
【記入要項】 答え、 氏名、 お住まいの市町名、 連絡先 （☎又はメールアドレス）、 広報紙にゅーすでんくうへのご意見・ご感想
【応募資格】 でんくう総合案内所まで当選賞品を1ヶ月以内に受取りに来館いただける方 （代理可）
【締 切 り】  1/ 20 必着。 発表は当選者へ直接連絡します。
【応募方法】　①ハガキ②メールまたは③直接でんくう総合案内所へ 。 案内カウンターに応募用紙があります。
【応募先】　①〒677-0022 西脇市寺内 517-1　北はりま田園空間博物館　にゅーすでんくうクイズ係
　　　　　　　②メール：qu i z@ k - d e n k u . c o m
　　　★１2 月号のクイズの答えは３P を見てね！
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◆クイズに応募しよう！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

答えと必要事項を明記して、 ご応募ください。 正解者の中からお 1人に、
播州歌舞伎グッズ （巾着袋とタオルと缶バッジなど） をプレゼント！

　写真の北はりま田園空間博物館のサテライトは 『播州歌舞伎』 です。
今年で発足から○○周年を迎えました。 では、 この○○に入る数字は？

　　　　　　　　　　　　ヒント：7歳で始めた子が 27歳になりました。

※サテライトとは北はりま田園空間博物館に登録されている見どころです。 まるごとガイドやホームページに200あまり紹介されています。

応募してプレゼントを
　　当てよう！

　ふるさとの誇る伝統芸能 「播州歌舞伎」 を守り、 受け継ごうという一般社会人を中心に、 プロの一座である
嵐獅山一座から指導を受けながら化粧のいろは、播州歌舞伎独特の所作や振付けを学び外題の習得に励んでいます。

　多可町芸能祭・多可町芸能フェスタを中心に十八番の外題 「寿式三番叟」 などの公演をおこなっています。

今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします

あらししざん

 ことぶきしきさんばそう



2014年

  12  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

対外活動
スケジュール

 1月

 12月

    　　ええ経験ができました！　
　13（土）･21（日）体験教室しめなわづくり　　13日 27 人、21日33  人参加

    　　湯気と匂いに誘われて・・　
　21（日）年末感謝祭　豚汁の振る舞い　300食

    　　ホームページが新しくなりました！　　　　
　NPO法人北はりま田園空間博物館　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　道の駅北はりまエコミュージアム　

    　　軽食売店が新しくなりました！　　　　
　Navel　Burger（ネーブル　バーガー）12/27オープン　

  
 6日　西脇市西脇ロイヤルホテルで商工会議所新年に集う会に　長谷川代表理事出席
12～22日　加古川市イオン店でふるさと観光展　バスツアーチラシを掲示･配布

 2～16日　大阪梅田みちまちスクエア―でふるさと観光展　バスツアーチラシを掲示･配布　
16日　宍粟市波賀町で道の駅連絡会研修会　大谷駅長出席

　会場には新年に向けて手作りのしめなわを作ろうとご夫
婦で参加の方や道の駅で買い物をしてふと覗いて見たら楽
しそうだと飛び入り参加の方も。
　まずは、ワラの束の根本を揃えてから穂先の3分の2ほど
を木槌で叩いてやわらかくします。
　次にわらをなう作業ですが、手のひらをこすり合わせる
ようにしてわらを撚っていきます。初心者にはなかなか難
しくスタッフに手伝ってもらいながら作っていきます。
「忘れないうちにワラを貰って帰って家で練習するわ」と
いう方も。　
しめなわがなえたら見栄え
がいいように、はみ出だし
た髭をハサミでカット。
　飾りのごへい作りを熱心
に取り組む参加者。
参加者が作られた作品を写

真に撮らせていただきました。中央が「めがね」、右下が
「ごぼう」と言われています。この写真ではまだ未完成で
すが、あとウラジロの葉やミカンやダイダイをつければ完
成です。
　「立派なものができた、自分で作るのと買うのとまた違
うな、ええ経験が出来たありがとう」との声もあり、参加
された方々は大満足の様子でした。

　昨日の悪天候が嘘のよう
に、天気が回復。暖かくなり
そう(^^)。豚汁が炊き上が
り、ふるまいがスタートしま
した。里芋、ネギ、大根、ニ
ンジン、ごぼう・・・道の駅
ですから、地元の生産者さん
のお野菜がたっぷりです。「お餅はまだ？」のお声に「あ
りがとうございます！ただいまもち米を蒸しておりま～
す。もう少々お待ちください。」
　駅伝のＴＶ中継もあり、ＴＶのある情報コーナーも賑わ

