
【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】  9/ 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
　　　★８月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年9月1日発行   152号2012017年9月1日発行  日発行   152152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

 〒677-8511 兵庫県西脇市郷瀬町 605 番地　(西脇市役所 ・ 西脇市観光協会）　
  ＴＥＬ 0795-22-3111(代） ・ ＦＡＸ 0795-22-6987

 受付時間 月曜日～金曜日　8:30～17:15 

  ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ  ゙ http://www.nishiwaki-kanko.jp

　　　　　
この地図の塗られている場所はどこでしょうか？　　

　　　　　　　　　　　　① 西脇市　② 加西市  ③ 加東市　④ 神戸市

　西脇市は、東経 135 度・北緯 35 度が交差する「日本のへそ」があることでも有名な市です。市内には加古川・
杉原川・野間川の 3つの河川があり、染色に不可欠の水資源に恵まれた地であったことから、200 年以上の歴
史を持つ「播州織」の産地としても全国的に知れ渡っています。また、少し甘めの味がクセになる「播州ラー
メン」や柔らかくて脂身が甘い黒田庄和牛を使った「西脇ローストビーフ」などの美味しい食べ物も盛りだ
くさん♪
　見どころいっぱいの西脇市へぜひ皆さんお越し下さい！
※ 私たちでんくうは西脇市と多可町をメインエリアとして活動しています。

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！

　　　★８月号の

    http://www.k denku.com/sateellite/index.htm

　 　★８月号の　

x.html



    少数精鋭のメンバーが研修！　
　7/23・30・8/6(日)　「ボランティアガイドセミナー」7名受講　

    　子どもより大人が夢中に！
   5(土)･20(日)  体験教室｢夏休みの工作教室｣　5日：25名　20日：16名参加

    　ダム内部の見学が出来なかったのが残念！
   6(日)  バスツアー「東条湖ダムとへそ公園」　18名参加

2017年

  8  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

 8月 2日　神戸中央区兵庫国道事務所で兵庫県「道の駅」連絡会駅長会　篠原駅長出席
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

　事前申し込みで受付終了となった第一回目の工作教室。担当スタッ
フがそれぞれに考えた工作内容と道具、材料などを揃えて机にスタン
バイ。牛乳パックや針金･布などのテーブルでは、牛乳パックで カラ
クリボックス作りや、スタッフの手元を見ながら一緒に PP 紐で金 魚
を編んでいく。
　製材板で椅子を作るテーブルは特に盛況で、大人の見守る中「ギコ
ギコ」とノコギリで木を切る音や「カンカン」とトンカチで釘を 打ち
込む音が鳴り響く。定規で長さを測り、やすりで板を磨きネジで止め
て椅子の形に組み立てる。
　どの作品も親子で協力して作業を進め、分からない所はスタッ

　西脇乗車組と大阪乗車組、それぞれ
のバスに乗り東条湖で合流。西脇組
は、大阪組のバスとの時間調整のた
め、東条湖の魚類の生態を展示してい
る施設「アクア東条」へ立ち寄る。金魚
や錦鯉やメダカなどの水槽の見学や
子ども達はザリガニ釣りなどをした。

　合流した一行ーはバスで遊覧船の乗り場へ。ライフジャケットを受
け取り、 記念撮影。遊覧船「鯉のぼり号」に乗船して約 30 分、湖上から
の風景や名所の案内を周回しながら聞いた。
湖面を吹き抜ける風を感じ、和やかな雰囲気の中、船頭さんの案内に
耳を傾け、船からしか見えない景観の写真 を撮ったりしながら遊覧
船を満喫した。
乗船終了後は子ども達にダム
カードのプレゼントもあった。 
　船からの見学の後、鴨川ダム
内部の見学ができると思ってい
たが､残念ながら出来ず。鴨川ダ
ムの上からダムの形や役割など
の 案内を受けた。
　昼食はバスでますのみ松屋に移動。豪華な食事でお腹いっぱ いに

なり、テラ・ドームへ。
テラ・ドームでは、子ども科学教室「虹色スコープ」
作りに参加。大人 も子どもたちに混じって参加し、
出来たスコープを覗いてその不思議さを感じた。
次に天体観測。大型反射望遠鏡では昼間でも宇宙を
観測できる。時折雲に隠れると通 り過ぎるのを待ち
「見えた」と望遠鏡をのぞき込み、太陽の黒点やアー
クトゥルスを見た。最後にプラネタリウムを観賞し
てバスツアーを終えた。　　　　　　　　岡本

