
【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】  8/ 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
　　　★７月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年8月1日発行   151号2012017年8月1日発行  日発行   151151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

 〒679-1133 兵庫県多可郡多可町中区糀屋 677-10　
  ＴＥＬ 0795-30-0050 ・ ＦＡＸ 0795-30-0052

  休 園 日 :毎週月曜日 (祝日の場合は翌日以降の平日 ,12 月 29 日～ 1月 3日）

 開館時間 : 9:00～17:00 (年間) 

 ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ  ゙ http://www.nanohana.server-shared.com

　 　このサテライトはなか・やちよの森公園 です。 さて早速クイズです。

　　　なか・やちよの森公園から一望できる湖は何でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 琵琶湖　② 諏訪湖  ③ 富士五湖　④ 翠明湖 

なか・やちよの森公園は、兵庫県の観光百選のひとつに数えられる竹谷川沿いの森林や翠明湖、北播磨の山並みが一
望できる景観豊かな尾根筋など、四季を通じて豊かな自然を楽しめる里山です。文化・スポーツ・レクリエーション
活動の場として見直し、県民の手で守り育てていこうという目的で整備された「ふるさとの森公園」になります。公
園内には、果樹園や田畑、ビオトープ池、森のあそび場、ツリーハウス、東屋、展望台、レンタサイクルがあり、ご
家族はもちろん各種学校、団体など幅広くご利用頂けます。
  ※森の遊び場の遊具につましては、一部使用できないものがあります。

　

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！



    暑かったけど、ブルーベリー狩り楽しみました！　
　15(土)　バスツアー「ブルーベリー狩りと播州織工場見学」40名参加　

    　良い湯呑みが出来ました！
   9(日)  体験教室｢湯呑茶碗絵付け体験｣　20名参加

2017年

  7  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

 7月

 8月

  4日　メルヘンツアーのバス立ち寄り　道の駅スタッフ対応
  6日　ことりっぷマガジン秋号（9/6発売:全国版）取材　西脇のみやげコーナーで黒っこマザーズの商品撮影
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

21～23日　西脇工業高校インターンシップで男子1名を受け入れ　道の駅スタッフ対応

　梅雨明け間近と思われる
好天の1日。三宮発のバスは
でんくう総合案内所（道の駅
北はりまエコミュージアム）
で休憩、買い物後、スオミ
ガーデンズのブルーベリー
狩りへ。バスの中でブルーベ
リー狩りのポイント（実を取

ろうとして引っ張り枝が折れるようなのは未熟で、ぽろっと
採れる実は熟していておいしい）などを聞き､ブルーベリー
園へ。
　広いブルーベリー園なのに、野鳥から守るため、まるでカ
ヤのようにすっぽりネットで覆ってある。たくさんの種類の
ブルーベリーが栽培されていて、それぞれ
自分でおいしそうか見極め、一粒ずつ摘み
取り口へ。ブラックベリーは珍しかったが
酸っぱかった。赤いベリーも少しありこれ
も試食。小さな実をカゴいっぱい収穫する
のは大変なことがよくわかった。ブルーべ
リーはまだ収穫し始めたばかりで、お土産
用の販売がなかったのは残念。

　講師に春日焼龍胆窯の松
内倫子先生を迎え、でんく
う体験学習室で「龍胆窯湯
呑茶碗 絵付け体験」が開催
された。
　絵付けをおこなう湯呑茶
碗は、松内先生に成型して

もらったものを使う。親子連れや友人同士、
松内先生の名前を聞きつけて遠方から参加
される方も。
 　絵付けをする前の湯呑茶碗は薄い朱色を
していてちょっと湯呑茶碗にしたら大きく
見えるが、焼き上げる事で色は白くなり、サ

　少し早めの昼食をますのみ松
屋で。屋外の暑さと違いクーラー
のあるところは極楽。食事はどれ
もおいしかったけれど、特にご飯
がおいしかったのが印象的。
　すぐ隣のパッチワークきると
彩土里で小東さんの大きなパッ
チワーク作品を見学後、パッチワーク体験。必要なきれはす
でにカットされていて、縫ったり綿を入れたりするだけ
だったが、意外に難しかったと言う人も。ブローチには少し
大きいけれどバッグなどに付けてもいいかな。
　最後の播州織工業協同組合では、事務所で播州織工程の
説明などを受け、実際の作業現場の見学へ。広～い工場内で