って、忙しかったです
が、ええお天気でよか
ったです。冬空のも
と、ぺったんこぺった
んことお餅を搗きまし
た。搗きたてきな粉
餅、大人気でした。

　10月下旬に道の駅北はりまエコミュージアムのホームペ
ージ（HP)の新設に続き、11月下旬にでんくうHPがリニュ
ーアル。写真が多く見やすい表示になりました。まだの方
はぜひご覧いただき、「いいね」をお願いします。

　ここにしかないバーガーshopを目指し、黒田庄和牛入り
の和牛バーガー（左：750円）やチキンバーガー（700円）
エビカツバーガー（右：金ゴマ入り650円）。揚げピザは
和牛ミートソース、和牛カレーともに（450円）。どうぞ
お召し上がり下さい。



12月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答えは「也野」でした。

西脇市鹿野町720-1　こみせん比也野　　

ええまち比也野里

でんくう各部からのお知らせ

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
1名様に北はりまの特産品セット（2,000円）でした。

TEL/0795-24-0120 FAX/0795-27-7040
へそ･で･ちゃ ( 地域ふれあい交流店 ) は日･月曜日と祝日お休み　

営業時間 /10 時～ 15 時 30 分

12 月号表紙の
サテライト紹介

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に時政進さん、阿江昭二
さ。ん（ともに西脇市）、門脇洋三さん（多可町）の 3
人が入会。よろしくお願いします。
･大人気の 1/20 研修バスツアー受付は 12/9（火）10 時
から始まり 10（水）で終了。キャンセル待ち数名です。
　　　　　　新登録サテライト
★西脇市民会館　西脇市郷瀬町 605
　西脇市の中心地にある文化交流の拠点施設です
★畑谷川のホタル　西脇市中畑町
　夏の訪れをつげる風物詩を楽しもう

【広報部】
・1 月の情報コーナーショーケース展示は 20 周年を
迎える播州歌舞伎です。
･27 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドの編
集中！

【都市交流部】
･4/5（日）バスツアー「花めぐりといちご狩り」は三宮 8時

発西神中央→でんくう→篠田いちご園→奥中観音の森（昼
食）→大歳金刀比羅神社→いぶきの森→岡稲荷神社→ええ
まち比也野里→でんくう→帰路。参加費は 5,500 円です。
・4/19（日）バスツアー｢たけのこ掘り･菜の花街道と日本
へそ公園」は明石 8 時半発→西神中央→でんくう→高嶋
たけのこ畑→菜の花街道→日本へそ公園→でんくう→帰
路。参加費は 5,500 円

【地域交流部】
･1/4（日）ぜんざいの振る舞いには、会員のみなさん集
合し、みんなで新しい年を祝いましょう！

【特産品部】
・部長に村井さんが復帰。楽しみです。
・道の駅専用地図付きパンフレットを企画中。これで
道案内の時など、スムーズに説明できるでしょう。
・軽食売店は 12/27（土）からオープン。2P又は 7をご
覧下さい。

   こみせん比也野のへそ･で･ちゃで、代表の藤井さんから
地域の取り組みなどのお話をお聞きしました。
　高齢化が進む中、地域の人の事をとても大切に考えて
おられ、色々な方面に前向きな町づくりをされているお
話に、とても心が温まりました。
　お昼は手作り感たっぷり、ボリュームたっぷりのおま
かせ定食、見た目も味も優しくて美味しかったです。コー
ヒー付きでたったの 500 円、申し訳ないくらい。
食事の後は、上比延町に移動して水車のある庭園へ、西脇
市の素敵な場所が又一つ増え、お気に入りに登録～！で
す。
　最後にキクイモを収穫している五藤さんの畑に行き、
キクイモ掘り体験をさせていただきお土産まで頂いて、
大満足の楽しいサテライト訪問でした。

