乳牛、馬）の毛刈りを飼育員の解説を交え実施します。
開催日時 7月17日（月・祝）
参加料金 無料（別途入園料、駐車料が必要） 参加方法 予約不要。来場時に随時会場へご案内する。

開催場所 六甲山牧場 北イベント広場

納涼羊以外の毛刈りショー

夕陽に染まる六甲の景色を見ながらミニポニーと一緒に牧場内をお散歩していただきます。ミニポニーと一緒に
写真撮影もしていただけます。
開催日時 8月11日（金・祝）18:00～19:00（雨天中止）
参加料金 500円（別途入園料、駐車料が必要） 参加方法 定員になり次第受付を終了。

開催場所 六甲山牧場夕陽ヶ丘

夕旬！ ミニポニー黄昏散歩体験 夏はお肉！ 山上リゾートで手軽に味わうBBQ！ ファミリー向けの特別コース「Meat the 六甲山」が登場。国産牛ロー
スのほか、骨付ショートリブ、豚ロースなど、肉の総重量約1,200g！ ボリューム満点のメニューです。サラダやパスタ、
デザートなど約30種が食べ放題のハーフビュッフェ付。屋外テラス席で涼やかな風を感じてください。
開催日時 7月15日（土）～8月31日（木）
参加料金 4名様で24,000円 （追加お1人様につき6,000円） 参加方法 予約不要（オンラインでの事前予約は、お1人様5,500円に）

参加方法 予約不可

開催場所 六甲山ホテル バーベキューハウス「The Grill -ザ・グリル-」

【夏季限定】 ファミリーコース「Meat the 六甲山」

超小規模な縁日で「おもちゃくじ」や「民芸品くじ」など数種類を予定
開催日時 8月21日（月）～8月25日(金） 11:00ごろ～16:00ごろまで

参加料金 一回100円～200円開催場所 オテル・ド・摩耶　ホテル玄関階段下

MAYA de ちっちゃな縁日

異国情緒漂う西側エリア内のシンボル「見晴らしの塔」を照明アーティスト・伏見雅之が、音楽に合わせてお洒
落にライティング。（六甲ミーツ・アート 芸術散歩 先行展示作品）
開催日時 8月1日（火）～9月8日（金）19:20～21:00 参加料金 無料開催場所 六甲ガーデンテラス

見晴らしの塔 サマー・ライティング

参加方法 事前予約（２週間前）

六甲山が見せてくれる大自然の魅力とYMCAが長年培ってきたキャンプが持つ人を育む力、そして家族のきず
なが生み出す人と人をつなぐ力が組み合わさったキャンプ
開催日時 8月12日（土）～8月13日（日）
参加料金 お一人様１０,０００円 ４歳児以上～未就学児８,０００円

開催場所 六甲山YMCA

ファミリーサマーキャンプ

暑い夏休み六甲山で楽しく遊んで涼を体感しませんか「夏あそびのチラシを見た」とお伝えいただければ、1泊2
食付プランの夕食時ワンドリンクをサービスいたします。お食事は欧風料理で地元産の食材を使ったコース料
理をゆっくりお楽しみください。
開催日時 7月24日（月）～9月8日（金） 但し8月10日（木）～8月19日（土）は対象外

参加料金 事前申し込み、宿泊予約時に「夏あそびのチラシを見た」と言うこと。開催場所 グランドホテル六甲スカイヴィラ

グランドホテル六甲スカイヴィラ 夏の涼を体感

通常宿泊ゲストのみ利用可能なジャグジーを、一般開放。ロビーカフェをご利用い
ただいたお客様に限る。荒天時はクローズ。
開催日時 7月20日（木）～8月10日（木）
参加料金 ロビーカフェ利用430円～

参加料金 300円（六甲山カンツリーハウス入園料別途要）

定　　員 10名（ジャグジー定員）
開催場所 オテル・ド・摩耶

クールスポットシェア

飲み放題、食べ放題の仮装パー
ティー　

六甲ガーデンテラスで地元兵庫の新鮮食材を堪能で
きるイベントを開催。地元食材の即売会やグルメ屋台
の出店・縁日・ガラポン・ワゴンセールなどを実施し、「食
欲の秋」を満喫できる。

