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まやビューライン年次点検運休  2/15～3/2
□森 春来祭
2/5～3/27

□牧 スプリングバンケット2022
3/19～4/17

□寺 お彼岸まいり 3/18～24

春山開き＆春湖開き
春の訪れを祝い、掬星台で
は摩耶詣祭が、穂高湖では
春湖開きが開かれます。

まやビューライン萌え動く
気温が徐々に上がり、春霞がたなびく季節。
お休みしていたケーブルカーとロープウェーも動き始めます。

摩耶紅梅始めて笑く
陽気に誘われ、小さな命が次 と々目覚め始めます。
掬星台にある摩耶紅梅にも目を引く紅い花が咲き始めます。

山湖始めて開く
摩耶山春山開きとして行われる摩耶詣祭。
今年は穂高湖で春湖開きも行われます。
 

雨水

啓蟄

春分

3月5日～
19日ごろ

3月20日～
4月3日ごろ

摩耶詣祭でお供えされる閼伽水と菜の花（天上寺）

2月19日～
3月4日ごろ

3月のまやビューライン
【冬ダイヤ  ～3/19】月水木 10:00～17:30　金土日 10:00～19:50（火曜定休）
【春ダイヤ  3/20～】月水木 10:00～17:30　金土日 10:00～20:50（火曜定休）
【年次点検運休】2月15日～3月2日
【春休み子ども無料キャンペーン】3月26日～4月7日

