
定休日21火

22水

定休日14火

□ monte702　078-882-3580
□寺 摩耶山天上寺　078-861-2684
□牧 六甲山牧場　078-891-0280

□自 自然の家　078-891-0001
□森 森林植物園　078-591-0253
□C CAFE702　078-806-3051

水

□ 六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング
□ プチ野カフェハイキング
□ 山のニットカフェ

□ 摩耶山中国語教室
□ 摩耶山越冬隊
□自 生き物発見キャンプLight

定休日

1

水

□ 六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング
□ 大人の下山部
□ 山レレ教室8

日
□ マヤカツ立禅部
□自 チャレンジ！サバイバルマスター12

土

□ 摩耶の森クラブ
□ 山撮り写真教室
□ 苔MOSS☆interior18

大雪

冬至

大晦日

ふたご座流星群極大

2木

3金

4土

□ 手芸部5日

□森 おやこバードウォッチング19日

□ ボードゲーム部6月

□ 野カフェハイキング
□ 山レレ教室9木

□ ヒンメリ部10金

□自 低学年キャンプ11土

7火

□ マヤカツ書道部13月

□ 摩耶山ハングル散策15水

□ ハーブラボ16木

17金

□ ボードゲーム部20月

□ 苔MOSS☆interior23木

□ 摩耶山ワンコインハイク24金

□ 摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク25土

□ 大人の下山部
□ マヤカツ立禅部26日

定休日28火

29水

30木

31
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2日

3月

27月

□ 六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング

元旦

クリスマス

□寺 除夜心経会

□自 森のようちえん
□自 福招きキャンプ

まやビューライン初日の出運行
□寺 摩耶山天上寺  初詣

□牧 夢空間 冬まきば
12/4～26

参加型デジタルアート プロジェクション冬バージョン
□森 「光と樹木の饗宴」12/2～26

まやビューライン年末年始 夜間延長
12/29～12/31, 1/2～1/3

□寺 新年祈祷
1/1～3

□C Maya Book Camp

□C ほしぞらカフェ

参加するマヤカツ、イベントに □ しよう。

122021

□自 アウトドアクラブ　

問合せ

詳細は裏面

マヤ暦こよみ

□森 自然観察講座

まやビューライン
サポーターの会（MaSACa）
2021年度入会受付12/20まで

年末年始のお休み
・六甲山牧場  12/30～1/1
・森林植物園  12/29～1/3

摩耶山雪の祭典
雪が降ったら掬星台で
雪だるまをつくろう！

今月の写真
「掬星台からの夜景」
日本三大夜景のひとつに
数えられ、1000万ドル
の夜景と称される。

●まやビューライン［冬］
月水木 10:00～17:30
金土日 10:00～19:50

日の出、日の入  1日◯出 6:48 ◯入16:48／15日◯出 6:59 ◯入16:50

冬の渡鳥

ルリビタキ

ク
リ

スマ
スチャームづくり



摩耶山再生の会［monte702］
monte702

https://www.mayasan.jp

初心者は簡単な小物から。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

12/1  11:30～14:30

摩耶山をフィールドにした
市民主催の活動 ・講座です。
参加申込はQRコードからhttps://coubic.com/mayasan/

☎ 078-882-3580 info@mayasan.jp 摩耶山ポータルサイト

飲み物、初心者さん小物材料付

500円
12/4  14:00～15:00

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？ 

摩耶山中国語教室

500円
12/4夜 ～ 5朝

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

摩耶山越冬隊（野宿部）

500円
12/5  14:00～15:00

お気に入りのはぎれで自分サイズ
の小物を作りませんか？ 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。

手芸部

1,500円

12/6・20
①11:00～13:00
②14:00～16:00

ドリンク付

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！

ボードゲーム部

2,500円
12/9  9:00～15:00

おやつ、飲物、保険付

山登りしながら摩耶山の魅力をご紹
介します。 しっかり歩く健脚向け。
好評の野カフェタイムもお楽しみに。

MOTOKOTOクラブ
野カフェハイキング

プチ野カフェハイキング［初心者向け］

702円  保険・地図付、

12/8  16:00～19:30
「光る！市章山、錨山と神戸の夜景」

12/26  10:30～15:00
「紅葉の茶屋ですき焼きを」

交通費・飲食代別途

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

500円

12/8  14:00～16:00
「通常コース」

12/9  14:00～16:00
「超初心者コース」

ウクレレレンタル可

山の上でのんびりウクレレを弾き
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。

山レレ教室

1,500円
12/10  11:00～13:00

材料費込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。

ヒンメリ部

2,000円

12/12・26
10:30～12:00
毎月第２・４日曜

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。

マヤカツ立禅部

年賀状を筆で書いてみませんか。
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

500円
12/15  11:00～13:00

材料費別途

1,000円
12/13  10:30～12:00

書道セットレンタル可

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。

摩耶山ハングル散策

2,500円
12/16  13:00～15:00

試飲、持ち帰り用ハーブ付き

ささやかなお菓子、お茶付き

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
て触ってかじって、五感を使いなが
ら基礎から学びませんか？

ハーブラボ

2,500円
12/18  10:30～15:30ユルく楽しく技術向上がモットー。

穂高湖周辺まで散策しながら、思い
思いの冬のイメージを撮りましょう。 
カメラは何でもOK！  初心者歓迎！

山撮り写真教室

12/18  2,900円
12/23  未定

12/18  13:30～15:00
「苔テラリウム」

12/23  13:30～15:30
「松のミニ苔盆栽」

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♪

苔moss☆interior

大人 1,500円  子ども半額

12/1・8
10:00～16:00ころ

封書、ガイド、保険付

山歩きが好きな方はもちろん、初めて
の方にもおすすめ。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。

■イ 六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング

12/18  10:30～12:00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。

■イ 摩耶の森クラブ「クリスマスチャームづくり」

4,000円
12/25  13:30～17:00

まやビューライン運賃、保険付

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。

■イ 摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

続けて参加＋500円

「冬のニュアンス撮りましょう」

無料
平日 15:00～15:10 火曜休み

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！

ラジオ体操部

500円 12/24  10:30～12:00摩耶山ワンコインハイク

「年賀状を書いてみよう」

「シェル型ポーチ」

「杣谷道」

予約受付：12/4（土）13:30より。webのみ

ラジオ体操イメージキャラクター  ラタ坊®

1,500円
12/1  8:30～11:00

おやつ、飲物、保険付


