


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「アメリカ
ワイン入門編 BBQ 付」
です。

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!

ヒンメリとは麦わらを
つないでつくる幾何学
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。様々な形が
作れます。

山の上でのんびりウク
レレをひきましょう。
ハワイアン、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。

2020年のテーマは旅
するスパイス。世界各
国のスパイス料理で旅
行気分を味わいます。 
秋は北インドへ。山で
ナンやチャパティを焼
きましょう。

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？ 

古代技術を用いた火起
こし・焚き火を通じて、
人が原初から受け継い
できた火について学び、
自らの手で火を生み出
す感動を共有しよう。

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。
今月は市章山＆錨山と
大師道。どちらかでも
どちらもでも。

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。合宿では昇りく
る朝陽に向かい氣を練
る、最高の奥義を体験
できます。

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！

今月の

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。参加申込みは
QRコードから。

今月のイベント
Pick up
摩耶山で開催される
おすすめイベントを
ご紹介します。その
他、詳細はＱＲコード
からスケジュール欄
をご覧ください。

●マヤカツ、レンタルのお問い合わせ：monte702（11:00～17:00 火曜定休）  ☎ 078-882-3580  　 info@mayasan.jp　※日時、内容は変更になる場合があります。

5,000円   BBQ付
10/3  13:00～16:00

MAYAワイン倶楽部

500円
10/3  夜 ～ 4 朝
野宿部 ヒンメリ部 山レレ教室

1,500円   材料費込
10/5  11:00～13:00

椅子さえあればそこは
リゾート。とっておき
のラグジュアリース
ペースへご招待。白い
雲をアテにお気に入り
のドリンクで乾杯しま
しょう！

無料   椅子レンタル500円
10/17  11:00～16:00

摩耶山
チェアリングクラブ

500円   ウクレレレンタル可

10/8     14:00～16:00
10/14  14:00～16:00 3,000円   

10/9  11:00～14:00
カレー部 大人の下山部

500円   
10/10  14:00～15:00

6,000円   中高生2000円
10/10  11:00～15:30

火のワークショップ
古代の火を囲む

摩耶山中国語教室

500円   保険、地図付、
交通費、飲食代別途

10/11  10:20～16:00
10/21  10:20～16:00

1,500円 /合宿 16,000円   

10/11・25  10:30～12:00

10/17  14:00～翌14:00

マヤカツ立禅部

摩耶山の風を感じなが
ら、ピクニック気分で
フラを楽しみましょ
う！  海も山も街も見
渡しながらするフラは
最高ですよ！

2,000円   
10/3・8  13:00～15:00
摩耶★HULA

第２水（通常）・木（超初心者）

“踊り”と聞くと躊躇し
がちですが、思ってい
るより気楽になってい
いのです♪まずは気軽
に、心地よく、音楽に
合わせてカラダを動か
してみませんか？

1,000円   
10/18  13:00～14:00

ソラと踊りと音楽と

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   
10/24  14:00～15:00
山のロシア語教室

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

10/18  14:00～15:30
山びこラフターヨガ

風は秋色 - 山の秋を追って -～初めてでも大丈夫～

【御来光立禅合宿】

気軽に書道を楽しむ部
です。12日は大空の下
で、大きな紙に好きな
文字を自由に描いてみ
よう。17日は家族やお
友達に手紙を書こう。

1,000円   
書道セットレンタル可

10/12  11:00～12:00
10/17  11:00～15:00

マヤカツ書道部

大自然の中での瞑想で
ココロもカラダもリフ
レッシュ！ 瞑想するこ
とで心身のバランスが
整い、仕事や家事など
の自己パフォーマンス
力UP！ 初心者もぜひ。

1,500円   
10/17  10:30～12:30

マヤカツ瞑想部

今月は「摩耶の森昆虫
日記」。越冬のため南
西諸島に渡る途中で摩
耶山のフジバカマに集
まるアサギマダラを観
察します。

無料
10/3  10:30～12:00
摩耶の森クラブ

ドライブでは見えない、
散策ではたどり着けな
い、季節の動植物やこ
こでしか見られない絶
景、とっておきのスポッ
トに出会えるレンタサイ
クルです。

1,000円（３時間）  
走行範囲：掬星台～六甲山牧場

平日 11:00～16:00
金土日祝 11:00～18:00

平日のみ 11:00～16:00

マヤチャリ
電動アシスト付自転車

約５分間の乗り方指導
付、グループ利用可。
砂利や凸凹道をものと
もしない、走破性抜群
のオフロードタイヤで掬
星台をハードに駆け回
ろう。

1,000円（30分）  
ヘルメット、プロテクター付
走行範囲：掬星台のみ

ミニセグウェイ
近未来 SUV

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。

無料
10/17  11:00～16:00

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

かつて山上にあった奥
摩耶遊園地の遺構など
を「マヤチャリ」で巡る
ミニツアー。マウントコー
スター、野外劇場、奥
摩耶スケート場などの奥
マヤ遺跡をご案内。

2,000円   
レンタサイクル、保険付

10/17  14:00～15:30

奥マヤ遺跡
ガイドサイクリング

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：10/9（金）
13:30より。webのみ

4,000円   
まやビューライン運賃、保険付

10/30  13:30～17:00

摩耶山・マヤ遺跡
ガイドウォーク

摩耶山の自然を感じな
がらワークショップ。
人と自然を繋ぐという
ナチュラルカラーリス
トの先生といっしょに、
「自然の色」で「自然な
形」を描いてみよう。

1,000円（小人500円）   

10/18  10:30～

森の色遊び
 -自然の色を創ろう

焙煎は簡単。小学生も
できます。摩耶山の自
然の中で気軽に焙煎を
楽しもう。煎りたて、
淹れたてのコーヒーは
格別。飲み比べも楽し
めます。

2,500円   
コーヒー、おやつ付

10/18  10:30～12:30
ソトカフェ焙煎部

1,000円   ドリンク付
続けて参加＋500 円

10/12・26  
①11:00～13:00
②14:00～16:00

ボードゲーム部

飛び入り参加ＯK！

Re-Born！ 山に来ると
呼吸が変わる。身体を
動かすと可能性がひろ
がる。アロマをかぐと
呼吸の質がかわる。ア
ロマとヨガで生まれ変
わるような1日を。

1,500円   
ヨガマットレンタル可

10/25  11:00～12:30
Aromaと山yoga

ユルく楽しく技術向上
がモットー。秋の風景
を探しながら奥摩耶散
策。山の秋を見つけに
行きませんか？ カメラ
は何でもOK！ 初心者
歓迎！

2,500円   
10/24  10:30～15:30

山撮り写真教室

第３日曜（５月～９月）

手ぶらでピクニック
レンタル受付
アウトドアグッズが
レンタルできます。
チェア、サンシェード、
芝マット、ハンモック、
双眼鏡、テーブル、
クッカー、バーナー、
ヨガマット... and more!

集合：オテル・ド・摩耶

NEW


