


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
https://coubic.com/mayasan/

山の上でのんびりウク
レレをひきましょう。
ハワイアンから歌謡
曲、POPS など。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。

春のはじまりを感じな
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3/15  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！

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  3/7  14:00～15:00

ユルく楽しく技術向上
がモットー。坂の上か
ら港を撮って、青谷
道から摩耶紅梅が香
る掬星台へ。春景色
の街撮り＋山撮りハイ
キングです。

￥ 2,500円3/21  9:00～15:30

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 3/14  14:00～15:00

四季折々の景色を楽し
みながら月イチ水曜と
日曜、毎月いろんな
ルートで楽しく下山し
ます。ライフスタイル
にあわせて、どちらか
でも、どちらもでも。

過去に摩耶山・マヤ
遺跡ガイドウォークに
参加された方限定の
ツアーです。旧摩耶
観光ホテルの正面に
接近します。

3/27

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  3/8・22  10:30～12:00
第 2・4日曜日

ウクレレレンタルあり
￥ 500円

第 2水（通常）・木（超初心者）
3/11・12  14:00～16:00

第 3日曜日／飛び入り参加ＯK！

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  3/19  11:00～15:00

山レレ教室 山びこラフターヨガ

摩耶山中国語教室

山のロシア語教室

マヤカツ 立禅部

山撮り写真教室山のニットカフェ［MOTOKOTO］

マヤ遺跡ガイドウォークspecial edition

￥ 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

①3/8    10:20～16:00ころ②3/11 

大人の下山部❶「ロックロックロック４つの岩を巡ろう」
❷「ラムランチを食べよう♪」

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？今回のテーマは
「チリワイン～入門編」
です。

￥ 3,000円  3/20  14:00～16:00

MAYAワイン倶楽部

ワイン、おつまみ付

￥ 無料

摩耶山に春を告げる
春山開きの行事、摩耶
詣祭を見ながら吟行
（ハイク）します。俳句
初心者の方も楽しめ
ます。お気軽にどうぞ。

摩耶の森クラブ
3/28  10:30～14:30

3/22  10:30～14:30ころ

ボードゲーム部

ドリンク付
続けて参加＋500 円

￥ 1,000円3/9・23①11:00～13:00
②14:00～16:00

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！

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3/25  11:00～13:00ころ
材料費別途

摩耶山ハングル散策

電動アシスト付き自転
車で初春の摩耶山を
ポタリング。六甲山牧場
まで 30 分！ 散策時間
の短縮にもおすすめ
です。右上のQRコード
から予約できます。

マヤチャリレンタル

●お問い合わせ　　
monte702（11:00～17:00 火曜定休、2/12 ～ 3/5 休）
☎078-882-3580　　info@mayasan.jp

￥ 500円 おでん付

新酒を持って摩耶山に
集まりませんか？   鏡
割りと新酒で新春の宴
をしましょう。日本酒
４合瓶１人１本お持ち
ください。アテの差し
入れ歓迎！

3/7  12:00～15:00

MAYA新酒の宴

日本酒 4合瓶 1人 1本持参

焙煎は簡単。小学生も
できます。戸外で焙煎
体験をして、摩耶山の
自然の中でおいしい
コーヒーをいただきま
しょう。

￥ 2,500円 3/29  10:30～12:00

ソトカフェ焙煎部

コーヒー、おやつ付

自分で焙煎した
コーヒーを飲もう

定員 30名（予約優先） ワンドリンク付

山の朗読会「本読み
の時間」。今回は、神
戸在住で今年作詞家
生活50周年を迎える
松本隆さんのことばの
世界に迫ります。

￥ 2,500円

本読みの時間
3/15  14:30～16:30

￥ 無料
出店料無料のフリマ、
リュックサックマーケッ
トと山上で自由に楽器
を演奏できるアコース
ティックピクニックは今
月から11月までの毎月
第３土曜日に開催。

3/21  11:00～16:00
平日　　  11時～16時
金土日祝  11時～18時

￥ 3時間 1,000円
以降 100 円 /1 時間

「摩耶山俳句ハイク」

「春景色
  - 港が見える坂から青谷道 -」

集合：阪急王子公園駅西口 集合：まやビューライン虹の駅
￥ 1,000円／人
3人目から半額、保険付

①自然栽培の大豆と麹
を杉樽で約１年、じっ
くり寝かせるこだわりの
お味噌作りワークショッ
プ。②春の始まりを感じ
ながらハイキングしま
しょう。

①3/8  
②3/18  

MOTOKOTOクラブ ❶「摩耶山オーガニック味噌作り」
❷「ハイキング企画」

詳細は決まり次第アップします。（右上QRコード参照）

集合：自然の家

②

①

「松本隆の世界２」

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

予約受付：3/ 6（金）より。webのみ