開催日時 10月29日（日）

参加料金 大人4,500円
小人（小学生）1,800円（税サ込）

定　　員 100名

開催場所 オテル・ド・摩耶

ハロウィンパーティー

参加方法 予約不要

開催日時 9月9日（土）～11月26日（日）

参加料金 無料（入館料のみ）
入館料：大人（中学生以上）1,030円、
小人（４歳～小学生）510円

開催場所 六甲オルゴールミュージアム　

特別展「光とオルゴールが紡ぐ
魔女のやさしい物語」

開催日時 10月21日（土）～11月5日（日）

参加料金 1名につき500円
（抹茶と菓子の接待付）

開催場所 摩耶山天上寺

摩耶山天上寺 宝物展 －大曼荼羅展－
開催日時 9月16日（土）～18日（月・祝）

参加料金 入場無料※一部有料施設・イベント有
開催場所 六甲ガーデンテラス

参加方法 予約不要

六甲ガーデンテラス 秋のナイトマーケット

多肉植物の寄せ植え体験を楽しんでいただきます。
●7月15日（土）～8月31日（木）10：00～16：30（受付～16:00）
●場所／六甲高山植物園ショップアルピコラ ●料金／650円～（器の大き
さ、植物の個数により変動） ●事前申込不要

多肉植物の寄せ植え体験
当日窓口で乗車券を購入された方対象。始発より配布。
●8月11日（金・祝） ●場所／摩耶ケーブル駅、摩耶ロープウェー星の駅

ロープウェーオリジナルグッズ  プレゼント(各駅先着50名様)

当日窓口で乗車券を購入された方対象。始発より配布。
●8月11日（金・祝） ●場所／六甲有馬ロープウェー  有馬温泉駅、六甲山頂駅

ロープウェーオリジナルグッズ  プレゼント(各駅先着50名様)

7月22日より山上各施設で飾っていた笹を持って歩き、天上寺で七夕祈願した後、掬星台でショート
ムービーを鑑賞。
●8月6日（日）18:30～ ●場所／摩耶山天上寺（スタートは掬星台） ●料金／無料

摩耶山笹おい七夕まつり

館内の展示品などを見ながら、オルゴールにまつわるクイズにチャレンジ
●7月22日（土）～8月31日（木） ●場所／六甲オルゴールミュージアム ●料金
／無料（入館料のみ）入館料：大人（中学生以上）1,030円、小人（４歳～小
学生）510円 ●予約不要

オルゴール博士になろう！

●9月24日（日）10:30～15:00※雨天時は10月1日（日）に延期 ●場所／六甲高山植物園内 小便
小僧広場 ●料金／入園料のみ ●定員／30名 ●要予約※8月24日（木）より予約受付開始

フォトセミナー「秋の草花撮影会」

●10月6日（金） ●場所／摩耶山天上寺
十七夜歌垣 観月の夕べコンサート －お茶会と歌声喫茶－

●10月30日（月） ●場所／神戸市立 自然の家
第26回 摩耶山俳句大会

友達や家族と協力しながらバウムクーヘン作りに挑戦しよう！
●9月24日（日）、10月22日（日）～１１月5日（日）10:30～13:30頃 ●場所／六甲山カンツリーハウス 
バウムクーヘン教室会場(スノイルキッチン) ●料金／大人（中学生以上）1,800円／小人（4歳～
小学生）1,200円※入園料別途要 ●定員／10組（大人2名を含む2～5名のグループ単位での申込に限る） ●事前
申し込み有(電話＆web)

バウムクーヘン教室

友達や家族と協力しながら手づくりピザに挑戦しよう！
●9月23日（土・祝）～11月4日（土）※9月30日（土）、10月7日（土）は除く①10:30～12:30②14：00
～16：00 ●場所／六甲山カンツリーハウス 手作りピザ教室会場（スノイルキッチン） ●料金／大人（中
学生以上）1,800円／小人（4歳～小学生）1,200円※入園料別途要 ●定員／5組（大人1名を含む2～4名のご家族・グ
ループ単位でのご参加となります。） ●事前申し込み有（電話＆web）

手作りピザ教室

園内の芝生エリアの一部をドッグランとして開放します
●9月2日（土）～11月5日（日）10:00～16:30※雨天中止 ●場所／六甲山カンツリーハウス 
ドッグラン ●料金／ワンちゃん１頭1,000円　※入園料別途要 ●当日受付

