
霎時々虹を映す
さあっと降っては晴れる時雨が降り始める頃。雨上がりには掬星台の
広い空に虹がかかることも。初時雨は山の生き物にとって冬支度を始
める合図です。

霜降

立冬

小雪

11月7日～
21日ごろ

11月22日～
12月6日ごろ

10月23日～
11月6日ごろ

11月のまやビューライン
【冬ダイヤ】月水木 10:00～17:30　金土日祝 10:00～19:50（火曜定休）
  摩耶ケーブル・スティーラーズ号運行中

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

まやビ
ューラ

インを

 応援しよう
！

炬燵始めて開く
江戸時代、11月の初亥の日に暖房器具を出すと火事にならないと言
われていました。今年の初亥の日は11月6日。この頃から摩耶ビュー
テラスにもこたつ席が登場します。

山粧う
11月から色づき出した紅葉が見頃を迎えます。11月23日から27日まで、
六甲山牧場～掬星台間を小型電動車（グリーンスローモビリティ）が走行
します。乗車フリー、紅葉散策にぜひご利用ください。

まやビューラインサポーターの会
2022年度入会受付中
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

11
2022

マヤ暦
こよみ

交通社会実験で運行する小型電動車（グリースローモビリティ）

□　 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

ＢＢＱ予約受付

参加するマヤカツ、イベントに □ しよう。

しぐれ

こたつ

よそお

グリスロ登場！

まやビューライン定休日22火

まやビューライン定休日

まやビューライン定休日

土 5

1火

2水

3木

6日

7月

4金

土 12

8火

9水

10木

13日

14月

11金

15火

16水

17木

18金

19土

20日

21月

日の出入  11/1◯出 6:19 ◯入17:06   11/15◯出 6:32 ◯入16:55

まやビューライン定休日

23水

24木

25金

□森 第7回六甲山のキノコ展 9/4～12/16
□森 世界の森のもみじ巡り「森林もみじ散策」

10/22～11/30

26土

27日

28月

□牧 ウール＆チーズフェスタ
（ホースショー、酪農教室など開催）

11/5～11/23

29火

30水

□牧 あきまきば2022
10/2～11/3

□森 紅葉のライトアップ
11/3～11/30

グリーンスローモビリティ運行
11/23～11/27

秋
の
マ
ヤ
カ
ツ
祭
り

写真展・森のこびとたち
～まやのおやまでかくれんぼ～
会場：摩耶ビューテラス702

10/15～11/13

□寺 七五三まいり
11/15を中心に9～12月中毎日

□寺 第30回摩耶山俳句大会
（郵送方式）11/15消印有効

□ 野点ハイキング
□ 山レレ教室

□ マヤカツ書道部
□ 摩耶★ＨＵＬＡ

□ 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
□ 山撮り写真教室

□ 摩耶の森クラブ
□ 摩耶山中国語教室

□ ふわふわ苔ぼっくり
□ 初めての沖縄三線

11/23-27 期間中だけ、

六甲山牧場でも貸出、乗り捨てできます！

「マヤチャリ」で摩耶山の秋を探しに行こう！

□ 手芸部

□ゲ 山と街をめぐる
 ローカルツーリズム

□自 森のようちえん
□森 早朝探鳥会・定例探鳥会
□神 KOBE六甲全山縦走大会

□森 自然観察講座

□ ＭＡＹＡ ｄｅ 和ハーブ

□Ｃ Ｍａｙａ Ｂｏｏｋ Ｃａｍｐ
□自 ファームキャンプ
□森 森林浴ヨガ-紅葉の森deヨガ-

勤労感謝の日

ラジオ体操部 参加フリー！
（火曜以外の平日15：00~15：10）

□ 大人の下山部
□ マヤカツ立禅部

□ 大人の下山部
□ 山撮り写真教室
□ ふわふわ苔ぼっくり

□自 アウトドアクラブ

□ カレー部

□ 野カフェハイキング
□ 山のニットカフェ
□ ハーブラボ

立冬

小雪

□自 チャレンジ！サバイバルマスター

□ 山レレ教室（超初心者）

□自 生き物発見キャンプLight
□森 ウェルネスウォーキング

文化の日

□森 ネイチャーゲーム体験

□ 摩耶山で癒しの音浴会

七五三

□ 大人の下山部
□ 摩耶★ＨＵＬＡ
□ カレー部
□ ＭＡＹＡワイン倶楽部
□ 焚き火部
□ バンガロー部
□ 摩耶★ＨＵＬＡ
□ マヤカツ立禅部

□森 御影高校生による展示解説
　（六甲山のキノコ展）

小型電動車が走る！



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/

11/12  10:30～12:00秋の摩耶山は「紅」がテーマ。赤
く染まったイロハモミジやドウダ
ンツツジ、赤い実をつける植物な
ど、晩秋の植物を観察します。

摩耶の森クラブ 「紅葉と晩秋の植物観察会」

11/19  11:00～16:00
3月～11月の第３土曜日

出店料無料のゆるゆるフリマと、
楽器片手に音のピクニック。のん
びりチェアリングもどうぞ。

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

11/14  13:00～15:00
「通常開催」

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

摩耶山でキャン活 ! テントではなく
バンガロー（キャビン）で泊まるお
手軽キャンプ。夜はもちろん焚き火
を囲んでまったりタイム。

バンガロー部 ［野宿部］

1,000円  小学生以下 500円

11/26  17:00～翌 10:00
会場：自然の家キャビン

秋の摩耶山で焚き火を楽しもう。焼
