


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。

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。
会話練習や現地の料理
を通して、韓国語や韓
国文化を楽しく学ぶサ
ロンです。

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？ 

六甲全山を１泊２日で
歩くネイチャートリップ
ツアー。焚き火を囲ん
で夜空を見上げ、清々
しい山の朝をむかえま
せんか？

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！  メンタルトレー
ニングにも効果あり。

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。

500円
11/7  夜 ～ 8 朝
野宿部ヒンメリ部

山レレ教室

1,500円   材料費込
11/2  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
11/21  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

11/11  14:00～16:00
「通常コース」
11/12  14:00～16:00
「超初心者コース」 500円   材料費別途   

11/25  11:00～13:00

摩耶山
ハングル散策

六甲全山
お泊まり縦走

500円   
11/14  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

6,500円   宿泊費、３食、
保険、地図、ゼッケン付

11/7  8:30～11/8  21:30

大人の下山部 ＋ 野宿部

1,500円
11/8・22  10:30～12:00

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   
11/11・27  13:00～15:00
摩耶★HULA

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。
16日はお家の守り神の
亀さんを。30日は縁起
のいい鶴さんをつくり
ましょう。

アウトドアクラフト

2,000円   材料費込

11/16  11:00～13:00
「藁かめさんを作ろう」
11/30  11:00～13:00
「藁鶴さんを作ろう」

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。

MOTOKOTO
山のニットカフェ

1,500円    飲み物、
初心者さん小物材料付

11/5  11:00～14:00

“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   
11/8  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   
11/7  14:00～15:00
山のロシア語教室

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。

大人の下山部

702円   保険、地図付、
交通費、飲食代別途

11/18  10:20～16:00
「縦走路を東へ！宝塚まで」

11/29  10:20～16:00
「紅葉を求めて（再度公園）」

燃える秋 - 穂高湖とシェール道 -

～初めてでも大丈夫～

立禅部、秋のハイキン
グ企画。立つ事で疲れ
が取れる「積極的休養」
を実体験しよう。桜谷
道を抜けて森林植物園
へ、紅葉狩り＋立禅を
楽しみましょう。

2,000円
11/25  10:30～13:00

マヤカツ立禅部
立禅ハイキング

気軽に書道を楽しむ部
です。墨をすって文字
を書く、ただそれを楽
しみます。今月は大空
の下で、大きな紙に好
きな文字を自由に描い
てみよう。

1,000円   
書道セットレンタル可

11/9  11:00～12:00
マヤカツ書道部

「紅葉と晩秋の植物観
察会」秋の摩耶山は
「紅」がテーマ。赤く
染まったイロハモミジ
やドウダンツツジ、赤
い実をつける植物もあ
ちこちにみられます。

無料
11/28  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

マヤチャリ
電動アシスト付自転車

チェアリングに最適。
木陰やデッキ、森の中、
好きな場所に置けばそ
こはリゾート。澄んだ
秋空の下、お好きなド
リンクを片手にのんび
りお過ごしください。

500円（４時間） 

平日 11:00～17:00
金土日祝 11:00～18:00

アウトドアチェア

Wi-Fi あります。電源
レンタルできます。広
い空、心地よい風、眼
下に広がる神戸の街並
み。摩耶山でテレワー
クはじめませんか。

屋外 1,000円（１日）  
店内 500円（３時間）  

平日 11:00～17:00

Work702
コワーキング

人と人をつなぐキャン
プの効果をビジネスに。
開放的な青空の下、
ミーティングや社員研
修、大学のゼミや合宿
などにご利用ください。

8,000円（２時間） 
※オープニング特価 

月水木  11:00～15:00
金  11:00～17:00

Work702
アウトドアオフィス

今期ラスト開催。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。摩耶山の峰
を染める紅葉も楽しめ
ます。

無料
11/21  11:00～16:00

リュックサックマーケット

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

11/21  14:00～15:30

奥マヤ遺跡
ガイドサイクリング

摩耶山の自然を感じな
がらワークショップ。
10月に開催した、自然
の色で自然な形を描く
「森の色遊び」で参加
者が描いた作品を展示
します。

無料

11/14・15  10:00～

「森の色遊び」
　　  作品展示

ユルく楽しく技術向上
がモットー。錦秋の森
を映す穂高湖と摩耶イ
エロー輝くシェール道
にカメラで紅葉狩りへ
行こう。カメラは何で
もOK！ 初心者歓迎！

2,500円   
11/21  10:30～15:30

山撮り写真教室

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!

会場：灘区民ホール 1F

練習してもよし、気ま
まにセッションしても
よし、 絶景のステージ
でライブでもフェスで
もない音のピクニック。
楽器片手に摩耶山に集
合しよう。

無料
11/21  11:00～16:00

アコースティックピクニック

お気に入りのはぎれで
自分サイズの小物を
作ってみませんか？ア
ウトドアのお供にでき
るお洒落小物のレシピ
をご紹介します。

500円 
11/1  14:00～15:00
手芸部
NEW

※写真はイメージです


