
合歓木眠る
一年で最も暑い時期。子どもの丘ではネムの木がフサフサしたピンクの花を
咲かせます。夜になると眠るように花を閉じることから名付けられました。

大暑

立秋

処暑

8月7日～
22日ごろ

8月23日～
9月6日ごろ

紅色のグラデーションが目を引くネムの木の花（子どもの丘）

7月23日～
8月6日ごろ

8月のまやビューライン
【夏ダイヤ  7/20～8/31】10:00～20:50（無休）

【夏休み子ども無料キャンペーン】7/20～8/31
大人同伴１名につき、小学生以下の子ども４名まで無料で乗車できます。

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
□ゲ ゲストハウス萬家（ＭＡＹＡ） 090-9856-8280
□Ｃ ＣＡＦＥ７０２　078-806-3051

問い合わせ先

08
2022

マヤ暦
こよみ

ネムノキ

まやビ
ューラ

インを

 応援しよう
！

ＢＢＱ予約受付

ヤマボウシ

参加するマヤカツ、イベントに □ しよう。

笹おいて願天高く
旧暦の七夕に行われる摩耶山笹おい七夕まつりは「笹おいホーイホイ」のかけ
声とともに天上寺に笹を奉納し願いを天に上げる、古くから伝わる行事です。

山法師紅く実る
夏の暑さがやわらぐ頃。ヤマボウシの実が赤く色づきはじめます。
熟すととても甘く、疲労回復や整腸作用の効果があると言われます。

ネガイ

まやビューラインサポーターの会
2022年度入会受付中
正会員はケーブル・ロープウェーのフリー乗車特典付き
【受付場所】monte702、西灘文化会館、郵便払込、ホームページ
【HP】https://mayasapo.mayasan.jp/　またはQRコードから

火

1月

土 6

2火

3水

4木

7日

8月

5金

土 13

9火

10水

11木

14日

15月

12金

16火

17水

18木

19金

20土

21日

22
23

月

日の出入  8/1◯出 5:09 ◯入19:02   8/15◯出 5:19 ◯入18:48

24水

25木

26金

27土

28日

火

29
30

月

31水

□ 海、山へ行く　 □ 大人の下山部　 □ 川床部
□ 山レレ教室（超初心者）

□ ステラ484
□ 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

□ アウトドアクラフト

□ 摩耶山ハングル散策
□ 摩耶★ＨＵＬＡ

□寺 摩耶山笹おい七夕まつり
□自 生き物発見キャンプ
□森 いきもの好き集まれ！！
 昆虫採集と標本づくり

□森 こども植物画教室

□ 摩耶山中国語教室
□ 手芸部
□ 摩耶山ランタントワイライトハイク

□ マヤカツ立禅部
□ Ａｒｏｍａと山ｙｏｇａ
□ ＭＡＹＡ ｄｅ 和ハーブ

□ カレー部

立秋

□ゲ 山と街をめぐるローカルツーリズム

□ 摩耶★ＨＵＬＡ

□森 森であそぼう！なつやすみ
7/23～8/30

□牧 六甲さんさんまつり2022
7/23～8/15

□ 摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

□ マヤカツ書道部

□ マヤカツ書道部

□ ハーブラボ

□花 摩耶花壇跡オープンデイ

□花 摩耶花壇跡
 オープンデイ

□森 六甲山の生き物に出会おう

□ アウトドアクラフト

□牧 ホースショー　　□森 森のアート教室「葉っぱを描こう」
□森 おやこバードウォッチング 夏休み特別プログラム

□森 自然観察講座

山の日

ペルセウス座流星群 極大

処暑

摩耶山笹おい七夕まつりは

８月７日（日）

願いをお空にあげよう！

□寺 摩耶山七夕まつり
7/23～8/5

□ 初めての沖縄三線

□森 森林観察講座展
ｉｎ森林植物園
7/16～8/21

まやビューライン
夏休み子ども無料キャンペーン

7/20～8/31
大人同伴１名につき

小学生以下の子ども４名まで無料

□Ｃ Ｍａｙａ Ｂｏｏｋ Ｃａｍｐ
□花 摩耶花壇跡オープンデイ
□森 木の実の標本づくりと子どものための森林ガイドツアー
□森 いきもの好き集まれ！！～夜間の昆虫採集～「ライトトラップ」

□寺 四万六千日大祭

□ 山レレ教室

□ マヤカツ立禅部

□自 森林浴キャンプ

□寺 摩耶の送り火・盆おどり

□ セルフ整体ジュガクラブ
□ 山撮り写真教室
□自 森林浴キャンプ

□ 苔テラリウム

□自 森林浴キャンプ
□森 森林浴ヨガ

□花 摩耶花壇跡オープンデイ
□花 摩耶花壇跡オープンデイ
□自 森林浴キャンプ

□ 野宿部

□森 こどもフェスタ
8/20・21



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。

coubic.com/mayasan/

アウトドアグッズがレンタルできます。
チェア、サンシェード、芝マット、ハンモック、テーブル、クッカー、バーナー、
マヤチャリ、ヨガマット... and more!

