
【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】  4 / 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
　　　★ 3 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年4月1日発行   147号2012017年4月1日発行  日発行   147147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、
北はりま特産品セット （2000 円相当） をプレゼント！

※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。
                                                                         http://www.k-denku.com/satellite/index.html

にゅーすにゅーす

 〒679-1115 兵庫県多可郡多可町中区天田 340-1　
  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0795-32-4477
  定休日 : 毎週水曜日　営業時間  9:30～17:30

 【加工部】 

 〒679-1115　多可郡多可町中区曽我井 613-1(ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ内 )

  ＴＥＬ 0795-32-5013

　 　このサテライトは 「ふるさと工房 夢蔵」です。 さて早速クイズです。

　　　「ふるさと工房 夢蔵」 がポケットパーク内に出している店の名前は何でしょうか？　　
　　　　　　　　　　① ふるさと夢蔵　② キッチン夢蔵  ③ おむすび夢蔵　④ おむすびキッチン夢蔵 

国道 427号線沿ポケットパーク内 ,まちの駅・たか+道の駅「山田錦発祥のまち・多可」の横に酒蔵風の建物があります。

それが 「ふるさと工房夢蔵」 です。 郷土の味と文化を伝える、 思いを込めた巻寿司や鯖寿司・弁当等を提供しています。

平成26年4月より「おむすびキッチン夢蔵」をリニューアルオープン！地元の旬の食材を使ったおむすびや山田錦うどん・

鹿バーガー・鹿ドック・焼きドーナツ等を店内にて提供しています。

応募してプレゼントを応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！

　　 月号　



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 4月

 3月

    　　小さい春、大きい春見つけました！　
　19(日)　散歩道を歩こう「鍛冶屋線跡を歩いて西脇の歴史文化に触れる」　34名参加　

    　7(水)　　祝！来館450万人＼(^O^)／

   野草が美味しく食べられるなんて！
　26(日)　体験教室「食べられる野草を見つけることから始めよう｣　８名参加

　春らしい晴天に恵まれた日曜。JR 利用の参加者が西脇市
駅に到着するのを待ち、受付とストレッチ後スタート。旧
鍛冶屋線跡の遊歩道を、西脇市駅の歴史や旧鍛冶屋線沿い
周辺の歴史に触れながら西脇ロイヤルホテル（旧西脇駅）へ。
マスクをして花粉を気 にしながら歩く人もいた。ここで休
憩を取り、播州織工房館を目指し市街地を歩く。道中「こ
こに映画館があったな～」などと思い返す人もいた。
　旧来住家住宅、西脇の地籍図（来住家住宅前に設置）に

立ち寄った後、播州織工房館
で播州織についての案内を受
ける。製織・レピア織機の動
きを食い入るように観る人や
「絹のような手触りやね」と
商品を購入した人も。
　その後、横尾忠則さんで有
名になった椿坂Ｙ字路、大年

　早春の一日、北はりま田園空間博物館総合案内所･道の駅北はりまエコミュージアムは、
記念すべき450万人目のお客様を迎えた。神戸からお越しのご夫婦。花束と記念品の贈
呈、キャラクター「でんくる」と一緒に並んだところをパチリ！ご来館ありがとうございました＼(̂ o )̂／　山崎

　でんくう体験室に集合し､行程と採取する野草などの説明
後、調理する野草採取に徒歩で加古川の河川敷へ。
　道中、採取する野草や毒のある野草、野草の名前の由来
などを話すと「こんなん知らんかった～」野草を見ながら「こ
れ食べた事あるねんけど何やったかな」と熱心に質問する
人も。いよいよ皆さん目を凝らしながら野草探し。熱心な
人は根を掘る道具を持参していた。
　加古川沿いの土手ではセイヨウカラシナとノビルを収穫。

｢セイヨウカラシナの柔らか
いところだけ摘んでくださ
い」とスタッフ。よく見なが
ら袋いっぱい摘み取る。ノビ
ルはしゃがんで根っこから採
取し、でんく体験教室に戻る。
　野草を種類に分け、 エプロ

