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六甲山カンツリーハウス園内 

 

初初夏夏のの六六甲甲山山ででアアウウトトドドアアをを満満喫喫ししよようう！！  

六六甲甲山山アアウウトトドドアア・・フフェェススタタ 55//11２２（（土土））ススタターートト！！     
～～売売るるののもも買買ううののもも子子供供だだけけキキッッズズフフリリーーママーーケケッットト初初開開催催～～  

  
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市 社長：秦雅夫）のグループ会社である、六甲山観光株式会社（本社：    

神戸市 社長：宮西幸治）が運営する六甲山カンツリーハウスは、車で神戸・三宮から約３５分、大阪市内から約  
６０分の位置にあるアウトドアレジャー施設です。 
当園では、爽やかな新緑を満喫できるこの季節に、初心者の方でも気軽にアウトドア体験ができる「六甲山 

アウトドア・フェスタ」を開催し、毎年好評いただいております。 
 
今年で四回目を迎える、お子様に大人気の「ストライダーエンジョイ Park」をはじめ、六甲山で浮遊感を 

体験できる「パラグライダー」や、ペアで楽しめる「カヤック」などの様々なスポーツ体験イベントを行います。また、
今年初開催の「キッズフリーマーケット」は売るのも買うのもお子様だけの専用空間で行い、「金銭」         
「コミュニケーション」「リサイクル」について学ぶことができるイベントです。 
その他、「第９回 神戸・六甲山ツーデーウオーク」では、「六甲山の魅力・楽しさを再発見する」をコンセプトに、

ベストシーズンである初夏の六甲山を幅広い世代にお楽しみいただけるよう最長１２ｋｍから最短３ｋｍの 
計６コースを設定し、みんなでのんびり楽しく歩くウオーキングイベントを開催します。 

 
 
  
■六甲山アウトドア・フェスタ 日程 
 

  
         

 
＜この資料に関するお問合せ先＞ 
六甲山カンツリーハウス 広報担当 
ＴＥＬ：０７８－８９１－０３６６ ／ ＦＡＸ：０７８－８９１－０７５７ 
〒６５７－０１０１ 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８ 
 
■六甲山カンツリーハウス営業概要 
【営業期間】 ４月１４日（土）～１１月２５日（日）  
【営業時間】 １０：００～１７：００（１６：３０受付終了） 
【休 園 日】 ４月１９日～６月７日の木曜日（５月３日は除く）、９月６日 
【入 園 料】 大人（中学生以上）６２０円、小人（４歳～小学生）３１０円、ワンちゃん１００円  

※ワンちゃんの入園には一定の条件があります 

日程 プログラム 日程 プログラム 

５月１２日（土）～ 

６月３日（日）の 

土・日 

ストライダーエンジョイ Park ５月２７日（日） 

ハンモック/ 

親子で挑戦！ダッチオーブンでロースト

チキンを作ろう！/ 

＜ＮＥＷ＞キッズフリーマーケット 

５月１２（土）、 

１３日（日） 
パラグライダー/カヤック/スラックライン ６月２日（土） 親子で挑戦！飯ごう炊さん 

５月１９日（土）、 

２０日（日） 
第９回 神戸・六甲山ツーデーウオーク ６月３日（日） 

親子で挑戦！パンとイチゴジャムを 

作ろう！ 

５月２６日（土） 親子で体験！キャンプ入門/ハンモック 

資料提供：２０１８年４月１３日(金) 
送信元：六甲山観光株式会社  

六甲山カンツリーハウス 

 

 
各イベントの開催情報の詳細は２ページ目以降をご覧ください。 
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パラグライダー 開催時の様子 

ストライダーエンジョイ Park 開催時の様子 

  
■ストライダーエンジョイ Park 
人気の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。 

 
【日   程】 ５月１２日（土）～６月３日（日）の土・日 ※雨天中止 
【時   間】 １０：００～１７：００（１６：３０受付終了） 
【対   象】 ２歳～６歳（未就学児） 
【定   員】 なし ※当日、現地にて受付 

