
【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】  5 / 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
　　　★ 4 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年5月1日発行   148号2012017年5月1日発行  日発行   148148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

 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇 991　
  ＴＥＬ　0795-23-9000　・　ＦＡＸ 0795-23-9031
  休館日 : 毎週水曜日 (祝日の場合は翌日 )　開館時間  9:00～22:00

 Ｅ-mail ： apikahall@ever.ocn.ne.jp

  Ｈ Ｐ ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｉｓｈｉｗａｋｉ-ｃｓ．ｏｒ．ｊｐ/ａｐｉｋａｈａｌｌ/

　 　このサテライトは西脇市立音楽ホール 「アピカホール」です。 さて早速クイズです。

　　　西脇市立音楽ホール 「アピカホール」 には客席が何席あるでしょうか？　　
　　　　　　　　　　① １００席　② １５０席  ③ １８０席　④ ２００席 

西脇市立音楽ホール 「アピカホール」 は客席数１８０席の本格的音楽ホールです。 西脇市の文化拠点として、 聴く人と

奏でる人が共に‶音楽” をつくりあげる…そんなコンサートホールです。 このホールでの交流を通して、 地域文化や地域

の輪を更に広がるきっかけになってほしいと願い、 幅広いジャンルの催しをたくさんの人の手によって開催しています。

小さなホールならではの感動をぜひ体感して下さい。

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　



    　　タケノコ掘りは楽しかった！　
　22(土)　バスツアー「まぼろしの高嶋たけのこといちご狩りと官兵衛の湯」　38名参加　

    　気持ちいい1日、色々楽しめました！
　　16(日)　バスツアー「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」　42名参加

   家族連れが多く安心できるイベントでした！　　30(日)　第12回ふぁみり～カーニバル　約4,000名来場

2017年

  4  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

　山の木々が芽吹き始め、山笑う季節。明石発のバスは､先ず
箸荷いちご園へ。ハウスの中では4種類のいちごが食べ放題！
何度か参加した参加者は｢2～ 3 月のいちごが一番かな。今回
の 4 種の中では章姫が好き。ここのおいしいいちごを食べた
らもう、スーパーのいちごは食べられないわ」と、すっかり北
はりまのいちごファンなった様子。
　次にバスは道の駅北はりまエコミュージア
ムへ。トイレ休憩と買い物を終え、バスでこ
みせん比也野へ。ここでますのみ松屋のボ
リュームたっぷりのお弁当で昼食。
　いよいよ高嶋のタケノコ掘り体験へ。「ど
こにあるんやろ」と目を 凝らしながらタケ

　雲一つない青々とした空の下、フリーマーケット 60 店舗、手作り
雑貨・体験・フード 20 店舗、青空市、サテライト出店。たくさんの
お店がふぁみり～カーニバルに集まった。フリマでは人気商品はす
ぐに売り切れるので朝から大賑わい。
　芝生広場ステージでは、虹の会工房の樽太鼓、恒例となっている
ファイアーベンチャーズのバンド演奏、和輝愛逢のダンス、カパー
フラオカイリマレイアーピキのフラダンスなどを披露。大道芸人あ
んこは大道芸で素晴らしい足技を披露。よさこい踊りやあまのじゃ
くによるダンスなどで会場は熱気に包まれた。芝生広場テント内で
は、北はりま旬彩館の農産物の販売や、初出店の茜が丘複合施設み
らいえによる播州織工作教室など地域の特産品が多数出展。体育館
ではスポーツ吹き矢体験やこども達が夢中になった工作教室。
　天候にも恵まれすぎなくらい恵まれて、大勢の人の北はりまへ思
いが溢れ出た暑くて熱い一日だった。
　

　前日の天気が嘘のような快晴！神戸発のバスは先ず観光
農園「篠田いちご園」へいちご狩り。ハウスの中はいちご
の甘～い香りがして、赤く実った章姫を摘み口へ、美味し
～♡。予定より1時間近く早く着いたので、いちご狩りが終

わった後、横の土手に生えているワラビ
を採ったり、まだ少し残った桜の下を散
歩したり。次はバスで道の駅北はりまエ
コミュージアムへ。
　ここでますのみ松屋のお弁当昼食＆
ショッピング。少しずつ入った幕の内弁
当はボリュームがあり、皆さん大満足の
よう。
　いよいよ高嶋のたけのこ掘りへ。今年

