


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）
☎078-882-3580　　info@mayasan.jphttps://coubic.com/mayasan/

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11/20  11:00～13:00ころ
材料費別途

摩耶山ハングル散策

山の上でのんびりウクレレ
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！

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11/17  14:00～15:30

今日何して遊ぶ？ 初対面
でも盛り上がる名作、新作
ゲームをご用意。スタッフ
同席でお一人でも安心です。

初心者向け簡単な「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  11/9  14:00～15:00

ユルく楽しく技術向上が
モットー。今月は錦秋の森
を映す穂高湖と摩耶イエ
ロー輝く森へ。カメラで紅
葉狩りに行きませんか？　
初心者の方大歓迎です。

￥ 2,500円11/16  10:30～15:30　

初心者も安心！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 11/9  14:00～15:00

季節ごとの景色を楽しみな
がらいろいろなルートで下
山します。今月はシュライ
ンロードで観音像巡り。全
部でいくつあるか数えてみ
よう。

￥ 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：11/ 1（金）
13:30より。webのみ

11/22  13:30～17:00

￥ ①1,000円

②2,500円

①11/11・25  11:00～13:00
　　　　　　14:00～16:00
②11/16  20:00～翌 9:30

まやビューライン運賃、保険付

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  11/10・20・24  10:30～12:00

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。

11/9  15:00～16:00

材料費込、新米おにぎり付

￥①2,500円
②2,000円

米わらを使って摩耶山でお
正月準備。玄関や家の中
に飾りましょう。①しめ縄に
縁起のいい鶴を合わせま
しょう。②お家の守り神の亀
さんをつくりましょう。

①11/25  11:00～13:00
②11/29  11:00～13:00

材料費込
￥ 1,500円

フィンランドでは幸せを呼
ぶ光のモビールと呼ばれて
いるヒンメリ。今月は冬支
度。ヨウル ( 冬至 ) 祭に飾
るヒンメリをライ麦で編み
ましょう。

11/11  11:00～13:00

摩耶山の魅力を一緒に楽し
み、ご紹介するMOTOKOTO
クラブ。今月はカジュアル
な野点を山の中で。秋の
山をハイキングと野点で満
喫しましょう。

第2・4日曜日（+待望の平日開催！）

ウクレレレンタルあり
￥ 500円

第 2水（通常）・木（超初心者）
11/13・14  14:00～16:00

第 3日曜日／飛び入り参加ＯK！

￥ 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
11/6  10:30～16:00ころ

焙煎は簡単。小学生もでき
ます。煎りたて淹れたての
コーヒーは普段とは別物！今
月は「コロンビアナリーニョ
スプレモ」と「モカ イルガ
チョフ」を飲み比べます。

￥ 2,500円 11/17  10:30～12:00
コーヒー、おやつ付

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  11/7  11:00～14:00

￥ 3,000円

春夏秋冬カレー三昧！ 今
回は平日開催。キノコと
木の実のカレーとおかず
を作って食べましょう。
おかずは何になるかはお
楽しみに。

11/22  11:00～14:00

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 11/9 夜～10 朝

リュックひとつでだれでも参加できるフリマ、
11月は「摩耶山カレーピクニック」がオープン。

11/16  11:00～16:00 ￥ 無料

掬星台にカレーが大集合。ワイワイ、ヒーヒー
ピリ辛ピクニック。

ひとりで練習するもよし、セッションするも
よし。楽器を持って摩耶山に集まろう。

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 山のロシア語教室

マヤカツ 立禅部

山のフランス語教室&茶会

アウトドアクラフト ❶藁鶴付きしめ縄を作ろう
❷藁亀さんを作ろう

ヒンメリ部

MOTOKOTOクラブ「野点ハイキング」

大人の下山部

山撮り写真教室 「燃える秋
  - 穂高湖と紅葉の森 -」 ソトカフェ焙煎部 自分で焙煎した

コーヒーを飲もう

山のニットカフェ［MOTOKOTO］

カレー部

野宿部

「シュラインロードで唐櫃まで」

摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

￥ 6,000円

大人の下山部、野宿部共催。
六甲全山縦走路をのんびり
１泊２日をかけて歩くネイ
チャートリップツアー。自然
と文化や歴史も味わえる
「歩く旅」です。

11/9  7:00～翌 15:00ころ
ガイド、１泊２日３食、保険付出発：塩屋または鵯越

六甲全山キャンプ縦走

リュックサックマーケット

電動アシスト付き自転車で秋の摩耶山をポタリング。ネットで予約できます。

平日  11:00～16:00　金土日祝  11:00～18:00  
マヤチャリレンタル

￥ 3 時間 1,000円

摩耶山カレーピクニックアコースティックピクニック

￥ 3,000円11/24  9:00～15:30ころ
お抹茶、お菓子、保険付集合：新神戸駅 1階

マヤ遺跡の中でもひときわ
存在感のある旧摩耶観光
ホテルのエントランスに
カフェがオープン。「まや
ビューラインサポーター
の会」会員限定。

11/23  12:00～16:00

初冬のマヤ遺跡カフェ
￥ 1,000円
ドリンク付要予約

❶通常開催
❷ボードゲームキャンプ

①ドリンク付き、続けて参加＋500 円
②ドリンクバー、朝ごはん付

以降 1時間毎に 100 円

予約サイト


