


掬星台で短冊に願いを
書いて笹飾りをしたあ
と「笹おいホーイホ
イ！」という独特の掛
け声とともに天上寺に
笹を奉納し、願いを空
に上げる摩耶山に伝わ
る七夕まつりです。

17:30～

8/6
SUN

8/6
SUN

会 掬星台～天上寺 ￥ 無料

8/11
FRI

8/11
FRI

掬星台の展望台でア
コースティックフェス
を開催。総勢 7 組の
ミュージシャンが織り
なす自然とのハーモ
ニー。フリマもありま
す。ゆったりとした時
間の中で絶景と音楽を
楽しんでください。

8/11
FRI

下界より５℃気温が低
い摩耶山で、地元神戸
で作られている素麺を
使ったそうめん流し。
手打ちパスタの＜オー
プンハート＞をキャッ
チできれば、素敵な景
品をプレゼント！

8/19
SAT

まやビューラインワン
コイン運行期間中だけ
のアウトドアカフェ。
掬星台の木陰に設置し
たハンモックやテント
で地元萩原珈琲のアイ
スコーヒーをなどをお
楽しみください。

11:00～17:00

8/21
▼
8/25

8/21
▼
8/25

オテル・ド・摩耶の正
面玄関階段下に、小さ
な縁日が登場。おもちゃ
くじや民芸品くじなど
に挑戦。また、ロビー
カフェご利用いただい
たお客様にはジャグ
ジーを一般開放します。

会 掬星台 11:00～16:00 会 オテル・ド・摩耶  玄関階段下

竹を使ってドームの基
地をつくります！作り
方を学びながらいろい
ろアレンジして、自分
たちのヒミツ基地づく
りに挑戦！山の日は山
の中で楽しく遊びま
しょう！

星にちなんだショート
ムービーを音楽、ナレー
ション、効果音もすべ
て生で紙芝居のように
上映します。お子さま
からお年寄りの方まで
楽しんでいただけます。
夏の夜の思い出に是非。

19:00～20:00 ￥ 無料会 掬星台

８月９日の午前０時に
天から除災招福の星が
くだるといい伝えられ、
この日にお参りすると
一日で四万六千日お参
りしたのと等しい功徳
とご利益があるといわ
れる幻想的な夜祭です。

18:30 盆踊り　19:00 萬燈会　23:00 星下り会式

8/8
TUE

11:00～15:30 ￥ 無料会 掬星台

13:00～16:30 ￥ 1,000 円 / 家族会 森林植物園

12:00～15:00 ￥ 100円会 掬星台

摩耶山笹おい七夕まつり

摩耶山ミュージックマウンテン

オープンハートそうめん流し

ハンモックカフェ MAYA de ちっちゃな縁日

ヒミツ基地大作戦！ part2

ショートムービー紙芝居型上映会

天上寺　四万六千日大祭 夕旬！ミニポニー黄昏散歩体験

六甲山牧場の絶景ス
ポット夕陽ヶ丘で、夕
闇に染まる明石海峡を
眺めながらミニポニー
と一緒に牧場内をお散
歩していただきます。
ミニポニーと一緒に写
真撮影も！

笹おいホーイホイ

山登り×音楽＝MMM

摩耶山最大の湖、穂高
湖に１日だけのビーチ
が出現。水上散歩、水
上ヨガ、水上テラス、
BBQ、カクテルバー、
ザリガニ釣りやミニ
FM など、水辺を楽し
む仕掛けイロイロ！

8/11
FRI

11:00～16:30 ￥ 無料 体験、飲食有料会 穂高湖
海、山へ行く。
穂高湖がビーチに？

摩耶山恒例の朗読会「本
読みの時間」が山の日
にカフェ７０２を飛び
出します。「絵本も、山
へ行く」と題して穂高
湖近くの涼しい木陰で。
いつもと違うアウトド
ア朗読会です。

8/11
FRI

13:30、15:00 ￥ 無料会 穂高湖周辺
本読みの時間～絵本も、山へ行く～
森の中の朗読会

山の上でそうめん流し

山上のアウトドアカフェ 摩耶山で縁日

摩耶山からの夜景と灘
の酒、灘の夜を満喫す
る恒例の納涼イベント。
浴衣でご来場の方は
ウェルカム灘酒のサー
ビス。ジャズトリオの
山上ライブもあります。

25 日 18:00～　26 日 16:00～ 会 虹の駅前

8/25
・
8/26 ステラ 451
夜景と灘の酒を楽しむ

竹のドームをつくろう

ホシアゲル

山の日に七夕、今年の摩耶山は毎週イベントが
目白押し！ 8/２１～２５は、まやビューライン
がワンコイン運行します。（子ども無料）

夏
イベントガイド

摩耶山の

詳しくは▶http://www.mayasan.jp/

摩耶山に星が下る夜 ミニポニーとお散歩
18:00～19:00 ￥ 500円 体験料会 六甲山牧場

リュックひとつあれば、
だれでも参加できるフ
リーマーケット。読ん
でしまった本、自分で
描いた絵、着なくなっ
た服などなど、何でも
OK。出店者とお客さん
の区別がない、ほんわ
かのんびりマーケット

8/19
SAT リュックサックマーケット
のんびり山上フリマ
11:00～16:00 ￥ 無料会 掬星台

陰暦の７月１６日の閻
魔詣。地獄の釜のふた
が開き、罪人が責め苦
を免れると伝えられて
います。怪談グランプ
リ優勝、田中俊行氏に
よる怪談講演。今年は
なんとマヤ遺跡で！？

8/19
SAT 摩耶山閻魔詣「怪談の夕べ」
摩耶山で肝試し
19:00～20:00 ￥ 1,000円 会 マヤ遺跡

摩耶山に隠れている星
を探すフォトラリー。
掬星台、オテル・ド・
摩耶、穂高湖、自然の家、
六甲山牧場で星を見つ
けて、スマホで写そう。
星を集めると、賞品プ
レゼント。

まやビューラインワンコイン運行期間中、掬星台の特設テントで
「マヤカツ」の講師陣が日替わりでワークショップを開催します。
親子で参加できます。夏休みの思い出作りに！

まやあじさいのリースづくり
初夏に咲いた紫陽花たち。夏には、
来年の開花に向けて剪定を行いま
す。剪定された紫陽花で、ミニリー
スを作りましょう。
（材料費：200円）

まやの野鳥ぬりえ
摩耶山の野鳥をモチーフにしたオ
リジナルデザインのぬりえをしま
せんか？はがきサイズなので「星
のポスト」からご投函できます♪
（材料費：200円）

Aromaでクール&デオスプレー
暑い夏はアロマでクールリフレッ
シュ！灘のハッカ油と抗菌消臭作
用のある香りをブレンドしてオリ
ジナルスプレーを手作りします。
（材料費：300円）

カラビナをデコっちゃおう！
カラピナを可愛い毛糸などでクル
クル巻いたり編んだりしてデコっ
ちゃおう！簡単なので小さなお子
様も参加できます！
（材料費：200円）

摩耶山で星を探そう！
星を見つけて賞品ゲット8/21

▼
8/25

場 掬星台ほか摩耶山上各施設

摩耶山のお土産をつくろう！
おみやげと思い出づくり8/21

▼
8/24

￥ 200～300円 材料費・講座によって変わります

8/21
MON

8/22
TUE

8/23
WED

8/24
THU

会 掬星台