500円

8/10  14:00～16:00
「通常コース」

8/11  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

8/18・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

ご自宅に眠る手ぬぐいが大変身、使
いやすい「あずま袋」を作りませんか。
手ぬぐいを活用すると、縫う箇所が
少なくて、驚くほど簡単に作れます。

500円

手芸部  「（手ぬぐい 1枚で作れる）あずま袋」
8/7  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
8/5夜 ～ 6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　「パンダ豆のカレー、ナスとじゃがいものカレー」

3,000円
8/26  14:00～17:00 

2,000円

個性的な柄、元気になる色のアフ
リカンバッティク。アフリカンバ
ティックの端切れを使って、カラ
フルなリースをつくりましょう♪

アウトドアクラフト「アフリカンバティックで遊ぼう」
8/19  13:00～16:00
3,000円  材料費込

晩夏の摩耶の夕空、宵空を撮りま
せんか？  日没後はちょっと夜の森探
検。解散後、希望者は麓までナイト
ハイクもご案内。カメラは何でもOK！

山撮り写真教室  「納涼トワイライト - 山の夕景を撮ろう2 -」
8/20  17:00～20:30
2,500円

摩耶山中の清流に腰掛け、せせら
ぎと涼風を BGM に過ぎ行く夏を
愛でます。お好きな飲み物などご
持参ください。

200円
アウトドアチェアレンタル可

8/11  13:00～15:00川床部

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
8/4  13:00～15:30

8/28  11:15～12:30
５月～９月の第４日曜と
10月 30日に開催テーマは「解放」。アロマの香りと、

心地よい身体の伸びを味わう山ヨガ
で、ストレスフリーなひとときを
ご一緒しましょう。

Ａｒｏｍａと山ｙｏｇａ

1,500円
ヨガマットレンタル可

8/29～30マヤ遺跡ガイドウォークとゲストハ
ウスＭＡＹＡの宿泊がセットになった
特別プランです。
問合せ：090-9856-8280

山と街をめぐるローカルツーリズム

10,000円～ 
ツアー代、宿泊費込（交通費実費）
最小催行人数 3名

8/6・11・12・13・28
11:00～15:00大正１５年に開業したマヤ遺跡

「摩耶花壇跡」でデイキャンプ。

問合せ：090-3358-1004

摩耶花壇跡オープンデイ

1人500円  事前申込不要

8/23  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。

摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク

4,500円  
予約受付：8/2  13:30～webのみ

まやビューライン運賃、保険付

ジュガとは体ひとつで行う健康法で、
「武道・ヨガ・ストレッチ」が融合され
た近代体操です。氣持ちいい汗を
かいて、一緒にデトックスしましょう。

セルフ整体ジュガクラブ 8/20  11:15～12:30
2,000円  
ヨガマットレンタル可

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
8/7  11:00～12:00

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を伝授。
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

8/14・28  
10:30～12:00
毎月第２・４日曜

マヤカツ立禅部

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しましょう♪

苔テラリウム［苔moss☆interior］
8/24  11:00～13:00
2,900円

景色の良い山のｃａｆｅやテラスで、
のんびり三線をひいてみませんか？
初心者さんようのコースです。 702円  三線レンタル可

8/17  ①13:30～14:50
　　　②15:10～16:30
毎月第 3（4）水曜

初めての沖縄三線

※くわしくはwebへ

※ポケット型トイレを持参ください

ドライブでは見えない、散策ではた
どり着けない、季節の動植物やここ
でしか見られない絶景、とっておき
に出会えるレンタサイクルです。

大空のした、墨をすって筆で書く。
気軽に書道が楽しめます。書き方
指導や写経など、希望に応じてお
教えします。

マヤカツ書道部 8/1・22  10:30～12:00
だいたい毎月第 2月曜日
※天候に応じて室内で開催

1,000円  
書道セットレンタル可

8/31  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

和ハーブを使った手作りソープの
ワークショップ。材料となる和ハー
ブは当日のお楽しみ♪

2,000円 
8/28  13:00～15:00森林セラピストと歩く 摩耶山香りの和ハーブ散策

ＭＡＹＡ ｄｅ 和ハーブ

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 

マヤチャリ 電動アシスト付自転車

青空の下のコワーキングスペース。
強力専用Wi-Fiでネットもサクサク。
テレワークや研修、ミーティング、
ネットサーフィンなど使い方いろいろ。

Ｗｏｒｋ７０２
10,000円（３時間［設営撤収含む］ ）
平日 11:00～16:00（金 17:00）

屋外 1,000円（１日）  
平日 11:00～17:00

キャンピングコワーキング

アウトドアオフィス

1,000円（３時間）  
走行範囲：掬星台～六甲山牧場

平日  11:00～17:00
金土日祝  11:00～18:00

8/11  16:00～20:00ころ
「ヒグラシの鳴くころ」
-トワイライトBBQ-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



