
【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】  7/ 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
　　　★ ６月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年7月1日発行   150号2012017年7月1日発行  日発行   150150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

 〒679-0057 兵庫県西脇市野村町茜が丘 16-1　
  ＴＥＬ 0795-25-2800(代) ・ ＦＡＸ 0795-25-2220(代)

  休 館 日 :毎月末水曜日 (祝日の場合は、以降の平日）、年末年始

 開館時間 :Miraie＆ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 9:00～21:00  図書館 9:30～19:00  こどもﾌ ﾗ゚ｻ  ゙9:30～17:00

          男女共同参画ｾﾝﾀｰ   9:30～17:00

 ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ  ゙ http://www.city.nisiwaki.lg.jp/miraie/

　 　このサテライトは西脇市茜が丘複合施設 Miraie( みらいえ )です。 さて早速クイズです。

　　　西脇市茜が丘複合施設 Miraie( みらいえ )が開館したのはいつでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 平成 26年　② 平成 27年  ③ 平成 28年　④ 平成 29年 

西脇市茜が丘複合施設 Miraie( みらいえ )は、平成 27 年 10 月に開館しました。こどもプラザ（児童館・子育て学習センター )、

男女共同参画センター、図書館、コミュニティセンター重春・野村地区会館の４つの機能を併せもち、屋外の芝生広場にはさ

まざまな遊具や防災施設などを備えた複合施設です。「人つどい 人つながり 人はぐくむ　交流の場」をコンセプトとし、つな

がりの拠点として子どもから大人まで誰でも学んで、遊んで、楽しめる施設です。

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！



    いい香りでおいしさがわかる！　
　25(日)　体験教室「燻製づくり」18名参加　

    現地に立つと歴史絵巻が・・　
　26(月)　サテライト訪問歴史編
    ｢八千代区の歴史探訪｣　5名参加　

    　10年以上続けている調査
   4(日)  身近な水環境の全国一斉調査

寒かったけどホタルは飛んでました！
9(金)　明石発「あじさい園とホタルをめぐる夜のバスツアー｣　19名参加
10(土)　三宮発「あじさい園とホタルをめぐる夜のバスツアー｣　21名参加

2017年

  6  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
対外活動
スケジュール

 6月

 7月

2～5日　バス立ち寄り　読売旅行「畑谷川ホタル観賞会と西脇ロイヤルホテルで夕食」　各日2台
5～9日　西脇市立西脇中学校2年男子2名をトライやるウィークで受け入れ　岸本店長他対応
6  日　　西脇市立黒田庄中学校1年6名のフィールドワーク受け入れ　内橋、秋田でんくう案内人対応
　　　　　　郷土資料館、播州織工業協同組合、tamaki niimeを訪問　
22日　バス立ち寄り　ゆずりはの会35名　道の駅スタッフ対応
12日　神戸ポートピアホテルでセミナー仕掛学から学ぶ｢人を動かすアイディアの作り方｣　篠原駅長受講

　今回はチキンレッグ 4 本の燻製。
講師から工程の説明後、道具と材料
を受け取る。先ず大事な乾燥の工程。
チキンレッグを串にさし缶の中に入
れガスコンロを点火。60 度を超えな
いようまめに温度計で確認し 30～
40分。「もういいかな」と手の甲で触

り体温より高くなれば燻煙へ。皿に山桜のチップと、火の付いた
炭を受け取りセット。今度は 70 度を超えないよう確認しながら
燻煙。様子を見ながら山桜のチップを追加し40分～1時間。「お
酒に合うやろな」と楽しい待ち時間。途中、用意したパンにレタ
スとお肉を豪快にのせて挟んで食べ試食。
　講師が仕上がりを確認。こんがり焼けたチキンレッグに「食欲
をそそる色や」「抜群の温度管理や」と出来栄えに自画自賛、カメ
ラで撮影。燻煙が終われば 30 分ほど放冷、アルミホイルに包ん
で持ち帰る。「作るのが楽しかった」と皆さん笑顔。　　　岡本

　加古川、杉原川、野間川の各ポイントに担
当者が集合。この日は天候に恵まれ、気温、
水温、天候を測り記録。9時一斉にペットボ
トル一杯に水を汲む。川岸に降りられない
加古川は橋の上からバケツをロープで結び
川の水をくみ上げる。その後水など試料を
でんくう体験教室に持ち寄る。
　ＣＯＤ検査は検査キットに水を吸い取り規定時間後の色の変化
を確認。ＰＨ検査は薬品を入れた水と入れない水を容器に入れＰ
Ｈ比色測定器にセットし覗きながら色を合わせて数値を測定。最
後に外で透視度を確認。ワイワイ言いながら楽しく検査を行い、各
河川で少しずつ数値が違い勉強になった。　　　　　岡本