は雨が少なく、たけのこの
数が少ないとのこと。気温
も上がり、汗をかきながらたけのこ掘り。なんとか1人1個
ずつたけのこをお土産にできたよう。揚げたてのたけのこ
の天ぷらも「美味しい♪」とたくさん試食。
　最後はtamaki niime。日本へそ公園でバスを降り、公園内
を歩きtamaki niimeへ。生地を織る工場を見学し、ショップ
で各々気に入ったストールや服を購入。
　再び道の駅北はりまエコミュージアムへ、買ったお土産
を受け取り、帰宅の途に。
　今回はいろいろと反省する点があり、次回この反省点を
活かしてより一層参加者
に喜んで貰えるツアーに
したいと思う。　　秋田

ノコを探す。「あった」と
掘り始めるが「根元が堅くて掘るのが難しい」となかなか
掘り起こせず一苦労。「根元が太くてびっくりした」とか、 「い
つも食べるたけのこなのに､たけのこ掘りは初めて」との人
も。 上手な人や途中で切ってしまう人、中にはスタッフの手

を借りながら何とかひとつを手に。
　収穫後はタケノコの天ぷらの試食。揚げた
ての天ぷ らをパクリ。「美味しいです」と何
度もお代わり。自分で掘ったタケノコのお土
産を手に官兵衛の湯へ。 お風呂で疲れを癒す。
　この時期しかできないタケノコ掘りに皆さ
ん大満足で、帰路に就かれた。　　　　　岡本

子どもたちに大人気ゆるキャラ､でんくる
黒田牛兵衛・にっしー・たか坊・加東伝の助

西脇南中学校吹奏楽部の合奏

はりまコットンボール銀行やよい村の工作教室

よさこいチーム K-Dream

西脇工業高校の生徒による工作教室＆ロボットショー



『４月号表紙クイズ』 の答え 　　　　④ おむすびキッチン夢蔵

ふるさと工房 夢蔵

でんくう各部からのお知らせ

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

　ふるさと工房夢蔵は、ひとつひとつ心を込めて手作り
した巻き寿司・さば寿司をはじめ、おこわやいなり寿司
の弁当などを製造販売しています。
　道の駅山田錦発祥のまち・たか（まちの駅たか）ポ
ケットバーク内にリニューアルオープンした「おむすび
キッチン夢蔵」では、地元の旬の食材やお米を使ったお
むすびや山田錦うどん・鹿バーガー・鹿ドック・焼き
ドーナツなどを店内にて直売しています。
　おむすびは大粒の黒豆を贅沢に混ぜ込み、素材の味を
楽しめる黒豆ごはんおむすびがイチオシ！
　梅干し・しそ紅しょうが・かやく・鹿そぼろなどの定
番おにぎりの他に、季節限定おにぎりも販売していま
す。
　また山田錦米粉入りの焼きドーナツは、油を使ってい
ないのでとてもヘルシーです。
　
　「おむすびキッチン夢蔵」の他に、道の駅北はりまエ
コミュージアム、ふれすこ西脇店、北はりまおいしんぼ
館などで販売中！
　昔懐かしいおふくろの味をぜひこの機会に味わってみ
て下さい(^^♪

でんくうのショーケース

おむすびキッチン夢蔵外観

ふるさと工房夢蔵商品

人気商品　巻き寿司

おむすびキッチン夢蔵店内

【総務部】
・4/30( 日）ふぁみり～カーニバルでは準備や後片付けなど
　スタッフ・関係者の方々には暑い中、大変お世話になり
　ました。ご協力ありがとうございました。
・6/2（金 )8 時～ 9時半に『プランターの植え替え、駐車場周
　り植栽の剪定』を行います。当日、活動に参加いただける方
　は軍手、移植ゴテをお持ちください。
 ・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】
・体験教室 『湯呑茶碗の絵付け体験』 を 7/9( 日 ) に企画
   中。春日焼 龍胆釜の松内先生に指導していただきます。
   松内先生作の湯呑茶碗に絵付けをします。
   時間：13 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：1800 円　 

【案内人】
   ・6/26( 月）サテライト訪問歴史編！『八千代区の歴史探訪』
　を企画中。大石内蔵助ゆかりの八千代区の歴史を探りま
　す。11 時～ 15 時の予定で、なごみの里山都に 11 時集合。
　

なごみの里山都（昼食）→西谷公園→毘沙門公園
（移動は各自の車両でおねがいします。）
持ち物：筆記具　昼食費は個人負担、または弁当持参。

【都市交流部】
・でんくう FUN くらぶ交流バスツアー『東条湖ダム見学と
    ブルーベリー狩り』を 8/6( 日 ) に企画中。
    大阪西梅田発（9時）→中国道→兵庫東条 IC→東条湖鴨川  
    ダム→ますのみ松屋（昼食）→スオミ・ガーデンズ（ブルー
    ベリー狩り）→でんくう→日本へそ公園→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】
・５月の情報コーナーショーケース展示は
　「アピカホール」です。
・29 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイド
    は、お手元に届きましたでしょうか。
    今回のまるごとガイドの表紙は播州織の生地を
    イメージしています。