2022夏
摩耶山イベントカレンダー

詳しくは▶https://www.mayasan.jp/

神戸市立 自然の家
　(078)891-0001
　無休
　www.kobe-sizennoie.com/

摩耶山天上寺 
　(078)861-2684
　9:00～17:00
　www.mayasan-tenjoji.jp/

神戸市立 六甲山牧場 
　(078)891-0280
　9:00～17:00
　火曜（7/21～8/31は無休）
　年末年始・冬季休業あり
　https://rokkosan.jp/

神戸市立 森林植物園
　(078)591-0253
　9:00～17:00　　
　水曜
　www.kobe-park.or.jp/shinrin/

monte702
　(078)882-3580
　11:00～17:00
　（7/20～8/31は～20:00）
　火曜（7/20～8/31無休）
　www.mayasan.jp/monte702/

天上寺の境内に並べら
れた精霊船に灯がとも
り、精霊の成仏を祈る
送り火が焚かれます。
摩耶夫人堂前では円舞
形式の盆おどりが奉納
されます。

摩耶の送り火・盆おどり
初盆供養と精霊送り

摩耶山最大の湖、穂高
湖で１日だけのビーチ
パーティ。今年のテーマ
は「月の海」。カヌーや
UFO型SUP、チェアリン
グなど、水辺を楽しむ
プログラムもいろいろ。
宇宙食の販売もあります。

8/11
THU

11:00～16:00 ￥ 無料 体験、飲食有料会 穂高湖
海、山へ行く 2022
穂高湖が月の海に

夕暮れの薄明かりと
「スカイランタン」の
あかりを頼りに、原生林
に眠るマヤ遺跡をたど
りながらハイクダウン。

18:00～19:30 ￥ 1,500円（1組）会 掬星台～虹の駅
摩耶山ランタントワイライトハイク
摩耶山できもだめし

楽しいイベント森だく
さん！夏休みの自由研
究も森林植物園におま
かせ！期間中は木の実
の標本づくりや植物画
教室など、夏らしいイ
ベントをたくさんご用
意しております。

森であそぼう！なつやすみ
￥ 有料プログラムあり

自然と触れ合う夏休み
会 森林植物園

7/23
▼

8/30

「笹おいホーイホイ！」
という掛け声とともに
天上寺に笹を奉納した
あと、夕暮れの薄明かり
とランタンのあかりを
頼りに虹の駅まで下る
「摩耶山ランタントワイ
ライトハイク」を開催。

16:00～16:45 会 掬星台～天上寺 ￥ 無料
摩耶山笹おい七夕まつり
願いを天にあげよう！8/7

SUN

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。

13:00 柴燈大護摩供　19:00 萬燈会　23:00 星下り会式
天上寺　四万六千日大祭
摩耶山に星が下る夜8/8

MON

17:00 盆おどり　18:00 精霊供養会　19:00 摩耶の送り火

特設サイト▶

夏休み期間中、大人1名
につき小学生以下のお
子さま４名まで無料で
ご乗車いただけます。
家族みんなで摩耶山に
お越しください。

7/20
▼

8/31 まやビューライン
子ども無料キャンペーン

お子さま無料

山上各施設に設置した
笹に願い事を書いた短
冊を飾ってください。
応募用紙に必要事項を
記入し応募箱に入れる
と、抽選でステキなプ
レゼントが当たります。

摩耶山七夕まつり
摩耶山の七夕は8月
会 摩耶ケーブル駅、摩耶ロープウェー星の駅、
摩耶山天上寺、自然の家、六甲山牧場、
森林植物園、六甲ケーブル下駅

7/23
▼
8/5

7/23
▼

8/15

毎年恒例「六甲さんさん
まつり」を開催します。
「羊のエサやり体験」 や
「ホースショー」「酪農
教室」など、動物たち
の楽しいイベント盛り
だくさん。

￥ 各種イベントによる会 六甲山牧場
六甲さんさんまつり
動物たちとの思い出を 8/7

SUN

8/16
TUE

8/20
SAT

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

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

楽器を持って摩耶山へ
GO！ライブするも良
し 練習するも良し レ
コードをかけるもよし 
ライブでもフェスでも
ない音のピクニック。

アコースティックピクニック
掬星台で音ピクニック
11:00～16:00 会 掬星台

8/20
SAT

8/20
SAT

摩耶山と灘の酒を楽し
む日本酒ガーデン。今年
はマヤ遺跡の一つ、大
正１５年に開業した食
堂兼宿泊施設「旧摩耶
花壇跡」で開催します。

15:00～18:00 会 旧摩耶花壇跡
ステラ484
木陰で灘の酒

森の中で遊べる様々な
プログラムを開催しま
す。今年は遊べるブース
が盛りだくさん‼大人
もこどもも一緒になっ
て夏の森で遊ぼう‼

会 森林植物園
こどもフェスタ
自然と遊んで学ぼう！8/20

・
8/21

10:00～15:00 ￥ 無料  入場料金のみ
六甲山牧場のカウボー
イと馬たちによるパ
フォーマンスを披露し
ます。馬の凄いところ、
可愛いところ、たくさん
の魅力を感じて一緒に
楽しんでください。

ホースショー

馬とカウボーイの
パフォーマンスライブ

12:15～ 会 六甲山牧場

8/21
SUN

￥ 無料  入場料金のみ