歴史漂う町並みの一角に 6 地域の活動
拠点こみせん比也野里がある。5～ 10
年先を見て元気なうちにできる事、育
てる事、つなぐ事をテーマに活動

へそ･で･ちゃの室内には掛け軸や写
真、瓢箪の作品などが展示されている。
多くの人に見ていただく事で､趣味に
磨きがかかり、元気な高齢者が多い。

お弁当や総菜、食品から雑貨まで、日
常必要な品があるので､昼近くになる
とそれらを求める人やお昼を食べに来
る住民らで賑わう。

広い畑でキクイモを栽培。地上部を刈
り取り傷を付けないよう掘って収穫。

水車のある庭園はへそ公園の南側に隣接。川
と田んぼと山を眺めながらくつろげる空間。

おまかせ定食はボリュームたっぷり。自
宅よりここで食事する方がお得で楽しい。

小売店が近くにない地域へ週 1 回、移
動販売車が巡回するシステムを作った



NPO法人北はりま田園空間博物館は 道の駅 北はりまエコミュージアムの
収益と、西脇市・多可町の支援を頂き活動しています。

特定非営利活動法人 〒677-0022　兵庫県西脇市寺内517-1
北はりま田園空間博物館 (でんくう )総合案内所
　(道の駅 北はりまエコミュージアム）

◆9時～ 18時 (11月～ 2月 )　年末年始以外無休
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

1月のでんくう自主企画1月のでんくう自主企画 ★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー1月に掲載以外の情報です。
詳細・最新情報はでんくうホームページのイベントカレンダーをご覧ください。

日(曜日)　開始時間　　　　イベント名　　　　　　　開催場所　　　　　　内容　　　　　◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

1月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

1（日）　北はりまを1日楽しむ交流バスツアー　「杉原紙とマイスター工房八千代の弁当のツアー」　　行程：8時加古川発→姫路→でんくう→杉原紙研究所（和紙作り･川ざらしの見学と紙すき体験）→市原公民館（ちょっと照れくさい
孝行のメッセージ作品の見学とマイスター工房八千代の巻き寿司入り弁当の昼食）→足立醸造（蔵見学とお買い物）→でんくう→帰路
参加費：3,800円（FUNくらぶ会員５％引き）　申込：神姫観光･社支店℡0795-42-6565　

2 月 予 告

13（火）パソコン教室(毎週火曜実施)　　　　　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：11時から12時
参加費：1回500円　ノートパソコンを持参下さい。

22（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　　   「足立工房」
集合：でんくう総合案内所10時20分　　
　　または現地（多可町加美区清水516）11時
内容：足立さんから活動のお話しを伺い、竹細工や播州織で
　　小物作り体験、足立工房で田舎ご飯をいただきます。
参加費：小物作り体験料と昼食代1,000円
定員：10名　要予約

でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは
12月 31 日 ( 水 ) ～ 1月 2日 ( 金 ) は
年末年始休館。また、1 月 20 日 ( 火 )は
臨時休館いたします。

ご迷惑をおかけしま
すが

　よろしくお願いし
ます！

４（日）　体験教室
　　　27年の干支「未」のキーホルダーを作りましょう
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～　30名分の材料がなくなり次第終了
参加費：200円　事前申し込みは不要です

★同時に毎年恒例
ぜんざいふるまい（300食）
ファイアーベンチャーズの生演奏
黒田官兵衛紙芝居･大道芸　もあります

何を使って作るか
当日のお楽しみ

加古
川発

1（祝）0時～　成田山初詣～5（月）　西脇市小坂町 成田山法輪寺（播州西脇成田山）　先着3000名開運福盛り杓子進呈　◆22-3912　
1（祝）7時・11時半・17時半～　お正月バイキング　（～３日）　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　大人3,500円（朝食は1,800円）他　◆23-7833
4（日）10～16時　折り紙の宇宙－かたちのアヴァンギャルド ORIGAMI＆ ART～3/29(日)　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
4（日）10～18時　第78回特別展「これなあに・むかしの道具」～3/1（日） 　西脇市西脇 郷土資料館　月曜休館（12日は開館翌13日休館）　◆22-5992
8（木）9～18時　 絵画展　「へその街ＦＡＣＥ(顔 )公募展」 ～12（月）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
10（土）10～12時　体験教室ジャムづくり　西脇市黒田庄町 西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場　要予約　500円　◆28-4851
10（土）　ナイトミュージアム　西脇市市原町 コヤノ美術館 西脇館　夜のコヤノ美術館をお楽しみいただけます　完全予約制　◆090-1919-0481
11（日）10～15時　天高く揚がる！里山の伝統～和凧づくり　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　500円　◆30-0050
16（金）9時半～17時半　絵画展「西脇市内幼稚園児絵画展」 ～19（月）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370　
18（日）10～15時　月に一度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ　コーヒー200円など　【毎月第3日曜】　◆22-8180（当日のみ）
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