ドッグラン

秋の六甲山でアウトドアを満喫しよう！
●9月30日（土）～11月5日（日） ●場所／六甲山カンツリーハウス ●料金／イベントによって金額変動あり※六甲山カンツ
リーハウス入園料別途要 ●定員／イベントによる

六甲山アウトドア・フェスタ

「食欲の秋」にぴったりのイベントを開催。
●9月30日（土）～11月23日（木・祝）の土日祝11:00～18:00 ●場所／六甲ガーデンテラス ●料金／無料※一部有料施
設・イベント有 ●事前申し込み不要

六甲ガーデンテラスマルシェ

●10月22日（日）11:30～、14:00の２回開催 ●場所／六甲山牧場 北イベント広場特設ステージ ●料金／無料（別途入園
料、駐車料が必要）

ヨーデルチロリアンコンサート

●～8月31日（木）10：00～16：30（15：00受付終了） ●場所／六甲山カンツ
リーハウス＆六甲ガーデンテラス ●料金／1キット800円※六甲山カンツリー
ハウス入園料別途要 ●当日受付

脱出ゲーム(超能力探偵 トキガミ)

夕暮れ時に六甲山の涼しい風に吹かれながらバーベキューが楽しめます。
●8月11日（金･祝）～15日（火）17:00～19:30 ●場所／六甲山カンツリーハ
ウスバーベキュー場 ●料金／510円～※入園料別途要 ●定員／各日108
名 ●事前申し込み有(電話＆web)

夕涼みバーベキュー

翌朝は六甲ガーデンテラスの展望台から朝日を拝みます。
●8月10日（木）、8月11日（金・祝） ●場所／六甲山カンツリーハウス ●料金／
大人（中学生以上）10,000円、小人（4歳～小学生）6,000円（入園料込）
●定員／10組（大人1名を含む2～4名のグループ） ●要予約（電話&web）

山の日特別イベント 六甲山からご来光を見よう！ 手ぶらでキャンプ体験

エジプト式のドーム型石窯で焼き上げるパン作り
●7月15日（土）12:00～と14:00～の2回開催 ●場所／六甲山牧場 まきば夢工房地下１階体験室 
●料金／1組1,800円（別途入園料、駐車料が必要） ●定員／先着12組（１組4名様まで） ●要予約
定員になり次第受付を終了。

幸せの石窯パン作り体験

大人の夏を満喫して頂ける人気イベント「ナイトマーケット」。1,000万ドルの夜景と共に、大人の夏
休みを演出。
●8月5日（土）～27日（日）の土日祝および、14日（月）、15日（火） ●場所／六甲ガーデンテラス ●料金
／入場無料※一部有料施設・イベント有 ●事前申し込み不要

大人の夏休み 六甲ガーデンテラスのナイトマーケット

山上リゾートで手軽に味わうBBQ！ タイムサービスで、山に見立てたビッグケーキが登場。
●8月11日（金・祝）～8月15日（火） ●場所／六甲山ホテル バーベキューハウス「The Grill -ザ・グリ
ル-」 ●料金／追加料金なし（飲食代のみ） ●予約不要

【8月11日～15日ランチ限定】 スペシャルデザート「夏色ロッコウサン」登場

木の枝や実など、自然の素材を使って遊べるブースをご用意。
●8月19日（土）、20日（日）12：00～15：00 ●場所／神戸市立森林植物園 ●料金／ブースにより材料
費要 ●当日受付

夏休みこどもフェスタ

さまざまな国の仲間との出会いとコミュニケーションのあるキャンプ体験です
●8月13日（日）～15日（火） ●場所／六甲山YMCA ●料金／５０,００0円 ●定員／40人 ●事前予約（２週間前）

Global Village Adventure Camp②

六甲山が見せてくれる大自然の魅力を家族で満喫
●8月14日（月）～15日（火） ●場所／六甲山YMCA ●料金／お一人様１０,０００円 ４歳児以上～未
就学児８,０００円 ●定員／１５組 ●事前予約（２週間前）

ファミリーナイトフェスキャンプ

【出演】7月22日（土）佐野仁美、7月23日（日）Mae.【時間】17：00～17：30
特別ガイド、17：30～18：30コンサート
●場所／六甲高山植物園内ナツツバキ広場 ●料金／入園料のみ ●事前申
込不要