き芋、ソーセージ、マシュマロを焼
きます。

焚き火部 ［野宿部］

100円

11/26  12:00～16:00
会場：自然の家キャビン下広場

2,000円

「ラタトゥユ」など南仏でよく使われ
ている万能ミックスハーブ、エルブ
ドプロバンスを伝統的な調合セーボ
リーなどのハーブを使って作ります。

ハーブラボ 「 “エルブ・ド・プロバンス”にチャレンジ！」
11/17  13:00～15:00

六甲・摩耶 交通社会実験

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

11/23  10:30～12:00
毎月第２・４日曜

マヤカツ立禅部

秋だから「苔ぼっくり」を作りましょ。
松ぼっくりに苔を植え込んでゆきま
す♪ とっても可愛いもふもふコロン
の苔ぼっくりが出来上がります。

ふわふわ苔ぼっくり［苔moss☆interior］
11/16  11:00～13:00
2,500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

11/16  ①13:30～14:50
　  　　②15:10～16:30
毎月第 3（4）水曜

初めての沖縄三線

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 11/14  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

11/13  10:20～16:00ころ
「紅葉を求めて -有馬瑞宝寺公園」

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

11/9

MOTOKOTOクラブ
野点ハイキング

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
11/17  12:30～15:00

飲み物、初心者さん小物材料付

ＭＯＴＯＫＯＴＯ
山のニットカフェ

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
11/12  11:00～12:00

4,000円  鶏ハム・ラタトゥユ
ハーブ菓子・ハーブティー付
※10月参加の方は 3,000円

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　
3,000円
11/18  14:00～17:00 

錦秋の穂高湖、シェール道へ。カ
メラで紅葉狩りに行きませんか？
初心者歓迎、カメラは何でもOK
です！

山撮り写真教室  「燃える秋 -紅葉を撮ろう-」
11/19  10:30～15:30

2,500円

和ハーブってなぁに？ 自然豊かな
摩耶山に自生する和ハーブたちを
一緒に楽しみましょう。

2,000円 
11/20  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  「冬支度の摩耶山 香りの和ハーブ散策」

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 
火曜お休み

知れば知るほど美味しさ UP ! 一緒
に学びながら自分好みのワインを
見つけませんか？

11/26  12:00～16:00
「ワインの試飲会（有料）」
会場：自然の家キャビン下広場

ＭＡＹＡワイン倶楽部

11/26  13:00～翌 12:00
「フラ＆キャンプ」
会場：掬星台／自然の家体育館

祭

祭

11/26  12:00～16:00
「スパイス軽食販売」
会場：自然の家キャビン下広場

祭

19日参加の方は 23日 500円引き

祭

祭

祭

シュラフ、マット、飲食物、調理道具
などは各自持参

祭

秋のマヤカツ祭り開催！  
11/23（水祝）～27（日）

グリスロに乗ってマヤカツに参加しよう！

500円

11/9  14:00～16:00
「通常コース」

11/10  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

2,000円

11/11  13:00～15:00
毎月第 2金曜日開催

奇跡のヒーリング楽器、クリスタル
ボウル＆シンギングリンの音の響きと
振動を全身に浴びて心と身体を調え
ましょう。山の上の響きは格別です！

摩耶山で癒しの音浴会

読書の秋です。お気に入りの布で
あなただけのオリジナルブックカ
バーを作りませんか。読書がさら
に楽しくなること間違いなしです！

500円

手芸部  「ブックカバー」
11/6  14:00～15:00
毎月第 1日曜日

11/23  10:20～16:00ころ
「紅葉を求めて-摩耶の西側スポット巡り」
11/26  8:00～翌 21:00ころ
「お泊まり縦走 /宝塚スタート」

11/27  10:30～12:00

11/23  11:00～15:00

11/23 ～ 11/27時速 20km 以下、乗り降り自由、
のんびり走る乗って楽しい、小型
電動車グリーンスローモビリティ
が摩耶山にやってきます。

■グリーンスローモビリティ（グリスロ）の運行

乗車無料

・10台増えて合計 20台に
・六甲山牧場で乗り捨て可

NEW

11/23  
会場：自然の家メインキャビン

祭

11/17
野カフェピクニック

詳細は決まり次第webにアップいたします

祭
　　　  13:30～15:00
午前：掬星台、午後：自然の家

電動アシスト付で坂道もラクラク。
期間中は六甲山牧場での乗り捨
て、貸出もできてさらに便利に！

■マヤチャリ無料 11/23 ～ 11/27
無料（期間中のみ）

■フードカー・ブース出店
11/23～27 杣谷峠［コーヒー、ホットドッグ］
11/26 掬星台［摩耶鍋］
11/27 掬星台［神戸摩耶山カレー］

有料


