


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 火曜定休、7/20～8/31 は無休）
☎078-882-3580　　info@mayasan.jphttps://coubic.com/mayasan/

￥ 4,000円

摩耶山の歴史の痕跡を、
山道を下りながらご紹介。
廃墟として話題の旧摩耶
観光ホテルにも接近しま
す。予約受付：7/ 5（金）
13:30より。webのみ

摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク
7/26  13:30～17:00

摩耶山の守り神「龍神」をテーマに歴史や
自然の魅力満載のガイドツアーです。

ワンコインハイク
7/20  10:30～12:00 ￥ 500円保険付

まやビューライン運賃、保険付

きのこは気まぐれです。き
のこライター堀博美さんと
まやのきのこに会いに行き
ましょう。お昼は おむすび・
きのこピクニック！

￥ 800円 7/17  11:00～13:30

まやのきのこあるき

場所：虹の駅展望台

でかい！   直径約 15cm、六
甲シャンピニオン「ジャンボ
マッシュルーム」をジュー
ジュー！  きのこが主役。冬は
きのこ鍋、夏はきのこBBQ！

￥ 2,000円 7/31  11:00～13:30

きのこ部BBQ

ウクレレレンタルあり
￥ 500円

第 2水（通常）・木（超初心者）

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！

7/10・11  14:00～16:00

鳥のさえずりを聞きながら
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7/21  14:00～15:30

今日何して遊ぶ？ 初対面
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。お一人様での参加も
大歓迎です！

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  7/13  14:00～15:00

夕焼けから残照、宵闇へと
移りゆく摩耶の空を撮影。
ビールもつまみも持込み
OK！  ヒグラシの声を聴き
ながらハッピーアワーの写
真教室です。

￥ 2,000円7/20  16:30～19:30

山レレ教室

山びこラフターヨガ

ボードゲーム部 摩耶山中国語教室

山撮り写真教室 「納涼トワイライト
  - 夕空を撮ろう - 」

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 7/13  14:00～15:00

山のロシア語教室

第 3日曜日／飛び入り参加ＯK！

７月は「摩耶の森昆虫日記」。摩耶山で見ら
れる昆虫の不思議や魅力を観察します。

摩耶の森クラブ
7/27  10:30～12:00 ￥ 無料

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。

Maya Book Camp
7/6 夜～7朝 ￥ 1,000円 朝食、ドリンクバー付

初心者さん小物材料、飲み物付

初心者は簡単な小物から。
基本をマスターすれば、帽子、
マフラーなんかも編めちゃ
います。編める方はお好き
なものを。楽しく編めるよ
うお手伝いします。

￥ 1,500円  7/25  11:00～14:00

山のニットカフェ［MOTOKOTO］

￥ 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※22日のみ③17:00～19:00 あり

第 2・4日曜日

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。①鵯越から縦走路
本来のコースで塩屋を目指
します。②まだまだ楽しめる
紫陽花を見に森林植物園へ。

①7/10　②7/21
10:30～17:00ころ

大人の下山部 ①「縦走路を塩屋まで！」
②「紫陽花を見よう♪」

ドリンク付
続けて参加＋500 円

￥ 1,000円7/8・22 ①11:00～13:00
②14:00～16:00

知れば知るほど美味しさ 
UP ！ 一緒に学びながら、
自分好みのワインを見つ
けませんか？   今回はトワ
イライト開催。テーマは「ス
パークリングワイン」です。

￥ 3,000円  7/27  17:00～19:00

MAYAワイン倶楽部

アニョハセヨ！韓国旅行で
使えるフレーズを実際に
シミュレーション。会話練
習や料理を通して韓国語
や韓国文化を楽しく学ぶ
サロンです。

￥ 500円7/24  11:00～13:00ころ
材料費別途

ワイン、おつまみ付

立禅とは、立って行う禅。
静かに立つことから始ま
るシンプルな健康法。緑
に囲まれた屋外立禅は心
地よさ抜群！  誰でも出来
ます！

￥ 1,000円  7/14・28  10:30～12:00

マヤカツ 立禅部

摩耶山ハングル散策

お菓子付
￥ 1,000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。

7/20  15:00～16:00

山のフランス語教室&茶会

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 7/26 夜～27 朝

野宿部

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。今月は「夏
の太陽」もつくれます。

7/8  11:00～13:00

ヒンメリ部

￥ 1,000円

“原点回帰”が今期のテーマ。
山にくると気持ちがいい。
香りをかぐと心が落ち着く。
ヨガとアロマでリラックス＆
リフレッシュ。山での癒しの
時間をご一緒しましょう！

7/21  11:00～13:00
ヨガマットレンタルあり

Aroma と山 yoga

心地よ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！
ヨガのあとは希望者のみ
"ぬりえ" もできます。

7/27  11:00～12:30 ￥ 1,000円
ヨガマットレンタルあり

コトリヨガ

①クセになる履きごこちで
大人気。デニムのみみを草
履にしちゃおう。②牧場を瓶
に詰め込んでお持ち帰り。
六甲山牧場の羊さんの毛を
つかいます。

アウトドアクラフト①「デニム草履を作ろう」
②「牧場テラリウムを作ろう」

「BIG MUSHROOM PARTY」

材料費込
￥ 2,000円①7/22  11:00～13:00

②7/24  11:00～13:00第 3日曜日（5月～9月）
※10月のみ第 4日曜日

① ②

第4土曜日（5月～10月）

「プレミアムフライデーナイト！」

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。

リュックサックマーケット
7/20  11:00～16:00  ￥ 無料

楽器を持って摩耶山へ GO！   ライブでも
フェスでもない音のピクニック。

アコースティックピクニック
7/20  11:00～16:00  ￥ 無料


