


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「南アフリ
カワイン入門編」です。

冬でもキャン活。野宿
部の厳冬期バージョン
です。極寒の摩耶山
中、澄み切った星空の
下、焚き火を囲んで鍋
をつつきます。要申込

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。

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？ 

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。

4,000円   
12/5  14:00～16:00

MAYAワイン倶楽部

500円
12/19  夜 ～ 20 朝

摩耶山越冬隊
（野宿部）

切り絵作家いわたまいこ
さんが摩耶山へ！ハサミ
を使って切り絵を作成。
作りながら生きもののお
話が広がるような「冬
の植物のモビール」を
つくりましょう。

2,000円
12/16  13:00～15:00

いきもの切り絵教室

ヒンメリ部 山レレ教室

1,500円   材料費込
12/7  11:00～13:00

500円   ウクレレレンタル可

12/9  14:00～16:00
「通常コース」

12/10  14:00～16:00
「超初心者コース」

500円   
12/12  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

1,500円

12/6     10:30～12:0012/20  

マヤカツ立禅部

アウトドアクラフト

3,000円   材料費込

12/14  11:00～13:0012/21
「しめ縄をつくろう。」

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

12/3  11:00～14:00

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   
12/12  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

12/2  10:20～16:00
「紅葉を求めて（有馬へ）」

12/20  10:20～15:00
「紅葉の茶屋ですき焼きを」

布引から摩耶山へ -風景を撮ろう-

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。今月は摩耶
山から年賀状を書きま
しょう。筆でイラスト
なども描いてみよう。

摩耶山でお正月用意は
じめませんか？ 出来上
がった縄を使って、し
め縄をつくります。 い
ろいろなお飾りをつけ
てオリジナルのしめ縄
をつくりましょう。

1,000円   
書道セットレンタル可

12/14  11:00～12:00
マヤカツ書道部

12月は「クリスマス
チャームづくり」。摩耶
山の松ぼっくりや木の
枝を使って、オリジナ
ルのクリスマスリース
をつくります。

12/19  10:30～12:00
摩耶の森クラブ

歴史や自然ガイドつき
摩耶山の魅力満載ミニ
ハイク。パワースポッ
ト、マヤ遺跡巡りなど
冬の森をゆっくりと歩
きます。クリスマスの
朝は摩耶山へ！

500円   保険込
12/25  10:30～12:00

摩耶山
ワンコインハイク

10 0 0万ドルの夜景と
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。お好きな
本を３冊と寝袋を持っ
て山上へ。

1,500円   
ドリンクバー、朝食付

12/5 夜 ～ 6 朝
Maya Book Camp

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

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

摩耶の森でバードウォッ
チング。まるで目の前
にいるかのような野鳥
のかわいい顔やしぐさ
に釘付けです。あなた
と野鳥との一期一会、
大きくしてみせます。 

500円（４時間）  
鳥図鑑＋双眼鏡＋数取器

11:00～17:00
探鳥セット

山の上でミニ焚き火体
験。焼きマシュマロや
ちょっとした調理、湯
沸かしもできます。携
帯の充電（USB ポート
あり）もできます。
※食材はご持参ください

500円（４時間）  
11:00～17:00

バイオライト
ミニ焚き火体験

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

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

摩耶山の自然に身を委
ね、感受性を高めて、
大人も子供も楽しみな
がら体験できるワーク
ショップ。新たに創出
した「摩耶山の森の歌」
も初御披露目します。

500円

12/19  14:30開演
会場：神戸学生青年センター

摩耶山を感じる
プログラム

ユルく楽しく技術向上が
モットー。布引の滝、貯
水地を経て黒岩尾根から
摩耶山頂へ。名瀑、名勝、
広大な眺望の撮影術を
学びます。カメラは何で
もOK！ 初心者歓迎！

2,500円   
12/19  9:00～15:30

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!

今月は「アームカバー」
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 
12/6  14:00～15:00
手芸部

龍神の行方を探せ！ 
六甲摩耶の何処かに龍
の神が舞い降りた！ 龍
神が還した六つの珠の
囁きを集め、龍神の行
方を探す謎解きラリー。
景品があたります。

大人 1,600円
子ども  800円   

12/12 ～ 3/31

六甲龍神伝承
六甲山の探索者  壱之挿話

摩耶山の絵図を元に、
旧天上寺周辺の場所の
特定、埋もれた句碑、
遺物の発掘を行いま
す。道中はガイド付き
でご案内します。

無料

①12/5  10:30～13:00
②12/19  13:00～15:30

マヤ遺跡探検隊

夕暮れを見ながら、ス
パイス料理！！ 夜景を
スパイス料理で楽しみ
ます！ 冬もやっぱりス
パイスがおいしい。ス
パイス好きさん、マヤ
に集合♪

3,000円   
12/11  17:00～19:00
カレー部

～森を感じる～