2022年度まやビューラインサポーターの会
【受付開始】3月3日～
【受付場所】monte702、西灘文化会館、郵便振込、ホームページ

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

03
2022

マヤ暦
こよみ

□　 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のご予約はこちら）

問い合わせ先 参加するマヤカツ、イベントに □ しよう。

□ 摩耶の森クラブ
□ 摩耶山中国語教室

□自 6年生卒業キャンプ
□森 自然観察講座

□ 大人の下山部
□ マヤカツ立禅部
□ 摩耶山オーガニック味噌づくり

□ マヤカツ書道部

□ ハーブラボ

□ 摩耶山リュックサックマーケット
□ 摩耶山アコースティックピクニック

□ 苔moss☆interior

□ 摩耶★HULA

□ 摩耶詣祭 -摩耶山 春山開き-
□ 摩耶山 春湖開き
□ 摩耶の森クラブ
□ 山撮り写真教室

□ マヤカツ立禅部

□ 摩耶★HULA

□自 森のようちえん
□森 早朝探鳥会・定例探鳥会

□自 生き物発見キャンプLight
□森 カエルの学校

□森 ウェルネスウォーキング
□森 薬樹観察会

□ 大人の下山部
□ 山レレ教室

□ 山レレ教室

□C ほしぞらカフェ

□ MAYA新酒の宴

□ 手芸部

□ 山のニットカフェ

□自 アウトドアクラブ
□C Maya Book Camp

●まやビューライン運行再開 ひな祭り

啓蟄

彼岸入

Mt.Rokko Cannonballrun

春分の日

彼岸明け

□ マヤ遺跡ガイドウォーク

まやビューライン春休み子ども無料
 3/26～4/7

まやビューラインサポーターの会
2022年度募集開始
3/3（木）より、monte702、西灘文化会館
郵便振込、ホームページにて

３月上旬 子羊のお披露目（六甲山牧場）

摩耶山リュックサックマーケット
（3月~11月の第３土曜開催）

飾り馬のパレード
（摩耶詣祭）

摩耶紅梅
例年3月下旬が見頃

さ



摩耶山をフィールドにした市民主催の活動・講座です。
申込みはＱＲコード、もしくは摩耶山再生の会まで。

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。

まやビューラインサポーターの会
 2022年度募集開始
詳しくはQRコードからホームページをご覧ください。

coubic.com/mayasan/

新酒を持って摩耶山に集まりませ
んか？ 鏡割りと新酒で新春の宴を
しましょう。１人１本日本酒４合瓶
をお持ちください。

500円

3/9  14:00～16:00
「通常コース」

3/10  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

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？

ハーブラボ

3/25・31  
13:00～15:00

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！

摩耶★HULA

3/12 ～ 3/31
monte702で資料配布

ミツマタやアセビ、春を告げるように咲き始め
る花や新芽を伸ばす木々を観察します。観察に
役立つ手引きを持って初春の摩耶山へ。

摩耶の森クラブ

3/19  11:00～16:00

出店料無料のフリマ、リュックサックマーケッ
トと山上で自由に楽器を演奏できるアコース
ティックピクニック、今年も 3 月～11 月の毎
月第３土曜日に開催します。

摩耶山リュックサックマーケット＆
摩耶山アコースティックピクニック

3/26  12:00～15:00

穂高湖で UFO（未確認浮遊物体）体験。円形
SUP で湖面を水上散策。カヌーや焼きマシュ
マロ体験、マヤカンコーヒーの販売も。

春湖開き

500円
3/5  12:00～15:00

1人 1本日本酒 4合瓶持参

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。

2,000円

3/13・27  
10:30～12:00
毎月第２・４日曜

マヤカツ立禅部

MAYA新酒の宴

暖かければ、大空の元書道を楽し
みます。別れと出会いの季節。感
謝を伝える文字を練習して、大切
な方へ送りましょう。

マヤカツ書道部

3/4  13:30～17:00

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。詳細はwebで。

摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

3/26  10:30～12:00
江戸時代の初めから天上寺で行われていた飼い
馬の厄除け風習にちなんだ行事。六甲山牧場か
ら、花かんざしや五色の布で飾り付けされた木
曽馬がパレードに参加します。

摩耶詣祭

3/3より受付開始【即日発行】
monte702　11:00～17:00（火休）
西灘文化会館　10:00～17:00（土日祝休）
※郵便振込、ホームページでも申込可能。
　発行に 10日ほどかかります。

まやビューラインを応援するサポーターを募集
しています。街と山をつなぐケーブルカー、ロー
プウェーを市民の財産として支えていくため、
みなさまのサポートをお願いいたします。

アウトドア気分、ランチタイム
を盛り上げるランチバッグを
作ってみませんか。明るい色・
デザインの生地がお勧めです。

500円

手芸部  「ランチバッグ」 3/6  14:00～15:00
毎月第 1日曜日

3/14  10:30～12:00
だいたい毎月第 2月曜日

1,000円  
書道セットレンタル可

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
3/12  14:00～15:00

2,500円

2,000円

3/17  13:00～15:00

3/9  10:20～16:00
「梅の香を利きましょう」

3/13  10:20～16:00
「ロックロックロック４つの岩を巡ろう」

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

4,000円  
まやビューライン運賃、保険付

正会員  大人 5,000円  （子ども半額）
特典：まやビューライン有効期限内フリー乗車など

無料

無料

ラジオ体操イメージキャラクター  ラタ坊®

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
無料

平日 15:00～15:10 
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♪

苔moss☆interior 3/23  11:00～13:00
「苔テラリウム」

2,900円

ユルく楽しく技術向上がモットー。
春山開きの掬星台から麓へ下りま
す。のどかな春景色を撮りましょう。
カメラは何でもOK！  初心者歓迎！

山撮り写真教室 3/26  10:30～16:00
「春景色」

2,500円

無料

無料
SUP体験、物販は有料

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。

1,500円

3/7  11:00～14:00

飲み物、初心者さん小物材料付

MOTOKOTO
山のニットカフェ

摩耶山 春山開き・春湖開き

春の植物観察（自由観察）

3/26  10:30～12:00 無料

摩耶山を言葉で切り取る“言葉のインスタグラ
ム体験”。多くの俳人にも詠まれた摩耶詣祭を
見学しながら俳句を楽しみます。

摩耶山俳句ハイク