          ※混雑時はお待ちいただく場合あり 

【料   金】 ３０分 ３００円/１時間 ５００円/３時間 ７００円 
 （入園料別途要） 

※ストライダーの持込み可（レンタル有/有料） 

ストライダーエンジョイ Ｐａｒｋ以外でのご利用は不可 

※ヘルメット・プロテクター要装着（レンタル有/有料） 
 

■パラグライダー 
専属のインストラクターが指導するので、お子様でも安心して 

浮遊感を体験できます。 
 
【日   程】 ５月１２日（土）、１３日（日） 

※雨天中止、強風時は実施見合わせ 

【時   間】 ①１０：３０～１２：００ ②１２：３０～１４：００  
③１４：３０～１６：００ 

【対   象】 小学生限定 

【定   員】 各回８名（予約優先、先着順）  

※webサイトでの事前予約制。開催日前日まで 

空きがあれば当日受付あり 

【料   金】 ３，０００円（入園料別途要） 
【主   催】 ウエストジャパンアウトドアスクール 
 

■カヤック 
水の流れがゆるやかな園内の池で行うので、初めての方でも 

安心してお楽しみいただけます。友達や親子などペアでカヤックを

体験できます。 
 

【日   程】 ５月１２日（土）、１３日（日） ※雨天中止 

【時   間】 ①１１：００ ②１２：００ ③１３：３０ 
④１４：３０ ⑤１５：３０ 
※各回４５分 

【対   象】 ペア限定 ※中学生以上含む 
【定   員】 各回５組  

※webサイトでの事前予約制（開催日前日まで） 

空きがあれば当日受付あり 

【料   金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要） 
 

■スラックライン 
ロッククライマーの間で始まったとされる、ロープの上を歩く 
“綱渡り”。上級者はロープの上でジャンプなどの技を決める 
話題のスポーツです。 

 
【日   程】 ５月１２日（土）、１３日（日） ※雨天中止 
【時   間】 ①１１：００ ②１２：００ ③１３：３０ 

④１４：３０ ⑤１５：３０   
【対   象】 どなたでも 
【定   員】 なし ※当日、現地にて受付 

         ※混雑時はお待ちいただく場合あり 

【料   金】 無料（入園料別途要） 

【協   力】 明石スラックラインコミュニティ 

カヤック 開催時の様子 

スラックライン 開催時の様子 
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ローストチキン 開催時の様子 

 

キッズフリーマーケット イメージ 

NEW! 

 

  
■親子で体験！キャンプ入門   
バーベキューなどのアウトドアを楽しむ季節の到来を前に、タープの

立て方や、テントの張り方、簡単に作れるランチなど基本技術を  

レクチャーします。 
 

【日   程】 ５月２６日（土） ※少雨決行 

【時   間】 １０：３０～１４：３０ 
【対   象】 ４歳以上小学生までのお子様を含む親子 
【定   員】 １０組（１組５名まで）  

          ※webサイトでの事前予約制 

※５月２３日（水）１７時まで 

【料   金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要） 
 
■みんなで体験！ハンモック  
誰もが一度は憧れるハンモックを体験できます。寝転んでゆらゆら   

揺られながら見上げた青空は最高です。 
 

【日   程】 ５月２６日（土）、２７日（日） ※雨天中止 

【時   間】 ①１１：００～１３：００ ②１４：００～１６：００ 
【対   象】 どなたでも 
【定   員】 １回当たり最大５名まで  

※当日、現地にて受付 

          ※混雑時はお待ちいただく場合あり 

【料   金】 無料（入園料別途要） 
     
■親子で挑戦！ダッチオーブンでローストチキンを作ろう！  

アウトドアクッキングに欠かせない“ダッチオーブン”を使い、ロースト
チキンやラーメンを作ります。火の起こし方や、メンテナンスの仕方 

までレクチャーします。 
 

【日    程】 ５月２７日（日） ※少雨決行 

【時    間】 １０：３０～１３:３０ 

【対    象】 ４歳以上小学生までのお子様を含む親子 

【定    員】 ８組（１組５名まで）  
    ※webサイトでの事前予約制 

    ※５月２５日（金）１７時まで 

【料   金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要） 
 
 