3 班に分かれ生地のチェックや、色々な加工工
程を見学。大きな音と、工場内の暑さで見学者は
ヘロヘロ。作業している人も大変なのがよくわ
かった。　    　三村

イズも少し縮むらしい。
頭の中のイメージをサッ
と表現する方も何を書こ
うか考えながらじっくり
と描いている方も様々。
素敵な、世界にひとつだ
けのオリジナル湯呑茶碗

の絵付けが出来ました！「焼き上がりと、どう色
の違いが出るか楽しみだね」という声も。2週間
後の完成まで楽しみにお待ちください。　
     　　石塚



『７月号表紙クイズ』 の答え　　　②  平成 26 年

西脇市茜が丘複合施設  Ｍｉｒａｉｅ（みらいえ）

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県西脇市野村町茜が丘16-1
TEL 0795-25-2800・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
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/
 

　西脇市茜が丘複合施設「Ｍｉｒａｉｅ（みらいえ）」は、こども
プラザ、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つの機能を併せもつ複合施設です。

【各施設をご案内します！】

こどもプラザ…室内にはたくさんの遊具があり、楽しい空間が広
がっています。バイキング工作、お楽しみクッキングの実施や登

録制の親子交流教室など多彩なプログラムを用意しています。

男女共同参画センター…セミナーや講座の開催、相談窓口を設置
する等、男女共同参画社会の推進に取り組んでいます。

図書館…兵庫県内初となる読書通帳機を導入。ビブリオバトルや
おはなし会などのイベントも開催しています。

コミュニティセンター…会議室・多目的ホール等の様々な施設・
部屋があり、どなたでもご利用頂けます。また自主講座も開催し

ています。

西脇市の新たなシンボルとして誕生したMiraieには“西脇市”らし

さを取り入れたスポットがあります。Miraieへお越しの際には、

探してみて下さいね。

開放感のある図書館

こどもプラザでは様々な

遊具で遊べます♪

男女共同参画センター

Miraie ショーケース展示

コミュニティセンター窓口

【総務部】
・『活き生き TUMA協議会』主催の盆踊りがでんくう
　芝生広場で 9/9( 土 )17 時半～ 21 時に開催されます。
　当日は道の駅の営業を 21 時まで延長します。
・ 9/17( 日）『15 周年記念 でんくうまつり』を開催します。
 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】
・8/28( 月）LINE 講座『スマホがなくても LINE が出来ます』
  を実施します。14 時～ 15 時でんくう体験教室にて参加費
   無料。スマホ・パソコン・タブレット等を持参してくだ
   さい。登録方法や活用方法を丁寧に指導します。
・ 11/12( 日）体験教室『合鴨ブロックの燻製体験』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～ 12 時半まで
・ 12/23( 土）体験教室『ホールチキンの燻製体験』を企画中。
場所：でんくう芝生広場　参加費：3,500 円
時間：9時半～ 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
実施します。　参加費　大人 6,500 円
（でんくう FUNくらぶ会員 6,175 円）  小学生未満 3,800 円
三宮発（8時）→西神中央 (8 時半 )→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
実施します。   参加費 500 円 　全行程約 8km　定員 50 名
    こみせん比也野（10 時集合・出発）→上比延住吉神社
→日本へそ公園（昼食）→ 岡之山公園＆水車のある庭園
→こみせん比也野（15 時頃到着・解散） 

【広報部】
・8月の情報コーナーショーケース展示は
　「なか・やちよの森公園」です。

【事務局】
   ・正会員の中で LINE が使用できる方は、イベントグループ
　  に参加をお願いします。



　 季刊紙 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ８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）
    ８月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所

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

       8 でんくう自主企画月の  
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（木）

     6 　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（日）

応募先：北はりま田園空間博物館総合案内所（道の駅内）
表彰式：9月17日（日）でんくうまつり
展示期間：９月初旬
登録サテライトの写真で28年9月～29年8月に撮影された未発表作品。
1人2点以内。A4サイズで印刷した写真を提出してください。
その他募集要項はチラシ・ホームページ等でご確認ください。

受付
終了

　『サテライトフォトコンテスト』

   　                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　小学生以下 5,800円     定員：42名
    持ち物：飲み物、帽子、雨具（天候により）

　　　　     西梅田発(9:00) → 東条湖 鴨川ダム見学  → ますのみ松屋（昼食）
　→ 日本へそ公園・にしわき経緯度地球科学館テラドーム・岡之山美術館
     → 道の駅北はりまエコミュージアム
　→ 西梅田着(18:00頃)

