


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！ 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。

500円
11/6 夜 ～ 7 朝
野宿部ヒンメリ部 山レレ教室

1,500円   材料費込
11/5  11:00～13:00

500円   ウクレレレンタル可

11/10  14:00～16:00
「通常コース」

11/11  14:00～16:00
「超初心者コース」

500円   
11/13  14:00～15:00

摩耶山中国語教室

2,000円

11/14・28  
10:30～12:00
毎月第２・４日曜

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

①7,000円  ②11,000円
保険・地図付、交通費別途

①11/6 ～ 7
「六甲全山  お泊まり縦走」

②11/10 ～ 11
「お泊まり縦走 - 紅葉の有馬」
※片日だけの参加も可

燃える秋 - 穂高湖とシェール道 -

秋空のもと、年賀状を
贈る練習をしよう。今
年一年の感謝とご挨拶
を筆で伝えてみません
か。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

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 11:00～17:00
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。青い空
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

広い空の下で働きませ
んか。強力専用Wi-Fiで
ネットもサクサク。あなた
のオフィス空いてます。

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

1,000円   ドリンク付
続けて参加＋500 円

11/8・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。
３月に仕込んだ味噌を
お配りします。

11/21  11:00～13:00
場所：自然の家

摩耶山
オーガニック味噌開き

ユルく楽しく技術向上
がモットー。錦秋の奥
摩耶、穂高湖とシェー
ル道へカメラで紅葉
狩りに行きませんか？ 
カメラは何でも OK！  
初心者歓迎！

2,500円   
11/13  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!

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は今期ラスト開催で
す。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
11/20  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：11/5（金）
13:30より。webのみ

4,000円   
まやビューライン運賃、保険付

11/26  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 
11/7  14:00～15:00

手芸部

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［MOTOKOTO］

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!

11/12・17  
13:00～15:00

2,900円   

11/12  11:00～13:00
「苔テラリウム」

11/25  11:00～13:00
「苔瞑想 浮く苔ボール」

苔moss☆interior
「ランチバッグ」

1,000円   
書道セットレンタル可

11/8  10:30～12:00
「年賀状を贈る練習をしよう」

屋外 1,000円（１日）  
平日 11:00～17:00

［キャンピングコワーキング］

［アウトドアオフィス］

11/11・22  
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

緑美しいホソバオキナ
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♪

※3/14 の味噌作りに
　参加した方のみ

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。

11/13  10:30～12:00

摩耶の森クラブ

無料   

「紅葉と秋の植物観察」

六甲・摩耶を舞台に、風之神である天狗六
柱神を追いかけろ ！  相撲番付をつくり、奉納
相撲の勝者を探し出そう。期間中に謎を解い
た方には抽選で「六甲山まるごとお楽しみセッ
ト其之二」があたります。

風之神奉納相撲

山歩きが好きな方はもちろん、初めての方
や一人は不安という方にもおすすめ。ロー
プウェーからの迫力ある景色や四季の移ろ
いを感じながら、ゆっくりと山歩きします。

12/1  10:00～17:00ころ
六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング

大人 800円　子ども  400円   大人 1,500円、子ども  750円   
封書、ガイド、保険付
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六甲龍神伝承Ⅲ

●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/


