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News letter

スポーツの秋！食欲の秋！
六甲山でお手軽アウトドア体験！
～六 甲 山 秋 の ア ウ ト ド ア ・ フ ェ ス タ １０月３日からイベント開始！～
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、スポーツの秋・食欲の秋を満喫していただくために、１０月３日（土）から１１月
３日（火・祝）の土曜・日曜・祝日に、「六甲山 秋のアウトドア・フェスタ」を開催します。
お子様に大人気の「ストライダーエンジョイパーク」、浮遊感を体験できる「パラグライダー」や、生地から作り
かまどを使って焼き上げる「パンといちごジャムを作ろう！」など手軽に挑戦できる様々な「スポーツ」と「食」の体験
イベントを行います。

■六甲山 秋のアウトドア・フェスタ 日程
日程

プログラム

１０月３日（土）～１１月３日（火・祝）の土、日、祝

ストライダーエンジョイパーク ※予約不要

１０月３日（土）～１０月３１日（土）の土曜日

手作りピザ教室

１０月４日（日）～１１月１日（日）の日曜日

バウムクーヘン教室

１０月３日（土）、４日（日）

いも掘り＆やきいも体験

１０月１０日（土）～１１日（日）

秋の手ぶらでフリーキャンプ
スラックラインレッスン

１０月１７日（土）、１８日（日）
パラグライダー
１０月３１日（土）

親子で挑戦！パンとイチゴジャムを作ろう

１１月１日（日）

親子で挑戦！飯ごう炊さん

１１月３日（火・祝）

ダッチオーブンでローストチキンを作ろう！

＜備考＞予約制イベントは、９月１４日（月）より Web サイト
（www.rokkosan.com/country/）で受付を開始します。
ストライダーエンジョイパーク以外は事前予約制です。

上記の事前予約アウトドアイベントの詳細は
２ページ目以降をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響でイベントを中止・内容を変更する場合があります。

＜この資料に関する問合せ先＞
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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＜イベントは下記詳細をご確認ください＞
■ストライダーエンジョイパーク
足で地面を蹴って進むお子様に大人気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。
【日
程】 １０月３日（土）～１１月３日（火・祝）の土・日・祝 ※雨天中止
【時
間】 １０：００～１７：００（１６：３０受付終了）
【対
象】 ２歳～５歳（未就学児）
【料
金】 ３０分３００円、１時間５００円、３時間７００円（入園料別途要）

■手作りピザ教室

※web サイトでの事前予約制

生地を作るところからスタートし、本格的なピザを焼き上げます。ピザ釜を
使って焼き上げるので「外はカリカリ、中はモチモチ」の美味しいピザがで
きます。専属のスタッフが丁寧に指導するため、アウトドア初心者や
ご家族・仲間内で気軽に楽しめます。
【日
程】 １０月３日（土）～３１日（土）の土曜日
【時
間】 前半１１：００～１３：００ 後半１４：００～１６：００

ストライダーの様子

※終了時間は焼き上がり具合によって異なります

【対
【料
【定

象】 大人１名を含む２～４名のご家族、グループ
金】 大人１，８００円、小人１，２００円 （入園料別途要）
員】 各回５組（１組４名まで）

■バウムクーヘン教室

手作りピザ教室 イメージ

※web サイトでの事前予約制

生地を塗った青竹をくるくる回しながらたき火であぶり、本格的なバウム
クーヘンを焼き上げます。手軽に作れるため、お子様でも気軽に体験で
きます。生地作りから焼き上げまでを専属のスタッフが丁寧に指導する
ため、初めての方でも安心の人気イベントです。
【日
程】 １０月４日（日）～１１月１日（日）の日曜日
【時
間】 １１：００～１３：３０
※終了時間は焼き上がり具合によって異なります