　　　　　　『夏休み工作教室』  　　子供向けの楽しい工作を用意しています♪  　　　     　　工作を教えるスタッフは複数名います。
場　所：でんくう総合案内所体験学習室
時　間：１３時～１６時頃まで（受付は１５時まで）
参加費：ひとり200円（当日集金）前日までに申し込みください。
                                                                   当日参加は材料の都合によります。

※材料・工具は準備しています。幼稚園児以下は保護者同伴必要。

　

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　

　     体験教室

 

（火）～　 

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。

～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
～31(木)  11時～14時    2017エーデル夏のプレミアムランチ  多可町八千代区中野間　エーデルささゆり  ◆37-1200
～31(木)      参加者募集  第8回千ケ峰・笠形山縦走多可町仙人ハイク（10/15 開催） 参加費4,000円 上級者向け  ◆32-4779　多可町役場地域振興課
～9/7(木)     作品募集   おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展  多可町中区岸上 多可町教育委員会こども未来課   応募資格  4・5歳児,小・中学生◆32-2385
～9/10(日)   出場者募集   熱唱カラオケ祭(9/16 開催)　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル    参加費  2コーラス6,000円 フルコーラス7,000円◆23-2000
～ 10/9(月) 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）◆23-6223   
   4(金)  17時半～21時   成田山夏祭り　西脇市小坂町向山 成田山法輪寺（通称  播州西脇成田山）　雨天時は7日(月)に延期　◆22-3912  
   5(土) ・26(土) ①13時半～  ②15時半～ プラネタおはなし会  西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「ﾃﾗ・ﾄﾞｰﾑ」入館料 大人510円 高・大200円 小・中100円  ◆23-2772
   6(日)   13時半～ 夏休み体験教室　勾玉消しゴムを作ろう  西脇市西脇　郷土資料館ロビー  夏休み期間中 毎週日曜日に開催　参加費100円　◆23-5992  

12(土)   14時～    西脇市民オーケストラ定期演奏会　西脇市郷瀬町　西脇市民会館  大ホール　入場無料　◆ 090-1583-3009 廣田
16(水)   19時～21時　にしわき市黒田庄町夏まつり　西脇市黒田庄町前坂2140　黒田庄グラウンド　盆踊り、福引うちわの配布や約４００発の花火

19(土)   10時～13時45分    月1回  多可町ウェルネスウォーキング  多可町中区糀屋 なか･やちよの森公園  湖畔の広場  〆切8/16  参加費600円  ◆32-2381 多可町役場
19(土)   12時半～14時45分　手作り化粧品教室　美容成分の精油　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　受講料 5,000円 ◆36-1616
24(木)    9時～11時  毎週木曜  ウェルネスウォーキング 渓流の広場  多可町八千代区俵田 なか･やちよの森公園 渓流の広場 第2駐車場集合◆32-2381 多可町役場
26(土)    第２１回「リトルピアニストの大っきなコンサート」西脇市西脇　西脇市立音楽ホール　アピカホール ◆23-9000
27(日)    10時～14時　ひと足早いサツマイモ掘り　多可町加美区山寄上集会所前　参加費1,000円（出来れば事前申込）◆36-1919  道の駅杉原紙の里・多可
27(日)    13時半～　スオミのガーデンコンサート　須磨ウェストバンド　多可町中区安楽田980-45 スオミ ガーデンズ   食事は要予約 ◆090-5130-0881
31(木)     9時～11時　毎週木曜　ウェルネスウォーキング　いぶきの森　多可町中区東安田　いぶきの森駐車場集合　◆32-2381  多可町役場

☆最優秀賞１点　２万円と北はりまの特産品１万円
☆優秀賞　２点　５千円と北はりまの特産品５千円
☆入選　２０点

（土 ）

　     体験教室     27（日）　　
   　『 燻製体験 ベーコン３ブロックを燻製 』
　　　　～桜チップの煙でひと手間かけて～
    時　間：9時半～12時半　参加費：3,000円　              定員：20名
    場　所：北はりま田園空間博物館　芝生広場
    持ち物：軍手・タオル・汚れてもよい服装
※ ご予約は8/17(木)までにお願いいたします。以後のキャンセルは、
キャンセル料金1,500円を頂戴します。
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