
【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】  2/２０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
　　　★１月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年2月1日発行   121号 121号

発行：

◆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、
             足立工房手づくりの竹細工２０００円相当をプレゼント！

　写真は北はりま田園空間博物館のサテライトは 『足立工房』 です。
　工房で ○細工 でカゴを作製している様子です。 では、 この○に入る文字は？
　　　　　　　　　　　　ヒント：『松・竹・梅』 のどれかです。

※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！

　杉原紙の里で竹細工の手作りや野菜の収穫体験 『足立工房』
一日ゆっくりフルセットで体験できます。 手づくりして、 遊んで、 収穫して、 さらにお土産あり、 笑顔でまた来て下さい。

竹細工の手づくり体験・安全で安心な旬の野菜収穫体験・播州織を使った小物作り体験ができます。 いずれも 1 回で約 10 名

程度・要予約・料金は材料費程度。 (夏限定、 あまごのつかみどり・ソーメン流し )

                                        所在地 /多可町加美区清水 516　TEL/080-6186-2492　FAX/0795-36-0631



2015年

  1  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

    　　これで今年も安全に、楽しく、健康に！
　4（日）体験教室干支のキーホルダー作り　21  人参加　＆ぜんざいの振る舞い　350食

    　　盛りだくさんのメニューしっかり楽しみました！
　20（火）研修バスツアー岡山方面　81人参加

  
 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
28日　花巻市議会運営委員会7名がでんくう・兵主神社・極楽寺・荘厳寺・姥が懐を見学
29日　小野市エクラで思いを引き継ぐ人材育成講座　内橋副代表・広報部岡本・大谷事務局長出席

　寒い朝からのスタートながら、10時前に
は「あの～まだですかね」とお待ちになる
お客さんもいてはるくらいの人気でした。
　スタッフは早朝からの準備に追われてい
ましたが、おモチの焼き具合もこんがり
で！ギリギリセーフ(*^^*)｢さぁ召し上がっ
てください｣とサッササッサお椀にそそぐ美味しそうな甘
～い香り、私にも～と思いましたがしばしお預け。
　しばらくすると、ファイアーベンチャーズの軽快なドラ
ムとギターの音色♪自然と体がスイングしだし、中には手

拍子でこたえるお客さんも
いらっしゃいました。例年
演奏されていますので、ど
んどんファンが(*^^*)。ぜ
んざいとアップテンポなベ
ンチャーズの音楽で体もあ

　7時過ぎでんくうを出発したバス2台は特産納入者、サテ
ライト関係者、NPO会員、特産スタッフら81名と車中で配
る景品山盛りを乗せ一路岡山へ。楽しみにしていた備前長
船刀剣美術館は、なんと臨時休館。前日慌てて黒田官兵衛
の曾祖父の眠る妙興寺に変更･･　西脇市黒田庄が官兵衛生
誕地と疑わない私たちにとっては、？？の所も多々ありな
がら、立派な境内とお墓と言われる所を見学。文字も読め
ないくらい古いお墓でした。

　駐車場の隣に隣接する仲
崎邸は明治後期から大正時
代に建てられた大地主の邸
宅。ちょうど旧來住家住宅
やコヤノ美術館西脇館と同
時期で、これらと比較しな
がら見学は興味深かったで
す。
　続いて、桃太郎伝説のあ
る吉備津神社へ。広い境内
では各自おみくじを引いた
り、散策したり。カメラを
持った人はいい写真が撮れ

たようです。大きな檜皮葺
の本殿（国宝）や400ｍも
ある回廊のシンプルな木組
みに驚き、この地の豊かさ
を感じました。
　お楽しみの昼食は旬菜創
作ビュッフェろあんへ。野
菜メニューがふんだんにあ
り、年配や女性向きで皆さ
んお腹いっぱい食べられた
様子。もちろんスウィー
ツ、飲みものも食べ放題！
その上、次もいちごが食べ
放題の西山ファームへ。
　広いハウスの中で紅ほっ
ぺと章姫の2種を食べ比べた皆さんは、早々に退場･･でもい
ちごのお土産を買い占めました。最後は道の駅彩菜茶屋で
最後のお買い物（今夜ご飯も）！車中の時間が長かったの
ですが、○×クイズやビンゴゲームでたくさんの景品もい
ただきました。天候もよく、事故もなく、7時～18時の長旅
は無事終了しました。