夕涼みコンサート

テーマは「六甲山の開発２－昭和初期－阪神・阪急の開発競争」。展示資
料等を提供した森地一夫氏の講演会や周辺歴史探訪ウォーク（7月29日
（土）申込：兵庫県神戸県民センター０７８-３６１-８６２９）も実施します。
●6月3日（土）～8月13日（日） ●場所／県立六甲山自然保護センター ●料金
／無料 ●予約不要

第2回「六甲山コレクション展」

オテル・ド・摩耶16周年特別企画 予約制 地元食材にこだわった特別コース
をご提供 18：30～ 一部制
●7月17日（月・祝） ●場所／オテル・ド・摩耶 リストランテエルベッタ ●料金／
8,640円（税サ込） ●予約ベター

MAYAアニバーサリーディナー

摩耶山上からみる1000万ドルの夜景の中にハートを見つけよう！
●7月21日（金）～8月31日（木）19:00～21:00 ●設置場所／神戸松蔭女子学院大学

オープンハートイルミネーション

オテル・ド・摩耶１６周年特別企画 11：30～15：00（13：30ＬＯ） 90分制
●7月16日（日） ●場所／オテル・ド・摩耶 リストランテエルベッタ ●料金／大人
（中学生以上）2,500円、小人（小学生）1,000円 幼児無料（税サ込） ●当
日利用可。予約ベター。

ＭＡＹＡビュッフェ

●8月19日（土）12：00～15：00 ●場所／摩耶山 掬星台
●料金／100円 ●定員／100名 ●事前申込無

オープンハートそうめん流し

姓名に‘山’がつく名前のお客様は入館料が半額に！ 大人（中学生以上）1,030円→510円、小人
（４歳～小学生）510円→260円 入館時に窓口にて証明証をご提示ください。（保険証、運転免許
証）※崎、岳などは対象外。 
●8月11日（金・祝） ●場所／六甲オルゴールミュージアム

‘山’のつくお名前の方、半額優待！

植物園内で採れた材料を使って工作体験。
●8月12日（土）～8月16日（水）10:30～16:00 ●場所／六甲高山植物園内 
小便小僧広場 ●料金／1アイテム500円 ●事前申込不要

ネイチャークラフト体験

●8月11日（金・祝）①10:30～12:00（10:15受付開始）②14:00～15:30
（13:45受付開始） ●場所／六甲高山植物園内 小便小僧広場（雨天時は映
像館で実施） ●料金／500円 ●定員／20名 ●要予約※7月1日（土）より
予約受付開始

たたき染めに挑戦！ ～藍の葉っぱで染めるオリジナルハンカチ～

まやビューラインは「KOBE観光
ウィーク」にあわせて期間中は夜間
特別運行を実施します。日本新三
大夜景に認定された神戸市の摩
耶山からの夜景をゆっくりとお楽し
みください。
開催日時 9月30日（土）～10月9日（月・祝）

※10月3日（火）定休日 ※下り最終20:50

乗車料金 全線往復（大人）1,540円（小人）770円
開催場所 まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）

まやビューライン夜間特別運行 ロゲイニングとは、地図に記載されたチェックポ
イントを2名以上のチームでまわり、チェックポイ
ント毎に設定された得点を集めて、その合計で
順位を競うフィールドスポーツ♪「六甲山ロゲ
イニング」ではチームごとに作戦を立て、チェッ
クポイントでは見本と同じ写
真を撮影することで得点にな
ります。六甲山の自然やアー
ト作品を楽しみながら、話題
のスポーツに挑戦しよう♪
開催日時 10月15日（日）

乗車料金 大人(中学生以上)3,000円、
小人(4歳～小学生)1,500円(入園料込)

開催場所 六甲山カンツリーハウス

六甲山ロゲイニング

秋のイベントのご案内

気になるイベントの詳細・最新情報は でチェックしてね！六甲山 検索気になるイベントの詳細・最新情報は でチェックしてね！六甲山 検索

…アウトドア …体験 …眺望・夜景 …音楽 …アート …グルメ …その他【イベントの凡例】

六甲山大学5周年記念！ 六甲山・摩耶山 体験フェスタ

まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）特別延長運行：下り最終便 9日AM0:50発
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