【対
【料
【定

象】 大人２名を含む２～５名のご家族、グループ
金】 大人１，８００円、小人１，２００円（入園料別途要）
員】 各回６組（１組５名まで）

■いも掘り＆やきいも体験

※web サイトでの事前予約制

バウムクーヘン 開催時の様子

六甲山の体験農園で育てたさつまいもを収穫し、六甲山産のやきいも
を作ります。火おこしも体験できます。
【日
程】 １０月３日（土）、４日（日） ※雨天中止
【時
間】 ①１１：００～ ②１４：００～
【対
象】 ４歳以上
【料
金】 大人１，５００円 小人１，０００円（入園料別途要）
【定
員】 各回８組（１組５名まで）
※空きがあれば当日受付あり
※いもの生育状況によっては、いも堀りを中止する場合があります
いもほり体験 開催時の様子

■秋の手ぶらでフリーキャンプ！

※web サイトでの事前予約制

夏に行う人気のキャンプイベントを秋にも開催。キャンプグッズを全て用
意しているので、初心者の方も気軽に参加できます。
【日
【時
【対
【料
【定

程】
間】
象】
金】
員】

１０月１０（土）～１１日（日） ※荒天中止
１５：００～翌１１：３０
４歳～小学生までのお子様を含む親子
大人１０，０００円 小人８，０００円（入園料込み）
１０組（１組２名以上、最大５名まで）
フリーキャンプ 開催時の様子
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■スラックラインレッスン

※web サイトでの事前予約制

細 い ベル ト 状 の ライ ン の上 でバ ラン ス を楽 しむスポ ー ツ です 。関西
スラックラインコミュニティの公認インストラクターで Nippon Open Slackline
Campionship 2016 シニアクラス優勝などの経験がある「田中健雄氏」に
よるレッスンをお楽しみいただけます。
【日
程】 １０月１７日（土）、１８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
【料
金】 無料（入園料別途要）
【定
員】 各回１２名

■パラグライダー

スラックライン 開催時の様子

※web サイトでの事前予約制

園内の芝生広場でパラグライダーの体験ができます。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】 １０月１７日（土）、１８日（日） ※雨天中止、強風時は実施見合わせ
【時
間】 ①１０：３０～ ②１２：３０～ ③１４：３０～
【対
象】 小学生限定（体重２０ｋｇ～７０ｋｇの方に限る）
【料
金】 ３，０００円（入園料別途要）
【定
員】 各回１０名
【主
催】 ウエストジャパンアウトドアスクール

■親子で挑戦！パンとイチゴジャムを作ろう！

パラグライダー 開催時の様子

※web サイトでの事前予約制

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
【料
【定

程】
間】
象】
金】
員】

１０月３１日（土） ※雨天中止
１０：３０～１３:３０
４歳以上のお子様を含む親子
大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）
８組（１組２名以上、最大５名まで）

■親子で挑戦！飯ごう炊さん

イチゴジャム作り イメージ

※web サイトでの事前予約制

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】 １１月１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）
【料
金】 大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）

■ダッチオーブンでローストチキンを作ろう！

飯ごう炊さん 開催時の様子

※web サイトでの事前予約制

アウトドアクッキングの定番、ダッチオーブンを使ってローストチキンを
作ります。火の起こし方やダッチオーブンのメンテナンス方法もレクチャー。
【日
程】 １１月３日（火・祝） ※雨天決行、荒天中止
【時
間】 １０：３０～１３：３０
【対
象】 ４歳以上のお子様を含む親子
【料
金】 大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）
【定
員】 ８組（１組２名以上、最大５名まで）
ローストチキン イメージ

＜六甲山カンツリーハウス 営業概要＞
【営業期間】
【営業時間】
【休 園 日】
【入 園 料】

１１月２３日（月・祝）まで
１０：００～１７：００（１６：３０受付終了）
９月２４日（木）
大人（中学生以上）７００円、小人（４歳～小学生）３５０円、
ワンちゃん１００円 ※ワンちゃんの入園には一定の条件あり
六甲山ポータルサイト

http://www.rokkosan.com
- 3 -

