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マヤ暦
こよみ

初空は摩耶山で
空気が澄んだ冬の空、日の出の前に橙色から濃紺までの美しい
「かぎろい」が見られることも。

キラリと光る冬の贈り物
あじさい池の氷柱、杣谷の氷瀑、掬星台の霧氷、森林植物園の
シモバシラ。小寒だからこその風景。

大寒仕込み
大寒のころは空気中の雑菌が少なく、味噌の仕込みに適した時期。
今年も摩耶山で味噌を仕込みます。
 

冬至

小寒

大寒

1月5日～
19日ごろ

1月20日～
2月3日ごろ

掬星台からの初日の出

12月22日～
1月4日ごろ

1、2月のまやビューライン
【冬ダイヤ】月水木 10:00～17:30　金土日 10:00～19:50（火曜定休）
【初日の出運行】1月1日6:00始発
【夜間延長運行】12月29日～31日、1月2日～3日
【こども無料】12月25日～1月6日（大人１人につき４人まで・元旦除く）
【年次点検運休】2月15日～3月2日

摩耶山再生の会［monte702］ https://www.mayasan.jp
monte702info@mayasan.jp 摩耶山ポータルサイト078-882-3580

定休日

定休日

まやビューライン年次点検運休  2/15～3/2

定休日

定休日

6：00まやビューライン初日の出運行
□寺 摩耶山天上寺  初詣

定休日

□ 山のニットカフェ

□ マヤカツ立禅部
□ 手芸部

□ 山撮り写真教室
□ 摩耶山越冬隊

□森 とんど焼き

□　 六甲龍神伝承Ⅲ 探索ハイキング

□ 野カフェハイキング

□C Maya Book Camp

□自 生き物発見キャンプLight

□ 山レレ教室
□ 山レレ教室

□ ボードゲーム部

□ ボードゲーム部

□森 自然観察講座

□ マヤカツ立禅部

定休日

□自 スノーキャンプ in 六甲山

□自 ファミリースキー
□自 アウトドアクラブ

□自 森のようちえん
□森 ウェルネスウォーキング

□森 新春定例探鳥会

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！

●まやビューライン運行再開

□自 スノーキャンプ in 六甲山

□C Maya Book Camp □自 ファミリースキー

□ 大人の下山部

□ 大人の下山部

□寺 初観音会

□ 山のニットカフェ

□ 手芸部 □自 アウトドアクラブ

□森 冬芽観察会

□ 大人の下山部
□ 摩耶山ハングル散策

□ 山レレ教室

□ 山レレ教室
□ 摩耶山オーガニック味噌づくり
□ 山撮り写真教室
□ マヤカツ立禅部
□ ボードゲーム部

□ マヤ遺跡カフェ

小寒

大寒

節分

鏡開き

七草の日

成人の日

立春

建国記念の日

□寺 新年祈祷
1/1～3

光る！回る！タンタン坂バス
坂バス「車内」に幻想的な
イルミネーションを設置。
乗車しないと見れません。
（12/3～1/31  17時点灯）

探索ハイキング・六甲龍神伝承Ⅲ
「風之神奉納相撲」開催中
天狗神を追いかけて謎を解こう！
・プレゼント応募期間
　1/31（月）まで
シリーズⅠ・Ⅱも参加可能。
詳細はQRコードから。

日の出入  1/1◯出 7:06 ◯入16:59   1/15◯出 7:06 ◯入17:11,  2/1◯出 6:58 ◯入17:28   2/15◯出 6:45 ◯入17:42

□森 春来祭
2/5～3/27

□森 シモバシラ展
1/13～3/12摩耶山の霧氷

かぎろい

星が掬える！ 
掬星台手ぶくろ
［monte702 販売中］



□　 monte702　078-882-3580
□寺 摩耶山天上寺　078-861-2684

□自 自然の家　078-891-0001
□牧 六甲山牧場　078-891-0280

□森 森林植物園　078-591-0253
□花 摩耶花壇再生の会　090-3358-1004
□神 神戸市イベント案内　078-333-3372

□守 摩耶山を守ろう会　078-843-7001
□C CAFE702　078-806-3051
　（BBQ、鍋プランのご予約はこちら）

問い合わせ先 カレンダーを見て、参加するマヤカツ、イベントに □ しよう。

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・講座です。
参加申込みはＱＲコード、もしくは摩耶山再生の会（下部参照）まで。
https://coubic.com/mayasan/

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

1/5  11:00～14:00
2/3  11:00～14:00

飲み物、初心者さん小物材料付

1/6  

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

2,000円

1/9・1/23・2/13  
10:30～12:00
毎月第２・４日曜（2/27は休み）

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
500円1/9  14:00～15:00

「コースター」

2/6  14:00～15:00
「鍋つかみ」

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

500円

1/12・2/9  14:00～16:00
「通常コース」

1/13・2/10  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
2,500円①1/15  10:30～15:30

　「冬の色　真冬の奥摩耶」
②2/12  10:30～15:00
　「冬の色Ⅱ　冬景色と野鳥」

ユルく楽しく技術向上がモットー。①桜谷を
中心にモノトーンの森の中の小さな彩りを探
します。②冬の森の風景を撮りながら野鳥
を観察。カメラは何でもOK！  初心者歓迎！

山撮り写真教室

500円
1/15夜 ～ 6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。

摩耶山越冬隊（野宿部）

702円  保険・地図付、交通費・飲食代別途

1/16  10:20～17:00「有馬温泉で暖まろう-雪と滝」
1/26  10:20～17:00「縦走路を東へ！ 宝塚まで」
2/9  10:20～17:00「冬のノースロードと杣谷道」
2/20  10:20～17:00「芦屋ロックガーデンへ」

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

大人 7,020円（8,000円）
子ども 6,500円（7,000円）  
サポーターの会会員価格、（　）は非会員
宿泊費、食費、保険込み

12/31  18:30 ～ 1/1  10:00ころ

混雑を避けてゆっくり初日の出を見よう。
古刹で撞く除夜の鐘と初詣、あたたかい
雑煮など、摩耶山ゆく年くる年満喫フルコー
スをご用意。

■イ 摩耶山で新年を迎えよう！

1,500円

1/17・1/31・2/14
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

続けて参加＋500円

2月開催予定

※野鳥撮影は主テーマではありません

アニョハセヨ！ 定番・流行の韓国料理や
独自の文化をテーマに楽しみながら、韓国
を身近に親しむサロンです。

摩耶山ハングル散策

5,000円
2/11  13:00～16:00

（預かり金 1,000円）

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。

MOTOKOTO
摩耶山オーガニック味噌づくり

六甲・摩耶を探索しながら、風之神である
天狗六柱神の謎を解き明かそう。新春ガイ
ドツアーも開催。初山歩きにもぜひ。

■イ 六甲龍神伝承Ⅲ 
　 風之神奉納相撲

要申込

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

※詳細は決まり次第、申込サイトにアップします

※詳細は決まり次第、申込サイトにアップします

大人 800円  
（子ども半額）

大人 2,000円  子ども 1,250円  お雑煮付き

1/3  10:00～16:00ころ

封書・ガイド・保険込、別途交通費要

■イ 探索ハイキング（ガイドツアー）
集合：有馬温泉　解散：摩耶ケーブル下

ラジオ体操イメージキャラクター  ラタ坊®