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
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

       5 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   ５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）
    5 月の
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でんくう総合案内所

   　　　　 『 オープンガーデン巡り  in中区』
    参加費：500円　        定員：40名
    持ち物：お茶、お弁当、歩きやすい服装、雨具（天候により）
　全長約７ｋｍを歩きます。
　※当日朝6時のNHKニュースの天気予報で降水確率50％以上の場合は
　　中止します。　　

     
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時）解散

　日本一長い散歩道を歩こう 　あぐり体験バスツアー（日）

     21

　

　体験教室（土）

場　所：でんくう総合案内所  体験学習室　

参加費：800円　       定員：25名　※事前に申込が必要です。
 当日は、スタッフが丁寧に指導します。                   　　

6/9(金)でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
   明石発『あじさい園とホタルを巡るバスツアー』
   定　員：４２名　参加費：６,３００円

6/10(土)でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
   三宮発『あじさい園とホタルを巡るバスツアー』

   定     員：４２名　参加費：６,３００円※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ   TEL(0795)-42-6565へ

満員
御礼

～5(金・祝)　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
～中旬　お琴を習って和楽器コンサート(7/28)に出ませんか　受講生募集　西脇市西脇　アピカホール受付　5月21日練習開始　◆23-9000
～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   

  3(水・祝)  ～7(日)　GWファミリーバイキング    西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル　大人2,500円　小学生1,500円　幼児800円  ◆23-2000
  5(金・祝) 　10時～　子どもの日イベント　西脇市黒田庄町門柳 西脇市日本のへそ 日時計の丘公園オートキャンプ場　先着150名  ◆28-4851
14(日) 13時～15時  子どもプログラミング教室　西脇市寺内   でんくう総合案内所  体験学習室  参加費500円◆25-2370でんくう総合案内所
17(水) 10時～18時　藤原三枝子作品展　西脇市西脇　旧来住家住宅　入場無料　月曜休館（祝日の場合は翌日）◆23-9119　西脇TMO推進室
20(土) 　第28回　講座「播磨風土記」（NPO妙見山麓遺跡調査会）住吉大社の椅鹿山神領地の踏査　◆35-0555　NPO妙見山麓遺跡調査会
20(土) 19時～19時半　第5回プラネタコンサートほろ宵ライブ　西脇市上比延町　にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」無料  定員30名 ◆23-2772

21(日) 10時～14時　月に1度の喫茶店　西脇市住吉町1021　カフェあんずの里　ランチ600円ドリンク200円 ◆22-8180（営業日）22-8177（時間外）
21(日) 10時～15時　ラベンダーオープンイベント2017　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可   入園料 高校生以上500円、小中学生200円◆36-1616
24(日) 13時～14時45分   ミュージカル ノンタン みんなであそぼう！ 西脇市郷瀬町　西脇市民会館大ホール　2歳以上1,000円（当日300円増) ◆22-5715
24(水)～28(日)   小松原ケンスケと仲間展　西脇市寺内　北はりま田園空間博物館 総合案内所　体験学習室◆25-2370でんくう総合案内所
27(土) 13時半～16時半　ミニウッドプランターをつくろう！多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内chattanaの森  要申込 3980円 ◆32-4111
30(火) ～6/18(日) 10時～17時  「天田　理絵　展」西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館　月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-6223  

   　『 黒田庄和牛の田舎料理教室と
　　　　　　　　　　　　　野菜収穫体験』
    参加費：5,800円 小学生以下2,800円       定員：42名
　　　　 （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）
　持ち物：帽子、タオル、エプロン、三角巾、軍手、
　　　　　マスク、お茶など

　　　　　※汚れてもよい服装でお越しください。

　　　　　※雨天決行（雨天の場合行程の変更があります。）

    
明石発（8時）→西神中央（8時半）→でんくう→多可町立交流会館と
その周辺の畑で収穫体験と田舎料理教室→でんくう→帰路

募集中
          『 播州織の布ぞうりづくり』
　　手を使って脳も健康！
　　　　播州織でMyぞうりを作りませんか？　　

6/18(日) 体験教室

     『アロマスプレーとハンドクリーム作り体験』　  定   員：２０名　参加費：１,５００円

6/25(日) 体験教室

     『燻製体験』
　  定    員：２０名　参加費：３,０００円

募集中

募集中

募集中

募集中

募集中
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