～ったかになりま
した。　
　ちょこっと移動で体験学習室へ。たくさんの
子どもたちが目をクリクリさせながら、かわい
いフェルトの羊キーホルダーやふわふわした綿
花の羊をのぞきこみ、さて何を作るのかな？ス

タッフの丁寧な手ほどきと説明を聞きながら頑張って作っ
たようです(̂ ^♪　
　そんな中、外から何やらナレーションが。ご当地有名人
の『黒田官兵衛：軍師官兵衛』の紙芝居が始まったようで
す。あらあらと急いで外に出るとぜんざいのお碗片手にし
っかり見聞き入ってるお客さんがたくさん。"フ～ン"と初
めて聞かれる方も結構いらしていたようですが、皆さんた
いへん楽しまれていたようでした♪　



1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答えは 「20」でした。

多可町中区茂利20番地　(多可町中央公民館播州歌舞伎事務局）

播州歌舞伎

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名様に播州歌舞伎グッズでした。

TEL/0795-32-1250　FAX/0795-32-4142

1 月号表紙の
サテライト紹介

たまものまえあさひのたもとさんのきりみちはるやかたのだん

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に伊奈邦子さん（西脇市）
が入会。よろしくお願いします。
･ふぁみり～カーニバル＆播州つながりマーチは小
さな子どもたちから年配の人まで楽しめるイベン
トです。4/26（日）の実施に向け実行委員会が動き始
めます。

　　　　　　　新登録サテライト
★エコネットにしわき　西脇市郷瀬町 605
西脇の環境を守り育てる活動に取り組んでいます
　絹川　武史（エコネットにしわき代表）

【広報部】
・2 月の情報コーナーショーケース展示は 100 年以上
の伝統を誇るうなぎ料理橋本屋です。
･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】
･5/10（日）日本一長い散歩道「亜麻の花とオープンガーデ
ン」を企画中。多可町八千代プラザ集合･解散。ASABANプ
ロジェクトの亜麻の畑やエアレーベン八千代を巡り参加
費 500 円です。
･6/12（金）交流バスツアー「ホタル観賞の夕べ」は、14 時加
古川発→姫路→加西市の五百羅漢→でんくう→エーデル
ささゆり（夕食）→滞在型市民農園フロイデン八千代（ホタ
ル観賞）→帰路。大人 4,800 円、子ども 3,800 円。
･6/13（土）交流バスツアー「畑谷川のホタル観賞」は、14 時
三宮発→西神中央→加東市まち歩き（佐保神社）→でんく
う→こみせん比也野（夕食）→官兵衛の湯（入浴）→畑谷川
のホタル観賞→帰路。大人 4,800 円、子ども 3,800 円。

 　播州歌舞伎の起源は江戸時代、大正時代まで播州各地
に座元があったが、現在は多可町中区に嵐獅山一座が唯
一残る。20 年前に播州歌舞伎クラブが結成されプロの中
村和歌若さんらから直々に指導を受けた。このクラブが、
1/18（日）ベルディーホールで結成 20 周年記念公演を
行った。メンバーはうら若き女性達 25 名からなり、それ
ぞれに忙しい合間を縫い練習。この日は親子の情愛を題
材にした「玉藻前旭袂三の切り～道春館の段」（右写真）を
見事に演じた。実の娘を殺めてしまった金藤治が涙に暮
れる場面では観客も涙をぬぐい、大きく見得を切ると拍
手喝采。中町北小の歌舞伎クラブは「寿式三番叟」を披露。
着物や袴など慣れない衣装ながら、三味線や笛の演奏に
合わせ、大きな舞を見せてくれた。
　歌舞伎が続いたのはそれを支える豊かな地域があった
から。今後もこの素晴らしい伝統を受け継いでほしいし、
また私たちも応援したい。

