


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。

ヒンメリ部

山レレ教室

1,500円   材料費込
10/8  11:00～13:00

500円   ウクレレレンタル可

10/13  14:00～16:00
「通常コース」

10/14  14:00～16:00
「超初心者コース」

500円   材料費別途   
10/13  11:00～13:00

摩耶山
ハングル散策

500円   
10/2  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

2,000円

10/24  10:30～12:00
毎月第２・４日曜

（今月は合宿のため変更）

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

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

10/6  10:20～16:00
「大師道を歩こう」

10/24  10:20～16:00
「縦走路を西へ！ - 秋」

秋色 - 森林植物園へ -

集合：星の駅
解散：現地／北鈴蘭台駅

今年もやります、御来
光立禅合宿！のぼって
くる朝陽を浴びながら
の立禅は最高の気持ち
よさ。この日だけの特
別講義も実施します。

19,800円
宿泊、講習、3食込

10/9～10  
集合：9日 14 時
解散：10日 14 時
宿泊場所：自然の家

御来光立禅合宿

秋空のもと、大切な人
へお手紙を届けません
か？年末年始のご挨拶
に向けて筆で想いを伝
えましょう。墨をすっ
て文字を書く、ただそ
れを楽しみます。

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。

1,000円   
10/23  10:30～12:30

10/23  11:00～14:00

マヤカツ瞑想部

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

10/17  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

10/11・25  
①11:00～13:00
②14:00～16:00

ボードゲーム部

ジュガとは体ひとつで
行う健康法で、「武道・
ヨガ・ストレッチ」が
融合された近代体操で
す。氣持ちいい汗をか
いて、一緒にデトック
スしましょう。

1,500円   
ヨガマットレンタル可

10/16  11:15～12:30

セルフ整体
ジュガクラブ

電動アシスト付き自転
車“マヤチャリ”で紅葉
狩り、ヨガ遠足に行こ
う。秋の穂高湖でヨガ
タイム。六甲山牧場の
新鮮なミルクやスイー
ツも楽しみます。

2,500円   

外ヨガ部  番外編

紅葉Ride & Yoga

ユルく楽しく技術向上
がモットー。星の駅か
ら桜谷、徳川道で森林
植物園へ。紅葉前の秋
色を楽しみながら撮り
ませんか。カメラは何
でもOK！  初心者歓迎！

2,500円   

10/16  10:30～15:30

山撮り写真教室

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

10/16  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

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：10/4（月）
13:30より。webのみ

4,000円   
まやビューライン運賃、保険付

10/25  13:30～17:00

摩耶山・マヤ遺跡
ガイドウォーク

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 
10/3  14:00～15:00

手芸部

初秋の摩耶山でニット
ピクニック！ 編み物と
ソトカフェ、軽いハイ
キングを心地よく。編
み物が苦手な方はデコ
カラビナが作れます。

MOTOKOTO
山のニットカフェ
＆ピクニック

2,500円    保険代込
飲み物とお菓子付

10/20  10:30～15:00

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   

10/22  11:00～14:00
「リッチなきのこカレー」

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   

ハーブラボ

ラジオの生放送に合わ
せて、山の上でラジオ
体操第一、ラジオ体操
第二！

無料

平日15:00～15:10
ラジオ体操部

専門家と一緒に散策し
ながら観察します。今
月は蝶、きのこ、粘菌
の３本立て！

10/2  10:30～12:00
「アサギマダラ観察会」
10/9  10:30～12:00
「摩耶の森キノコ観察会」
10/24  13:00～14:30
「粘菌観察会」@再度公園

摩耶の森クラブ

無料   

10/14・29  
13:00～15:00

秋だから「苔ぼっくり」
を作りましょ。松ぼっ
くりに苔を植え込んで
ゆきます♪ とっても可
愛いもふもふコロンの
苔ぼっくりが出来上が
ります。

2,000円   
10/13  11:00～13:00

苔moss☆interior

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

10/31  8:30～12:30
8:30～ハイキング
11:00～アロマとヨガ

Aromaと山yoga

「小物入付
  ポケットティッシュケース」

レンタサイクル代込み
ヨガマットレンタル可

1,000円   
書道セットレンタル可

10/11  10:30～12:00
「手紙をかいてみよう」

六甲摩耶の歴史や伝説
を巡る探索ハイク第３
弾。羽団扇となって飛ん
でった風の神である天
狗を探して謎を解こう。
抽選で六甲山お楽しみ
セットがあたります。

大人800円、小人400円
9/15 ～ 1/31

六甲山の探索者  参之挿話

六甲龍神伝承Ⅲ
風之神奉納相撲

六甲山の探索者ガイドツアー

封書、保険込み

羽団扇の封書を携えて
謎解きをしながら山歩
き。季節の見どころな
ど山の案内人ならでは
の話も聞けるかも !?

大人2,000円（小人半額）

10/3・12/1・1/3
9:00～16:30ころ

六甲龍神伝承Ⅲ
探索ハイキング

押忍！ 神出鬼没の土木
サークル。今月の活動は
マウントコースター跡な
ど、急奥摩耶遊園地の
遺構の整美を行います。

10/2  13:00～14:30
摩耶山土木部

無料

10/28  13:00～15:00

ラジオ体操イメージキャラクター  ラタ坊®

火曜休み

六
甲
龍
神
伝
承
III

風
之
神
奉
納
相
撲

集合：神鉄有馬温泉駅

●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。https://coubic.com/mayasan/


