


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。

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。

●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
6/5 夜 ～ 6 朝
野宿部

ヒンメリ部

山レレ教室

1,500円   材料費込
6/18  11:00～13:00

500円   ウクレレレンタル可

6/9  14:00～16:00
「通常コース」

6/10  14:00～16:00
「超初心者コース」

500円   材料費別途   
6/23  11:00～13:00

摩耶山
ハングル散策

500円   
6/12  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

2,000円

6/13  10:30～12:006/27  

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   

摩耶★HULA アウトドアクラフト

2,500円   材料費込

6/11  11:00～13:00
「サンキャッチャーを作ろう。」

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。

大人の下山部

702円   保険、地図付、
交通費、飲食代別途

6/9  10:20～16:00
「ちょこっと沢のぼり」

6/27  10:20～16:00
「梅雨のシャワーウォーク」

あじさいと梅雨の森

山歩きするように、
山の上でヨガしよう

お日さまの光を集める
サンキャッチャーをつ
くります。アフリカン
バティックで作るくす
玉とクリスタル。夏の
窓辺に飾りましょう♪

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。

1,000円   
6/19  10:30～12:30

マヤカツ瞑想部

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）  
平日 11:00～17:00

Work702
キャンピングコワーキング

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

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

6/20  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

6/7・21  
①11:00～13:00
②14:00～16:00

ボードゲーム部

季節に合わせた簡単なヨ
ガとストレッチ、呼吸法で
リフレッシュ&リラックス！
森林浴と共に笑顔になる
ヨガの時間をご一緒しま
しょう。初めてでもOK!

1,500円   
ヨガマットレンタル可

6/26  11:15～12:30

外ヨガ部

ユルく楽しく技術向上
がモットー。コアジサ
イ、モリアオガエル、
ヤマボウシなど、梅雨
の奥摩耶を写真散歩。
カメラは何でも OK！ 
初心者歓迎！

2,500円   
6/12  10:30～15:30

山撮り写真教室

第４土曜（４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!

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

6/19  11:00～16:00
3月～11月の第３土曜日

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

ケーブルカーとロープ
ウェーを乗り継いでたど
り着く、完全オープン
エアのダンスフロア。広
い掬星台のお好きな場
所で DJ を楽しむミュー
ジックピクニック。

1,500円  
ワンドリンク付

6/5  12:00～19:00

MAYA 
MUSIC PICNIC

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 

6/6  14:00～15:00
6月「ブックカバー（文庫用）」

手芸部

また食べたい、作って
みたいスパイスカレー、
アチャールなどを作り
ます。スパイスに恋し
ちゃってください♪スパ
イス好きさん、マヤに
集合！

3,000円   
6/25  11:00～13:30
カレー部

摩耶山でデトックス＆
エナジーチャージ。西洋
や日本のハーブを、見
たり、触ったり、かじっ
てみたり、五感を使い
ながら基礎から学びま
せんか？

2,500円   
6/24  13:00～15:00
ハーブラボ

「水辺の生き物観察」
木の上に卵を産むモリ
アオガエルやアカハラ
イモリ、ミズスマシな
ど、貴重な生き物の生
態を観察します。

6/12  10:30～12:00
摩耶の森クラブ

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
1/1 ～ 6/30
各施設の休日はご確認下さい無料   

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!

※オリジナル立禅Ｔシャツ
　できました（詳細はwebへ）

6/10・19  
13:00～15:00

緑美しいホソバオキナ
苔をベースに、希少な
オオカサ苔などを森や
草原に見立てて景色を
作ります。ガラスオー
ナーメントでファンタ
ジーな世界観を演出♪

2,900円   
6/16  11:00～13:00
Moss苔テラリウム

テーマは “繋がり”。空
や大地、自然と繋がる。
まわりのひとと繋がる。
そしてじぶんと繋がる。
ヨガとアロマのチカラも
借りて心地よい山での時
間をご一緒しませんか？

1,500円   
ヨガマットレンタル可

6/20  11:15～12:30
Aromaと山yoga
第３日曜（５月～９月）
10月は第４日曜

https://coubic.com/mayasan/

摩耶山の守り神「龍神」
をテーマにした魅力満
載のガイドツアー。雨の
神様でもある龍神は摩
耶山に魔法をかけます。
原生林の夏霧は幻想的！
アジサイが咲く森へ。

6/14・28  
10:30～12:00

ワンコインハイク

500円  保険付
※要予約