あや きんとうじ

舞台の袖には出囃子（鳴り物）の
「太鼓」「笛」「鉦」「拍子木」など
音によって舞台の雰囲気を作り出し、
観客を舞台に引き込む役割を果たす

初花姫と桂姫が双六で勝負し、負けた
方の首が薄雲皇子に差し出される
その理不尽な戦い直前の母と娘たち

勝負に負けた桂姫の首を切った金籐治に
長刀（なぎなた）を手に取って切りかか
った母、萩の方。反対に金藤治に押さえ
つけられ、それを止めようとする初花姫、
そこへ采女之助が飛び出してきて･･･

今回の 20 周年記念公演のパンフレット

2009 年秋でんくうまつりでの華やかな舞台

11 月の古墳祭り（那珂ふれあい館）で
中町北小学校の公演。以上 3つは寿式三番叟

ことぶきしきさんばそう

　★☆でんくう FUNくらぶ会員募集中！☆★
バスツアーの優先受付や北はりまの楽しいイ
ベント情報の提供、道の駅のお買い物 1,000 円
割引券付き。年会費は 1,000 円です！



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

2月のでんくう自主企画2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2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）

2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　

　　　申し訳ありません！
大人気の為、満員御礼となりました 3 月予告 

３（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　
持ち物：ノートパソコンを持参下さい。

８（日）　播州織のブローチ・コサージュ作り

場所：でんくう総合案内所体験教室　　
内容：播州織のはぎれでカーネーションのブローチや
　　　コサージュを作ります
参加費：300円（材料費込み）

８（日）日本一長い散歩道を歩こう西光寺と
大阿闍梨慶祐上人の墓を巡る

集合：北はりま田園空間博物館（でんくう）総合案内所9時00分
行程：でんくう→新松か井の水公園→加美の朝市→西光寺（昼食）
　→大阿闍梨慶祐上人の墓→足立醸造→でんくう15時頃着　
参加費：ひとり500円
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具等

杉原紙年賀状全国コンクール作品展　～4/7（火）　多可町加美区鳥羽 和紙博物館寿岳文庫　水曜休館　◆36-0080
西脇市岡之山美術館開館30周年　折り紙の宇宙　～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
バレンタインフェア　ランチ＆ディナー　～15日（日）　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル ランチ11時半～   ディナー17時半～　◆23-7833

1

1
（日）

1（日） 13時半～15時半　冬のバラ剪定講習会　多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園　要予約　100円　剪定ばさみ、革手袋他　◆32-1543
8

（土）

11

（日）

15

（水）

（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）

21

28

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）

「杉原紙とマイスター工房八千代の弁当のツアー」
時間：13時30分から16時30分　　

でんくうに事前に申し込みをおこなってください。

「ドレスやバッグのアクセントに！」

「体験教室」

（日）1

（日）

14

15（日）

21
（土）
（土）

（土）

10時半～開場　第32回東はりま芸能祭　多可町中区中村町  多可町文化会館 ベルディーホール 実行委員会事務局　◆32-1300
14時～開場　第2回ささゆりコンサート　多可町八千代区中野間 エーデルささゆり 　チケット：2000円(当日500円増)　◆37-1318
節分開運厄除追儺豆まき式　西脇市小坂町 成田山法輪寺（通称：播州西脇成田山）　◆22-3912

13時半～14時半 シナモンパンドル（フラワーアレンジメント） 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約 　1500円　◆36-1616

10時～12時  体験教室「ハンター料理」 西脇黒田庄町門柳 西脇市日本のへそ 日時計の丘公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場　要予約 　2000円　◆28-4851
13時半～15時 大きな勾玉づくり ～オリジナルのパワーストーン～　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約 　300円　◆32-0685

10時半～　第7回 西脇多可新人高校駅伝競走大会　西脇市西脇アピカホール北棟スタート　◆23-4511

9時半～11時  親子で発掘体験～考古学博士への第一歩！～　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約   150円       定員8組 　◆32-0685
16時～開場　第129回しばざくらコンサート「ジャズまいむ絵本」　西脇市 西脇アピカホール　1500円　◆23-9000
1部14時～，2部17時～　ロビーJAZZコンサート「ドラム上野泰宏」　多可町中区中村町ベルディーホールロビー 　500円　◆32-1300
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