【9日】まずは小野市伝統産業会
館へ。地場産業であるそろばん
と播州刃物の展示を、ゆっくり
と見学。  そろばんの玉入れ体
験にも皆さん挑戦。
　次は都麻乃郷 あじさい園へ。
明日から開園のところ、特別に
見学。あいにく時期が少し早かったため、あじさいはまだまだ
蕾の方が多い。それでも色づいたあじさいの前で写真をパチ
リ！続いて道の駅 北はりまエコミュージアムへ。たくさんの
お土産を両手一杯に持ってバスに乗り込む。
　いよいよホタル観賞をする滞在型市民農園 フロイデン八
千代へ。60 軒も立ち並ぶ農園つき貸別荘の横を流れる野間川
沿いの道、ホタルの宿路を明るいうちに確認し、エーデルささ

ゆりで夕食♪豪華幕の内弁当
は盛りだくさん！食べ応え
バッチリ。食後はゆっくりささ
ゆりを見たり、夕涼み。
　再びホタルの宿路へ。まだ少
し明るかったので当初はホタ

ルが全く見えなかったが、暗くなると共にホタルが次々と舞
いだし、フワフワと浮かび上がる幻想的な光の乱舞に皆さん
感動されたよう。このところ朝晩寒くなり、ホタルが少ないと
心配したが、１時間程ゆっくりホタル観賞の後、皆さん帰路へ
就かれた。　　　　秋田

【10日】前半は9日と同じコース。官兵衛の湯で入浴し、夕食
は市民農園すみよし桃源郷で黒っこマザーズの地元食材を
使ったお袋の味弁当。最後はホタル観賞をするため木縫の里
（畑谷川）へ。幸い雨は大丈夫だったが風が吹いていて･･･心配
することもなくホタルが結構飛んでいてホッ。ここは川幅が
狭いので、ホタルが近くまで飛んで来て、「すごく近いね～。」
フワリと自分の周りを飛翔するホタルの光は、とても幻想的。
１時間程ゆっくりホタル観賞の後、「素敵なホタルを観れただ
けでも大満足♪」と皆さん喜んで帰路へ。　秋田

　先ず西谷公園へ。赤穂藩の飛び地で、ここにため池を作ろうとしたこと、大石良雄の石垣や赤穂藩の池
づくりがいかに高度な技術で作られたのかなどでんくう案内人藤原さんが解説。算木積み、越水、版築な
ど専門用語に?となりながら、なごみの里山都の弁当の昼食。次に毘沙門公園で鐘楼の銘文からや毘沙門
堂の歴史、数多くの絵馬が残里、地域に親しまれた寺だったことを学んだ。　三村(詳細はHPをご覧下さい)

う て みさ  ん  き  づ は ん ち く



『６月号表紙クイズ』 の答え 　　　③ 3,000 株

都麻乃郷あじさい園

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県西脇市坂本454-1　西林寺
お問合せ : 西脇市観光協会 TEL 0795-22-3111・西林寺 TEL 0795-22-2387
開園時期：６月10日(土)～７月９日(日)
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　http://ajisaikyoukai.com(あじさい協会ホームページ)
 

　都麻乃郷あじさい園は、西林寺の境内の一角にあ
り、敷地面積約12,000㎡、およそ3,000株のあじさい
の花が、色鮮やかに咲き誇る北播磨最大規模のあじさ
い園です。地域住民のボランティアによる園内整備の
努力により、毎年多くの種類と様々な色のあじさいを
観ることができます。園内はバリアフリーの周遊路が
ありますので、どなたでもゆっくりと観賞して頂くこ
とができます♪
　今年の6月は雨が少なく管理が大変だったようです
が、６月18日(日)に行われた「あじさいまつり」に
は、多くのお客様で賑わいました。
　2016年にあじさい園入り口近くにふれあい喫茶
「TUMAこいカフェ」がオープン！あじさい園の開園
中は毎日営業しています。通常は金曜日、土曜日の午
前９時から正午まで営業となっています。人気のモー
ニングやケーキセットなどを、ゆっくりとあじさいを
見ながら食べることができます。
　ご家族・お友達同士など、ぜひ訪れてみてはいかが
でしょうか(^^♪