ンを付け調理開始｡メ
ニューはノビル､セイヨ
ウカラシナ､フキノトウ
が入った「春の野草パス
タ」。タンポポの葉を使
用した「タンポポサラダ」。
ハコベ、セリの入ったお
楽しみスープ。摘んだ花びらを飾りジャム 2 種添えたヨーグ
ルトのデザート。
　調理を始めると部屋中に野草のいい香りが漂う。味見･調
整して完成。杜仲などを加えた摘み菜茶を添え、桜の枝を
箸置きにし盛り付け。「おいしそう」と言いながら、食べる
のが待ちきれない様子で料理の撮影。一口食べ「本格的な
味やな」「すごくおいしい」
　終了後「楽しかった、季節ごとに何回もしてほしい」と
の感想も。心配された天候も曇りで、皆さん自然に触れた
楽しい一日を過ごされたようだった。　　　　　　　岡本

神社から童子山公園へ。
　童子山公園で昼食、展望
台へ行き解説を聞く人もい
た。
　昼食後は、西脇小学校へ。
西脇小学校では教頭先生らのガイドで、現在も使われてい
る木造校舎内の教室を見学。校舎内の廊下を歩きながら写
真を撮ったりした。
　次の西林寺で一休み。唐子ツバキを見に行き、写真を撮
り「なんで唐子っていうの？」の質問に案内人が丁寧に解説。
境内にも行ったの ち日本へそ公園へ向かう。
　予定より早く着いたので、旧日本のへそとＧＰＳ測量に
よる新しい日本のへそへ。終了後「楽しかった」という言
葉も多くいただき、参加者の皆さん満足していただけたよう。
その後参加者は日本へそ公園駅から電車に乗りそれぞれの
帰路へ着いた。　岡本

  1日　小野市うるおい交流館エクラでセミナー｢共感をミカタにする組織作り｣に篠原駅長、岡本参加
  5日　サンＴＶ「ひょうごワイワイ」で道の駅特産品コーナーとネーブルバーガースターズ、レストランたにしを紹介放映
14日　ネスタリゾート神戸で兵庫県道の駅連絡会駅長会　篠原駅長出席

  5日　インデックス大阪にて6次産業展覧会のセミナー受講など　内橋副代表、篠原駅長、岡本参加

2017年

  3  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動



『３月号表紙クイズ』 の答え 　　　　③ 20,000 株

ラベンダーパーク多可

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127
TEL  0795-36-1616 　FAX  0795-36-1617
HP http://www.lavender-park.jp
休 園 日/ 毎週水曜日(但しシーズン中は無休) 
開園時間/  9:00～17:00
入 園 料/ 開花時期は有料、それ以外は無料
※開花時期はホームページよりご確認下さい。

　ラベンダーパーク多可には総面積5haに約2万株のラ
ベンダーが植えられています。
　4月中旬から下旬にかけピンクや薄紫の芝桜、新緑が
見頃です。5月中旬頃からウサギの耳のような花弁がと
てもかわいいフレンチラベンダーが見頃となります。
ラベンダーの開花シーズンは5月中旬から7月中旬頃（開
花時期は入園有料となります）。
　園内にある『ごはん亭』では、地元食材の「播州百日
鶏」や「播州地卵」を使ったメニューがいっぱい♡
イチオシは「多可ふるさと御膳」！お代わりし放題の
「たまごかけごはん」も大人気です(^^♪
　『喫茶ラベンダー』では、ラベンダーを見ながらモー
ニングやランチを楽しむことができます。ラベンダーク
リームソーダやオリジナルハーブティーはここでしか味
わえない一品です(*^^*)
　また、自然手作り化粧品教室や花あそび講座、染め体
験教室やヨガ体験教室など、年間を通して実施していま
す。詳しくはラベンダーパーク多可にお問合せ下さい。

