


摩耶山をフィールドに得意分野を活かした市民主催の活動・講座が開催されています。
詳細、参加申込は右のQRコードからどうぞ。  ※日時、内容は変更になる場合があります。

今月の
●お問い合わせ　　
monte702（11:00～17:00 火休）
☎078-882-3580　　info@mayasan.jphttps://coubic.com/mayasan/

お菓子、飲み物、保険付1時間ほど山上を歩きます

ウクレレレンタルあり

ドリンク付

￥ 500円
6/14 は超初心者コース

￥ 500円
交通費、飲食代別途
保険、地図付

集合：摩耶ロープウェー星の駅

山の上でのんびりと
ウクレレをひきましょ
う。初めての方は超
初心者コースがおす
すめ。ウクレレのレン
タルもあります。レッ
ツ、ウクレレ！

6/13・14  14:00～16:00

季節ごとの景色を楽し
みながらいろんなルー
トで下山します。今月は
六甲縦走路を西へ。
鍋蓋山～菊水山に挑
戦。オプションで宝塚
～掬星台（1泊）あり。

6/3  10:30～18:00ころ

鳥のさえずりをききな
がら山の上で笑い、深
呼吸。免疫力アップ！
仲間が増える！笑うと
いいこといっぱい！
TV・雑誌で話題の「笑
いヨガ」教室です。

￥ 無料6/17  14:00～15:30

今日何して遊ぶ？ 初
対面どうしでも盛り上
がる名作ゲームを体験
し、交流の輪を広げよ
う！ 新ゲーム続々入荷
中。①②両方参加の場
合は1500 円。

￥ 1,000円6/11・25  ①11:00～13:00
　　　　 ②14:00～16:00

とりあえずビール！など
初心者向けの簡単な
「使える」会話を学ぶ
中国語サロンです。神
戸を訪れる中国や台湾
からのお客様をおもて
なししませんか？

￥ 500円  6/30  14:00～15:00

いつもの野カフェハイク
がバージョンアップ！！
「六甲山を歩こう」など
の著者でフリーライター
の根岸真理さんによる
読図プチハイキングをご
一緒しましょう！！ 

￥ 3,000円  6/7  10:30～12:30ころ

雨でも OK のカフェ開
催で、スイーツの撮り
方をお教えします。
撮影後はスイーツとお
茶を楽しんで。その
後、雨でなければ紫
陽花の撮影実習も。

￥ 2,900円  6/23  13:30～17:00

￥ 無料

６月は「水辺の生き
物観察」。モリアオガ
エルの卵塊や、アカ
ハライモリ、ミズスマ
シなど貴重な生き物
を観察します。

摩耶の森クラブ

山レレ教室

大人の下山部

山びこラフターヨガ

ボードゲーム部

摩耶山中国語教室

MOTOKOTOクラブ

①初心者用小物材料、飲物付   ②材料費、飲物付
①初心者は簡単な小物
から。編める方はお好
きなものを。②山で使え
るオリジナルガス缶カ
バー。リネンやジュート
で編んでみよう！ デコ
カラビナもつくれます。

￥ ①1,500円  
②2,000円  

①6/13  11:00～14:00
②6/16  11:00～15:00

山のニットカフェ

山撮り写真教室 「雨の日は
  カフェでスイーツ」

￥ 500円

歴史や自然ガイドつ
きのミニハイクを土
日祝日に開催中。幻想
的な霧ツアー、マヤ
遺跡巡りなど。３日前
までに予約。最小催
行人数２名

土日祝  午前の部／夕方の部

ワンコインハイク

初心者でも安心！初級
ロシア語会話と読み
書き。ロシアの文化、
歴史、現状 …どんな
授業になるか集まって
くださる方次第！

￥ 500円 6/9  14:00～15:00

山のロシア語教室

6/23  10:30～12:00
￥ 無料

リュックひとつでだれ
でも参加できるフリマ、
リュックサックマー
ケットがオープン。楽
器片手に音のピクニッ
ク、アコースティックピ
クニックも同時開催。

リュックサックマーケット＆
アコースティックピクニック
6/16  11:00～16:00

こどもたちの五感をフ
ルに活性化。楽しい！面
白い！これなあに？色々
な発見をシェアし森の
仲間たちと素敵な時間
を過ごしませんか？新
しい仲間募集中～！

森のようちえんフリーダム！

材料費込
￥ 1,500円

ヒンメリとは麦わらを
つないで作る幾何学
模様のモビール。フィン
ランドでは幸せを呼ぶ
光のモビールと言われ
ています。思い思いに
色々な形をつくろう。

6/4  11:00～13:00

ヒンメリ部「縦走路を西へ！
- 4つの山を攻めよう-」

お茶＆焼き菓子付
￥ 1,500円

①ヤシ繊維のラフィアを
編んで、鍋敷き・パン
かご・ぼうしなど作って
みよう。②デニムを作る
ときに出てくるデニムの
みみ。捨てずにオリジ
ナル草履にしちゃおう。

①6/18  11:00～13:00
②6/25  11:00～13:00

アウトドアクラフト①「ラフィアを編もう」
②「デニム草履をつくろう」

お菓子付
￥ 500円

参加者レベルに合わ
せたフランス語講座
と、毎回異なるフラ
ンス地方菓子の歴史
やレシピについて語
るお茶会です。

6/9  15:00～16:00

山のフランス語教室&茶会

「根岸真理さんの読図
プチハイク＆野カフェ」

￥ 1,000円

“感覚を磨く” が今期の
テーマ。山に来たとき、
かえるとき。動くまえと、
うごいたあと。季節ごと
に移りかわる山の景色
と、香りの変化をたのし
んでいきましょう！

6/3  11:00～13:00
ヨガマットレンタルあり

Aroma と山 yoga

テントレンタルあり

摩耶山でキャン活 ! 公
式に野宿できるのはこ
こだけ。自然の家の
キャンプ場で野宿しま
す。焚き火を囲んで
一晩中摩耶山を語り
合いましょう!

￥ 500円 6/9 夜～10 朝

野宿部

1000万ドルの夜景とご来光を楽しめるアウト
ドア初心者大歓迎の読書会です。

足元には 1000 万ドルの夜景、見上げれば
宇宙に輝く星、日帰りほしぞら観察会です。

Maya Book Camp
6/2 夜～3朝 ￥ 1,000円ドリンクバー、朝食付

ほしぞらカフェ
6/17 夜  ￥ 1,000円 飲み物、おやつ付

心地良い鳥たちの声が
聞こえる中でのヨガ♪
深呼吸をするような
ゆったりとしたヨガで
山の自然と一体に！初
めてでも大丈夫♪小鳥
バッジもプレゼント。

6/24  11:00～12:30 ￥ 1,000円
ヨガマットレンタルありスイーツセット付 ※雨天中止

コトリヨガ

①通常開催
②「ガス缶カバーを編もう！」

①

②

②

集合：自然の家  摩耶施設ロビー
6/9  11:00～14:30ころ ￥ 1,000円／人

3人目から半額、保険付
草木染め 100 円／ 1組