つ ま の さ と

あじさいと周遊路

あじさいまつりの野点

詩の碑とあじさい

ふれあい喫茶「ＴＵＭＡこいカフェ」

カフェ店内

ケーキセット

カフェ野外ベンチ

【総務部】
・新登録サテライトの紹介　『活き生き TUMA協議会』
　西脇市津万地区でみんなが活き生きと暮らし、いつまでも
　住み続けたいと思えるよう、日々まちづくり活動に励んで
　いる団体です。
・ 9/17( 日）例年通り『でんくうまつり』を開催予定。
 8/9( 水 ) から先着順でフリーマーケット出店者の募集を
します。
 
【地域交流部】
・ 8/27( 日）体験教室『ベーコンの燻製体験』を企画中。
場所：でんくう芝生広場　参加費：3,000 円
時間：9時半から 12 時半まで

【都市交流部】
 ・9/23( 土 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー三宮発
『燻製体験と春日焼龍胆窯見学・里芋掘り・栗拾い』を
企画中。
    三宮発（8時）→西神中央→でんくう（燻製体験）→  
    中畑林間ファミリー園（昼食・栗拾い）→春日焼龍胆窯
　→はりまコットンボール銀行やよい村（里芋掘り）

　
→でんくう→帰路
・9/24( 日 ) 散歩道『曼殊沙華と比延の歴史を訪ねて』を
企画中。
・10/8( 日 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー三宮発
『西脇の秋祭り』を企画中。
・10/15( 日 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー明石発
『野菜収穫体験と稲刈り体験』を企画中。
・11/5( 日 ) 日本一長い散歩道を歩こう JR ふれあいハイキ
ング『西脇市街から加古川東の歴史道を歩く』を企画中。

【広報部】
・７月の情報コーナーショーケース展示は
　「茜が丘複合施設みらいえ」です。

【事務局】
   ・LINE@の導入を予定しています。
   ・好評により『道の駅北はりまエコミュージアム周辺
　  お楽しみマップ』の改訂版を近日増刷します。
   



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

       7 でんくう自主企画月の  

季刊紙 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ７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）
    7 月の
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　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（土）

8/6(日)でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
 西梅田発『東条湖鴨川ダム見学とお昼間の天体観測』
   参加費：大人７,８００円　小学生未満５,８００円 　定員：42名
※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

受付
終了

 8/1～8/31『サテライトフォトコンテスト』応募受付期間
　  北はりま田園空間博物館に登録されている
　  サテライトの季節を感じる写真を募集します。

募集中

募集中

　『ボランティアガイドセミナー』

7/23(日) 13時～16時『オリエンテーリング』
　　　　　　　でんくうとは  でんくう案内人とは
7/30(日)13時～16時『西脇市・多可町の観光』
　　　　　　　Powerpointを使用しての座学
   8/6(日)10時～16時　『実踏研修』
　　　　　　　東条湖ダム～日本へそ公園で実際に案内の体験

   　三宮発『ブルーベリー狩りと播州織工場見学 』
    参加費：大人7,900円　小学生未満7,000円             定員：42名
　　　　 （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）
　持ち物：飲み物、帽子、雨具（天候により）

　　　　　※歩きやすい服装と靴でお越しください。

     三宮発(8:00) → 西神中央(14:30)  → 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ
     → スオミ・ガーデンズ（ブルーベリー狩り）
     → ますのみ松屋（昼食）→ キルトアート彩土里（ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ体験）
　→ 播州織工業協同組合(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頃) →三宮着(17:30頃）
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズTEL(0795)-42-6565へ

   　『 湯呑茶碗絵付け体験  』
～世界にひとつだけ　オリジナル湯呑茶碗をつくろう～

春日焼 龍胆窯　松内 倫子 先生制作の湯呑茶碗に絵付けをします

   時　  間 ：13時 ～15時
   参 加 費 ：1,800円　
   定       員 ：20名
   場　  所 ：北はりま田園空間博物館　体験学習室

    　 ※ 作品の受け取りは7/23(日)以降です。　      8月末までは、お預かりいたします。

　

1(木)～25(日)  11時～14時  クリスマス  プレミアムランチ『ノエル』  多可町八千代区中野間 エーデルささゆり リーベリリエン 1260円 ◆37-1200

2(金) ～11(日) 10時～17時 ﾛｰﾗ･ﾐｯｻｰと歩んだ日  々ｳｫﾙﾄﾞﾙﾌ人形と編み物展  西脇市西脇旧来住家住宅 月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-9119  西脇TMO推進室

4(日)   9時 ～   まちたかフェス  巻き寿司  カニ  醤油  ラーメン の販売など  多可町中区岸上281-1　まちの駅・たか＋道の駅「山田錦発祥のまち・多可」◆20-7087

