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初夏の六甲山でアウトドアを満喫しよう！

六 甲 山 ア ウ ト ド ア・フ ェ ス タ 5 / 1 １（ 土 ）ス タ ー ト ！
～チャンバラ合戦-戦 IKUSA-を初開催！～

六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：宮西幸治 阪神電気鉄道株式会社 100％出資）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。
今年初開催のスポンジ刀を使って大人数で戦う体験型アクテビティ「チャンバラ合戦-戦 IKUSA-」をはじめ
お子様に大人気の「ストライダーエンジョイ Park」、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、「第１０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
日程

プログラム

日程

プログラム

５月１１日（土）～
５月２６日（日）の

ストライダーエンジョイ Park

６月１日（土）

第１０回 神戸・六甲山ツーデーウオーク

６月２日（日）

親子で体験！キャンプ入門

土・日
５月１１（土）、
１２日（日）
５月１８日（土）、

パラグライダー/カヤック/

１９日（日）

ロープクライミング

５月２５日（土）

＜ＮＥＷ＞チャンバラ合戦 -戦 IKUSA-

６月８日（土）

６月９日（日）

ダッチオーブンでローストチキンを作ろ
う！
親子で挑戦！飯ごう炊さん
親子で挑戦！パンとイチゴジャムを
作ろう！

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。

＜この資料に関するお問合せ先＞
六甲山カンツリーハウス
ＴＥＬ：０７８－８９１－０３６６ ／ ＦＡＸ：０７８－８９１－０７５７
〒６５７－０１０１ 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８
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■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
【時
【対
【定

程】
間】
象】
員】

５月１１日（土）～５月２６日（日）の土・日 ※雨天中止
１０：００～１７：００（１６：３０受付終了）
２歳～５歳（未就学児）
なし ※当日、現地にて受付

【料

金】 ３０分 ３００円/１時間 ５００円/３時間 ７００円

※混雑時はお待ちいただく場合あり
（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

ストライダーエンジョイ Park 開催時の様子

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１８日（土）、１９日（日）

【時

間】 ①１０：３０～１２：００ ②１２：３０～１４：００
③１４：３０～１６：００
象】 小学生限定
員】 各回８名（予約優先、先着順）

※雨天中止、強風時は実施見合わせ

【対
【定
【料
【主

※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
金】 ３，０００円（入園料別途要）

催】 ウエストジャパンアウトドアスクール
パラグライダー 開催時の様子

■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
【時
【対
【定

程】 ５月１８日（土）、１９日（日） ※雨天中止
間】 ①１１：００ ②１３：００ ③１４：００
④１５：００ ⑤１６：００
※各回４５分
象】 ペア限定 ※中学生以上含む
員】 各回５組

【料

※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
金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）

カヤック 開催時の様子

■NEW！ チャンバラ合戦 -戦 IKUSA当たってもいたくないスポンジの刀を持ち、腕に命（カラーボール）を
取り付けて、大人数で戦う、体験型アクテビティを初開催します！
【日
程】 ５月２５日（土）
【時
間】 ①１１：００～１２：００ ②１３：００～１４：００
③１５：００～１６：００ ※各回１時間
【対
象】 どなたでも
※未就学児は保護者と一緒に参加が必要です。
※お子様を抱っこされての参加はできません。

【定

員】 各回１００名

【料

※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
金】 １，５００円（大人・小人一律、入園料別途要）
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■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
【時
【対
【定

程】
間】
象】
員】

６月１日（土） ※少雨決行
１１：００～１４：３０
４歳以上小学生までのお子様を含む親子
１０組（１組５名まで）
※web サイトでの事前予約制
※５月３０日（木）１７時まで

【料

金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）

キャンプ入門 開催時の様子

■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
【時
【対
【定

程】
間】
象】
員】

６月２日（日） ※少雨決行
１０：３０～１３:３０
４歳以上小学生までのお子様を含む親子
８組（１組５名まで）
※web サイトでの事前予約制
※５月３１日（金）１７時まで

【料

金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）

ローストチキン 開催時の様子

■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
【時
【対
【定

程】
間】
象】
員】

６月８日（土） ※少雨決行
１０：３０～１３：３０
４歳以上小学生までのお子様を含む親子
８組（１組５名まで）
※web サイトでの事前予約制
※６月６日（木）１７時まで

【料

金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）

飯ごう炊さん 開催時の様子

■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
【時
【対
【定

程】
間】
象】
員】

６月９日（日） ※少雨決行
１０：３０～１３：３０
４歳以上小学生までのお子様を含む親子
８組（１組５名まで）
※web サイトでの事前予約制
※６月７日（金）１７時まで

【料

イチゴジャム作り イメージ

金】 大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）
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■第１０回 神戸・六甲山ツーデーウオーク
神戸・六甲山ツーデーウオークは、「六甲山の魅力・楽しさを再発見する」をコンセプトに、長年六甲山上に
おいてホテルや観光施設などの経営に携わってきた阪神電気鉄道㈱と阪急電鉄㈱などが、幅広い世代の
方々にウオーキングを楽しんでいただくことを目的に共同で企画し、２０１０年から毎年開催している初夏の恒例
イベントで、今年で１０回目を迎えます。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。また、ゴール会場
では好日山荘プロデュース「Ｍｔ.Ｆｅｓｔａ 2019ｉｎ六甲」を同時開催します。

神戸・六甲山ツーデーウオーク 過去開催時の様子

Mｔ.FESTA 過去開催時の様子

≪ツーデーウオーク≫
【日
程】 ５月１１日（土）、１２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
【料

員】 なし ※当日、現地にて受付
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
【協
【後

催】 阪急阪神ホールディングス
力】 神戸ウオーキング協会、白馬堂
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
≪ツーデーウオーク参加特典≫

① 開催１０周年オリジナルサコッシュのプレゼント

オリジナルサコッシュ

『第 １０回 神 戸 ・六 甲 山 ツーデーウオーク』ロゴ入 り
オリジナルサコッシュ をプレゼント。
※ お １ 人 さ ま に つき １ 点 の み ※ 数 量 限 定

②遊具フリーパスの割引
ツーデーウオーク参加日当日に限り、ゼッケンの提示で六甲山
カンツリーハウスの遊具フリーパスが５００円引きになります。

③六甲高山植物園の入園料金無料
ツーデーウオーク参加日当日に限り、ゼッケンの提示で六甲高
山植物園の入園料金が無料になります。

六甲高山植物園内 クリンソウ

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