


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。

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？ 

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！ 免疫力アップにも
効果的です。

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。

山レレ教室

掬星台専用 Wi-Fi 開設
を 記 念して摩 耶 山
リュックサックマーケッ
ト会場から生配信。新
しい掬星台の使い方を
お伝えします。（協力：
神戸西灘チャンネル）

無料
3/20  12:00～15:00
こんにちは摩耶山

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
11:00～17:00

摩耶山
チェアリングクラブ

500円   ウクレレレンタル可

3/10  14:00～16:00
「通常コース」

3/11  14:00～16:00
「超初心者コース」

500円   材料費別途   
3/24  11:00～13:00

摩耶山
ハングル散策

500円   
3/6  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

1,500円

3/14  10:30～12:003/28  

マヤカツ立禅部

アウトドアクラフト

1,500円   材料費込

3/15  11:00～13:003/29

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   
3/13  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

3/7  10:20～15:30
「梅の香を利きましょう」

3/24  9:40～16:45
「ロックロックロック
  ４つの岩を巡ろう」

春景色  - 早春の摩耶古道 -

青空のしたで気軽に書
道を楽しみましょう。
墨をすって文字を書
く、ただそれを楽しみ
ます。寒い日や天候が
悪い場合は室内で開催
します。

身の回りの物全てが材
料、気の向くままにク
ラフト遊びを楽しもう。
アフリカンバッティク
のピーナッツ柄を利用
して、お茶目なピーナッ
ツ君を作りましょう。

1,000円   
書道セットレンタル可

3/8  11:00～12:00
マヤカツ書道部

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

3/6 夜 ～ 7 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

広い空の下のコワーキン
グスペース。イス、ハン
モック、電源をレンタル。
掬星台上をほぼカバー
する強力専用 Wi-Fi で
テレワークできます。

屋外 1,000円（１日）  
店内 500円（３時間）  

平日 11:00～17:00

Work702
キャンピングコワーキング

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

閉ざされた会議室には
ない、圧倒的な開放感
の中でミーティング。
専用 Wi-Fi も完備。仕
事の後は夜景を眺めな
がらBBQも楽しめます。

10,000円（３時間） 
※設置撤去時間込み 

月水木  11:00～16:00
金  11:00～17:00

Work702
アウトドアオフィス

 過去、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

旧摩耶観光ホテルを間
近に見ます。
※申込はwebのみ

4,000円   
まやビューライン運賃、保険付

3/13  10:00～12:00

マヤ遺跡ガイドウォーク
special edition

1,000円   ドリンク付
続けて参加＋500 円

3/8・22  
①11:00～13:00
②14:00～16:00

ボードゲーム部

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
味噌作りワークショップ。
11月の味噌びらきで、
仕上がった味噌をお配
りします。

5,000円   
ドリンク付

3/14  13:00～16:00

摩耶山
オーガニック味噌づくり

ユルく楽しく技術向上が
モットー。虹の駅から
掬星台まで早春の摩耶
古道（上野道）を登り
ます。春景色を撮りま
しょう。カメラは何で
もOK！ 初心者歓迎！

2,500円   

3/20  10:30～15:30
集合：虹の駅

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!

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、今
年も 3月～11月の毎月
第３土曜日に開催。

無料
3/20  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

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？ 
毎月テーマを変えて、
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 

3/7  14:00～15:00
「トートバック」

手芸部

御朱印を集めて開運祈
願！ 摩耶山に伝わる
八ヶ所の開運スポット
を巡り、開運手ぬぐい
を完成させると天上寺
で満願の御朱印がもら
えます。

888円   手ぬぐい代
販売場所：monte702

摩耶山開運八ヶ所巡り

龍神の行方を探せ！  六
つの龍珠の謎を解き、
六甲摩耶の何処かに舞
い降りた龍神の行方を
探すクイズラリー。抽選
で六甲山まるごとお楽し
みセットがあたります。

大人 1,600円（小人半額）
2020/12/12 ～ 2021/4/11

六甲龍神伝承
六甲山の探索者  壱之挿話

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

3/25  11:00～14:00

摩耶山を言葉で切り取
る “言葉のインスタグ
ラム体験”。奇祭とし
て知られ、多くの俳人
にも詠まれた摩耶詣祭
を見学しながら俳句を
楽しみます。

3/27  10:30～14:30

摩耶の森クラブ
「摩耶山俳句ハイク」

［六甲龍神伝承ツアー］

ガイド、龍神の封書、保険付

1/1 ～ 6/30
各施設の休日はご確認下さい

まやビューライン、六甲有馬
ロープウェーの記念乗車券付

摩耶山～六甲山を歩く
のは初めてで不安とい
う方にはツアーがおす
すめ。早春、梅の香を
楽しみながら謎解きハ
イクします。

大人 2,500円
小人 1,500円

3/10・14  9:50～15:30

早春
龍神伝承ハイキング

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。１人１本
日本酒４合瓶をお持ち
ください。

500円   
1 人 1 本日本酒 4合瓶持参

3/6  12:00～15:00
MAYA新酒の宴

無料   
初心者でも大丈夫です

［MOTOKOTO］

「ピーナッツ君チャームを作ろう」