4(日)   11時 ～15時　多可町芸能祭　多可町中区中村町　ベルディーホール　◆32-1300

11(日) ①13時半～ ②15時半～  とびだすカードをつくろう  西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」　入館料510円  ◆23-2772

17(土)  13時半～　ハーブ鍋を作って食べよう  多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ   要予約　参加費1,080円(材料費込)　１時間程度　◆32-4113

18(日)  10時 ～15時 ログハウスカフェ 多可町加美区観音寺　手づくりログハウス　木の家 ◆080-6263-8638(宮本)

18(日)  10時 ～12時 ダッチオーブン体験教室   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   要申込1500円  ◆28-4851

18(日)  10時～15時    月に一度の喫茶店 (※毎月第三日曜日のみ）  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   ◆22-8180

20(火)  13時半～14時半  Ｘ'ｍａｓアレンジメント  多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森   12/11締切 要予約 参加費3500円 ◆32-4111

23(金)  10時 ～12時 ピザ体験教室   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   要申込1500円  ◆28-4851

23(金) ①13時半～ ②15時半～  きれいなろうそくをつくろう  西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」　入館料510円  ◆23-2772

24(土)  19時～21時   第25回　講座「出雲風土記」多可町加美区的場　NPO妙見山麓遺跡調査会　  事務所◆35-0555  NPO妙見山麓遺跡調査会

25(日)  9時半～11時   自分でつくるお正月飾り！！ミニ門松づくり多可町中区東山　那珂ふれあい館  参加費600円　◆32-0685

25(日)～26(月)  雪遊びキャンプ  多可町加美区豊部1840-53エコミール加美集合  締切12/10,18時 参加費19600円 (兎和野高原野外教育ｾﾝﾀｰ泊）◆35-1572　

7/1(土)～ 9月頃まで   梅花藻（バイカモ）の花が見ごろ　 多可町加美区大袋の水路
7/1(土)～  9時～17時  ラベンダーパーク多可シーズン中 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
～9(日)  9時～17時  都麻乃郷　あじさい園　開園中 　 西脇市坂本　西林寺・都麻乃郷　あじさい園　協力金200円　◆22-2387
～12(火) 10時～18時  ラベンダーファーム　オープン　多可町中区間子38 ラベンダーファーム　期間中無休　刈り取り一株1,000円　◆090-1678-8455
   8(土) 14時～黒田笑　さなぼり寄席 　 西脇市黒田庄町前坂  黒っこプラザ・２F　出演：桂九雀他　協力費1,000円　◆28-2068

14(金) 9時～17時  風美写（かざみどり）写真展西脇市寺内　北はりま田園空間博物館　総合案内所　体験学習室
14(金)・15(土) 18時半～21時   ビール祭り日本ハム×キリンビール協賛    西脇市西脇  西脇ロイヤルホテル  2時間飲み放題食べ放題 5,000円 　◆23-2000
16(日)～10/9(祝)10時～17時「光の旅人─幸村真佐男」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）入館料 大人310円 ◆23-6223  
16(日) 10時～15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）
17(月・祝) 10時～14時半  多可町内の古民家見学ツアー Vol.2  多可町中区中村町 ベルディーホール 駐車場集合  参加無料 ◆申込み  takatsumugi@gmail.com　
22(土) 13時半～14時半  スオミのハーブ講習会　ハンギングタブロー　多可町中区安楽田980-45  スオミ ガーデンズ    参加費 1,080円 ◆090-5130-0881
24(月)～8/28(月)  9時半～16時  パステル和(NAGOMI)アートまろんの夏休み絵画教室    西脇市黒田庄町石原670　要予約 2,000円　◆080-1400-1821
29(土) 16時～19時   芳田ふれあい直売所  夏まつり  西脇市岡崎町471番地　芳田ふれあい直売所   雨天決行　からあげ、カレー、焼きそば、どれでも100円
30(日) ①13時半～  ②15時半～ ダンボールマグネットをつくろう  西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」入館料510円   ◆23-2772
30(日) 10時～15時  第12回　社協まつり（「講演会　正木明さん」など）多可町中区中村町　ベルディーホール◆32-3425　多可町社会福祉協議会

～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  

　     体験教室

 

 8/5(土)・8/20(日) 体験教室『夏休み工作教室』
　  定   員：２５名　参加費：２００円  　要予約

（日）（日） 

私達と一緒に北播磨の魅力を学んで発信しませんか？
場　　所：　北はりま田園空間博物館　体験学習室
応募資格：　北播磨の市町に在住の方
参  加  費：　1000円（全3回分）初日に徴収
持  ち  物：　 筆記用具
募集人数：　20名
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