
定休日

定休日

土 2
3日

4月

1金

土 9

5火

6水

7木

10日

11月

8金

土 16

12火

13水

14木

17日

18月

15金

土 23

19火

20水

21木

24日

25月

22金

26火

27水

28木

29金

30土

日の出入  4/1◯出 5:47 ◯入18:20   4/15◯出 5:28 ◯入18:31

定休日

定休日

□森 新緑つつじ・　
しゃくなげ散策

4/16～5/15

□牧 スプリングバンケット2022
3/19～4/17

□森 第5回森林植物園の野鳥展
4/23～6/26

□寺 二つ堂花まつり
4/8～10

山桜始めて開く
市街地から遅れて、摩耶山にもソメイヨシノや山桜が咲き始め、
ようやく春らしくなってきます。

子羊至る
春風にのってウグイスやシジュウカラの声がひびきはじめます。
六甲山牧場では生まれたばかりの子羊の放牧がはじまります。

川骨始めて生ず
山の命を育む春の雨が降り出す季節です。
あじさい池では冬の間見えなかったコウホネがにぎやかに芽吹きます。

春分

清明

穀雨

4月4日～
19日ごろ

4月20日～
5月4日ごろ

展望台から街を見下ろすように咲くソメイヨシノ（掬星台）

3月20日～
4月3日ごろ

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

まやビューラインサポーターの会
2022年度入会受付中
【受付場所】monte702、西灘文化会館、郵便振込、ホームページ
【HP】https://mayasapo.mayasan.jp/

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

□　 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
□守 摩耶山を守ろう会　078-843-7001
□神 市総合コールセンター　078-333-3330
□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。

□森 自然観察講座

□ ハーブラボ
□ 山レレ教室

□ 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
□ 摩耶の森クラブ
□ 摩耶山中国語教室

□ 苔moss☆interior
□ 摩耶山ハングル散策

□ マヤカツ立禅部

□ 摩耶★HULA

□自 森のようちえん
□森 おやこバードウォッチング

□自 生き物発見キャンプLight
□森 ウェルネスウォーキング

□C 摩耶山暴風テントキャンプ
□自 チャレンジ！サバイバルマスター

□ 手芸部

□ 山のニットカフェ

□C Maya Book Camp

清明

穀雨

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年度入会受付中！
正会員はフリー乗車の特典付き
詳細は裏面のQRコードから。

しゃくなげ

きた

□ 花まつり立禅ハイキング

□ 山撮り写真教室

□ 大人の下山部
□ マヤカツ立禅部 □森 みんなで作ろうアナベルの森

□ マヤカツ書道部

□ 野カフェハイキング
□ 摩耶★HULA
□ 山レレ教室

□ 摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク
□ カレー部
□ 野宿部
□自 自然の家オープンデイ

□自 カヌー・アーチェリー体験
□森 ネイチャーゲーム体験
□森 いきもの好き集まれ‼「植物についての学習～立体標本作り～」

□自 アウトドアクラブ

□神 摩耶山クリーンハイキング
□自 ファミリー宿泊タイム

こと座流星群極大

昭和の日

□ 大人の下山部

04
2022

マヤ暦
こよみ

二つ堂花まつり
お釈迦さまの誕生をお祝いして
甘露の甘茶をそそぎ、あわせて
子どもたちの息災を祈ります。

こうほね

レンタサイクル
「マヤチャリ」貸出中！



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年度入会受付中！
https://mayasapo.mayasan.jp/（HPが新しくなりました）

coubic.com/mayasan/

500円

4/13  14:00～16:00
「通常コース」

4/14  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

4/13・25  
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

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

4/10・24  
10:30～12:00
毎月第２・４日曜

マヤカツ立禅部

立禅部、春のハイキング企画。立
つ事で疲れが取れる「積極的休養」
を実体験しよう。摩耶山のパワー
スポットを巡りつつ天上寺まで。

2,000円
保険、甜茶付

4/8  10:30～13:00
集合：摩耶ケーブル虹の駅
解散：摩耶山天上寺

花まつり立禅ハイキング

4/22  13:30～16:30

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：4/1（金）13:30より。webのみ

摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

monte702　11:00～17:00（火休）
西灘文化会館　10:00～17:00（土日祝休）
※上記施設では即日発行できます。
※郵便振込、ホームページから入会の場合、
　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。

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。

4/13  MOTOKOTOクラブ
野カフェハイキング

お洗濯の乾きが早く、いつも清
潔に保てる、１枚仕立てで四隅
を美しく仕上げる額縁仕立ての
作り方をご説明します。 500円

手芸部  「ランチクロス・ランチョンマット」
4/3  14:00～15:00
毎月第 1日曜日

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 !

野宿部
500円
4/23夜 ～ 24朝

ヒヨコ豆、レンズ豆、インゲン豆
etc. 今年はいろいろな豆カレーや
アチャールを作ります。マメ好き、
スパイス好き、マヤにあつまれ。

カレー部　「みんな大好き豆カレー」

3,000円
4/22  11:00～14:00 

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
4/16  14:00～15:00

2,500円

2,000円

4/14  13:00～15:00

4/20  11:00～13:00
アニョハセヨ！ 定番・流行の韓国
料理や独自の文化やハングルを
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
2,000円程度
※内容によって変わります

4/6  10:20～16:00
「モフモフの羊に会いに行こう」

4/10  10:20～16:00
「ラムランチを食べよう♪」

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

4,500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

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 4/20  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。
春爛漫の上野道（摩耶古道）の桜、
花、マヤ遺跡を巡りながら歩きます。
カメラは何でもOK！  初心者歓迎！

山撮り写真教室　「桜、サクラ - 春らんまんの摩耶古道 -」
4/9  10:30～15:30
集合：摩耶ケーブル虹の駅
解散：掬星台
2,500円

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
4/21  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

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

詳細は決まり次第
webにアップします

4/16  10:30～12:00

昭和 30年に閉園した奥摩耶遊園地を探検。笹
刈りも行います。

摩耶の森クラブ

4/16  11:00～16:00
3月～11月の第３土曜日

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がオープン。市街地よりも
遅咲きの桜でお花見も楽しめるかも。

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

無料

無料

「奥マヤ遺跡探検＆整備」

青空のしたで気軽に書道を楽しみ
ましょう。墨をすって文字を書く、
ただそれを楽しみます。寒い日や天
候が悪い場合は室内で開催します。

マヤカツ書道部 4/18  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