むらさきの風香る丘 ラベンダーパーク多可の、写真で
は写しきれない絶景ロケーションを、ぜひ自分の目で確
かめて下さい(^^♪

芝　桜

でんくうのショーケース

ラベンダークリームソーダ

ラベンダー

多可ふるさと御膳

ラベンダーブーケ作り教室

オリジナルハーブティオリジナルハーブティー

たまごかけごはん

【総務部】
　・4/30（日 ) は 10 時～ 15 時
　  『第 12回ふぁみり～カーニバ ル』が開催されます。
      スタッフの方々には前日の準備からお世話になります。
      よろしくお願いします。
   ・平成 29 年度 NPO法人の総会は 5/17（水）19 時～
　  でんくう総合案内所体験学習室で行います。

【地域交流部】
・『芝生広場・屋外ステージの塗装』を 4月上旬に実施しま    
     す。
・体験教室 『播州織の布ぞうりづくり』 を 5/21( 日 ) に実施     
   します。　  定員：25 名　参加費：800 円　 
・体験教室『燻製づくり体験』を 6/25( 日 ) に企画中。
　今回は、チキン骨付きモモを燻製にします。
・体験教室『夏休み工作』を 8/5( 土 ) と 8/20( 日 ) に企画中。
【事務局】
   ・Wi-Fi 工事完了、芝生広場全域・南側駐車場・体験学習室・
　 総合案内所・レストランたにしで利用できます。
     Wi-Fi で FREESPOT に接続すれば無料で利用できます。
    どうぞご利用下さい。

      

【都市交流部】
・日本一長い散歩道を歩こう「オープンガーデン（in 中区）」
を 5/13（土）に実施します。定員 40 名、参加費 500 円
でんくう（9時集合)→（バス移動）→いぶきの森→在田邸（東
安田）→細川邸（中村町）→中央公園（昼食）→橋本邸（岸上）
→まちの駅・たか（道の駅山田錦発祥のまち・多可）→
（バス移動）→でんくう（15：00）解散  　　（全長約７km）
・でんくう FUN くらぶ交流バスツアー「黒田庄和牛の田舎
 料理教室と野菜収穫体験」を 5/28( 日 ) に実施します。
明石発（8時）→西神中央→でんくう→加美交流会館とその
周辺の畑で収穫体験と田舎料理教室→でんくう→帰路
・7/23( 日 )・7/30( 日 )・8/6( 日 ) 『ボランティア養成講座』
（ボランティアガイドセミナー）を計画中。

【広報部】
・４月の情報コーナーショーケース展示は
　「ふるさと工房  夢蔵」です。
・29 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドが完
成しました。4 月初旬にお手元に届きますのでお楽しみに。



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。

〒677-0022　兵庫県西脇市寺内517-1
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～ 19時(  11月～2月は 1 8時閉館 )　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

       4 でんくう自主企画月の  

季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ４月に掲載以外の情報です

。
詳細最新情報は 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）
    ４月の
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でんくう総合案内所

   　『 まぼろしの高嶋たけのこと
　　　　　いちご狩りと播州織工場見学 』
    参加費：大人6,800円　小学生未満6,300円              定員：40名
　　　　 （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）
　持ち物：長靴、帽子、タオル、軍手、雨具（天候により）

　　　　　※汚れてもよい服装でお越しください。

     三宮発(8:00) → 西神中央(8:30) → 篠田いちご園（いちご狩り）
　→ 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ  → 昼食(ますのみ松屋のお弁当)
　→ 高嶋たけのこ畑(たけのこ掘り) → tamaki niime（工場見学）
　→ 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ  → 西神中央(17:00) → 三宮(17:30)

　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー 　第１２回  ふぁみり～カーニバル（日）

募集中
  22

　

　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（土）
          『 まぼろしの高嶋たけのこと
　　　　     いちご狩りと 官兵衛の湯』

　参加費：大人6,900円　小学生未満6,400円       定員：40名
                     （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）　　
　持ち物：長靴、帽子、タオル、軍手、雨具（天候により）