■キッズフリーマーケット 
 
売るのも買うのもお子様だけで行う、子供限定のキッズフリー   
マーケットです。大人のいない空間「キッズフリマ」はお子様だけの
専用空間で、お子様たちはこのフリーマーケットを通して①金銭  
教育②コミュニケーション能力③リサイクル精神について学びます。 

【日   程】 ５月２７日（日）  

          ※雨天時は園内レストラン・アルペンローゼにて開催 

【時   間】 １３：００～１４：３０  

【対   象】 小学生以下のお子様 

【料   金】 無料 
【主   催】 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩキャンペーン事務局 
         ＆ＮＰＯ法人キッズフリマ 
         ※出店については https://kidsfm.trx.jp/へお問い合わせください。 

ハンモック体験 開催時の様子 

キャンプ入門 開催時の様子 

https://kidsfm.trx.jp/
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要予約イベントは Webサイト（www.rokkosan.com/country/）にて承ります。 

飯ごう炊さん 開催時の様子 

イチゴジャム作り イメージ 

 
■親子で挑戦！飯ごう炊さん  
家族で力を合わせ薪で火をおこし、飯ごう炊さんやカレー作りに挑戦

します。デザートにはコロダッチを使って焼きリンゴを作ります。 
 
【日   程】 ６月２日（土） ※少雨決行 

【時   間】 １０：３０～１３：３０  

【対   象】 ４歳以上小学生までのお子様を含む親子 

【定   員】 ８組（１組５名まで） 

※webサイトでの事前予約制 

※５月３０日（水）１７時まで 

【料   金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要） 
 
■親子で挑戦！パンとイチゴジャムを作ろう！ 
家族で生地から作って焼き上げたパンに、手作りのイチゴジャムを 

つけて召し上がっていただけます。 
 

【日   程】 ６月３日（日） ※少雨決行 

【時   間】 １０：３０～１３：３０  

【対   象】 ４歳以上小学生までのお子様を含む親子 

【定   員】 ８組（１組５名まで） 

※webサイトでの事前予約制 

※６月１日（金）１７時まで 

【料   金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要） 
 

■第９回 神戸・六甲山ツーデーウオーク 
２日間にわたって、初夏の六甲山をみんなで歩きながら、山上の 
清掃活動を行う“クリーン・ウオーク”を実施します。イベント参加費
の一部は 「六甲山上緑化推進のための基金」に寄付しており、  
幅広い世代の方々とともに、六甲山上の「美化活動」「環境保全  
活動」に取り組みます。ゴール会場ではトレッキングポールや親子で
挑戦できる話題のスポーツ「スラックライン」の体験会、ワーク    
ショップなどツーデーウオーク参加者以外の方も楽しめるイベントを
開催します。 

≪ツーデーウオーク≫ 

【日   程】 ５月１９日（土）、２０日（日） ※雨天中止 

【集合場所・時間】 コースにより異なる ※詳しくは、webサイトへ 

【対   象】 どなたでも 

（小学生以下は保護者、介助の必要な方は介助者の同伴が必要） 

【定   員】 なし ※当日、現地にて受付 

【料   金】 １日５００円／人 

（六甲山カンツリーハウス、 

六甲高山植物園の入園料含む/３歳以下の方無料） 

【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】 神戸ウオーキング協会、白馬堂 

【後   援】 兵庫県、神戸市、サンテレビジョン、NHK神戸放送局、歴史街道推進協議会、ラジオ関西、 

六甲山大学実行委員会 
 

神戸・六甲山ツーデーウオーク 開催時の様子 