                         入浴セット（タオルなど）
　　　　　※汚れてもよい服装でお越しください。

     明石発(8:00) → 西神中央(8:30) → 箸荷いちご園（いちご狩り）
　→ 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ → 昼食(ますのみ松屋のお弁当) 
　→ 高嶋たけのこ畑(たけのこ掘り) → 官兵衛の湯（入浴）
　→ 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ  → 西神中央(17:30) → 明石(18:00)

5/13(土) 日本一長い散歩道を歩こう

   『オープンガーデン巡り in中区』
　  定員：４０名　参加費：５００円　  約７kmを歩きます。

5/21(日) 体験教室

     『播州織の布ぞうりづくり』
　  定員：２５名　参加費：８００円　

5/28(日)  あぐり体験バスツアー

 　
『北はりまの初夏を食べよう！

　      収穫体験と地元特産品を使った料理教室』

        定員：４２名　参加費：５,８００円 小学生未満：２,９００円
　          　　　　　　　　　　(でんくうFUNくらぶ会員５％割引）

　　

満員
御礼

満員
御礼

員

募集中

満員
御礼

場　所：道の駅  北はりまエコミュージアム  周辺
                   
時　間 ：１０時～１５時　皆様のお越しをお待ちしています！
内　容：掘り出しもの！一点もの！うまいもん！１００店舗
　　　　フリーマーケット＆手づくり市＆サテライト出店
　　　　よさこい踊り＆ダンス＆バンド演奏                 
　　　　どきどきワクワクステージイベント
                                                   ※雨天決行（雨天時は内容を一部変更）
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   1(土)～　いちご狩り　多可町加美区箸荷900-1 箸荷いちご園  要予約 休園日 火曜・水曜　 ◆36-0862（ハーモニーパーク）・36-0831 (箸荷イチゴ園)
   1(土)～　いちご狩り　西脇市明楽寺町　観光農園　篠田いちご園　要予約　◆25-8888
   1(土)～16(日) 10時～16時　お雛さま展示　西脇市市原町139　コヤノ美術館西脇館　土日のみ開館　入館料大人800円◆06-6358-7555
   7(金)～9(日)  9時～17時　フォトクラブ四季彩　第4回写真展　西脇市野村町茜が丘16-1　西脇市茜が丘複合施設みらいえ多目的ホール
   9(日)～6/18(日)　アートの扉Ⅱ「入江明日香―あめつちの詞」展　西脇市岡之山美術館　月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-6223  
16(日)～5/7(日)　フロイデン八千代の鯉のぼりが泳ぎます　多可町八千代区俵田　滞在型市民農園フロイデン八千代周辺
16(日) 10時～15時　第6回みちくさマルシェ　多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園内　chattanano森 　◆32-4111
16(日) 10時～13時　のんびり歩こう♪春の渓流でおさんぽ　多可町八千代区俵田   なか･やちよの森公園渓流の広場　要予約 200円　◆30-0050
22(土)～23(日)　佳生流活け花展　西脇市寺内　でんくう総合案内所　体験学習室  ◆25-2370 
22(土) 10時～15時　旬の味覚！～里山の山菜採り～　多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約 300円　◆30-0050
27(木)  日本のへそ日時計の丘フォルクスガーデンリニューアルオープン　西脇市黒田庄町喜多秋谷口1518-1　◆28-5120
28(金)～30(日) 9時半～18時　初夏の奥播州ふるさとまつり　多可町加美区西脇　足立醸造　◆35-0031
29(土・祝) 10時～12時　お米が出来るまでシリーズ① 田んぼを耕そう！多可町中区なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約 　無料　◆30-0050
29(土・祝) 受付8時～   笠形山登山 みんなで登ろう９３９m！！　多可町八千代区大屋　ネイチャーパークかさがた　参加費500円　雨天中止  ◆30-5110
29(土・祝) ～5/28(日)　多可オープンガーデン　多可町及び西脇市　◆32-4779　多可町役場地域振興課


	147-1
	147-2
	147-3
	147-4