　7/23：代表理事の挨拶と講座予定の案内後、それぞれの自己紹
介。皆さんは地元の事をもっと知りたいという思いを持って受
講。まずはでんくうについて、続いてまるごとガイ ドや過去の養
成講座の資料等を使用し案内人の活動内容や、散歩道やバスツ
アーでの経験を通して案内人にとって大切な事などの講義。総合
案内所の案内カウンターでは、相手のニーズを把握することが大
事であることや、注意点についての説明 があり、終了。
　7/30：多可町の観光に携わっている宮崎和明氏を講師に迎え、多可
町の観光についての講義。PR 動画やスライドショーを見ながら観光
資源や、地域の売りである山田錦、 杉原紙、敬老の日、播州歌舞伎など
の歴史や現状についての話があり、その中で「地域に誇りを持てるこ
とが大切」と強調された。次に、でんくう講師から西脇市の観光の現状
やスライドショーを見ながら西脇市の観光施設や自然景観の説明を
講師の経験を通して、案内人として何に注意すべきかなどの講義。普
段見慣れている事でも、改めて聞くと新たな発見があり、メモをしな
がら受講。
　8/6：東条川疎水ネットワーク博物館との協働バスツアーに実踏研
修として同行。お客様の誘導や簡単なガイドをしながら、案内人が ど
のように動いているのかを学習。
まずは、担当者（山際さん）から東条湖、鴨川ダムの案内を受けた。ダム
の水が加東市、小野市、三木市住民が利用する水道水や農業用水を貯
める役割を果たしていることや景観、歴史など。続
いて遊覧船「鯉のぼり号」で東条湖八景めぐり。船頭
さんから景色やダムの大きさな どの案内を受け
た。
最後のテラ・ドームでは、担当者の動きや話し方な
どを学びながら、子ども科学 教室や天体観測、プラ
ネタリウム観賞などを体験した。修了書の授与があ
りボランティアガイドセミナーが終了した。　岡本

フに 聞き真剣に取り組んだ。
大盛況の会場ではスタッフ
も奔走。
　「頑張って作ったやつやで」と作品を持って笑顔で記 念撮影する姿
もあった。他には、ストローと紙で紙トンボを作って飛ばして遊ぶ姿
や、竹や木、 楮の木などを組み合わせて風車を作った子。
子どもたちのアイデアに「上手に作ったな」と スタッフも驚かされ
た。 一生懸命に作業に取り組んだ逞しい我が子の様子を見ながら、親
たちの表情も晴れやか、「親子で楽しめた」「来年も来たい」とスタッフ
にお礼を言 い大事に作品を抱え体験教室を後にされた。　　　岡本



『８月号表紙クイズ』 の答え 　　　④  翠明湖

なか・やちよの森公園  

でんくう各部からのお知らせ

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
 　なか・やちよの森公園では、毎年春と秋に『里山ふれあい祭り』を開

催しています。秋に開催しているお祭りは、今年で15回目を迎えます
(11/19開催)。2016年には秋の里山を満喫して頂くために、鮮やかな紅葉
の中を歩く『里山ハイク』を開催♪森公園で栽培した無農薬・有機野菜
を使った『豚汁』の販売や『野菜市』、自然の素材を生かした『クラフ
ト体験』や間伐材を利用する『キコリ体験』など、1日たっぷり遊べる盛
りだくさんな内容で実施♪2017年の開催内容はまだ決まっていません
が、お子様からシニアの方まで年齢を問わずに楽しんで頂けるよう準備
して参ります！
　また、なか・やちよの森公園は、季節を問わず山歩きが楽しめる公園
でもあります。ボランティアさんが中心となって、毎年多種多様なハイ
キングコースの整備を行っておりますので、ハイカーの方にも、ちょっ
とお散歩にとお越しになられる方にも、年齢・体力に合わせたコースを
楽しんで頂けます♪
　そのほか、兵庫観光百選にも選ばれた竹谷山渓谷沿いにある渓流の広
場は『クア(健康)の道』と名付けられ、多可町の健康保養地としても利用
されており、ヒノキのチップが敷き詰められた散策路や、木のベッドに
寝転んでリラックスできる場所などもご用意しております。
　木々の移り変わりや鳥の鳴き声、風の音など、自然を五感でたっぷり
感じられるなか・やちよの森公園に、ぜひ遊びに来て下さい♪

※『7月号表紙クイズ』の答えを間違えて記載していました。
　 お詫びし、訂正いたします。

　　　(誤)　② 平成26年　　(正)　② 平成27年

野 菜 市

ハイキングコース

渓流の広場

なか・やちよの森公園

　ショーケース展示

里山ふれあい祭り

【総務部】
・ でんくうまつり準備について
　9/11( 月 )  9 時～　ガラガラ抽選会景品仕分け
　9/14( 木 )  8 時～    草刈り (9/15 予備日 )
　9/15( 金 )13 時～    机・イスの準備
　9/16( 土 ) 前日準備 13 時～ 15 時
　9/17（日 ) 当日準備   8 時～
 
【地域交流部】
・ 12/9(土）、12/17(日 )体験教室『しめなわづくり』を企画中。
場所：でんくう体験教室　参加費：500 円
時間：13 時～ 16 時まで

【都市交流部】
 ・11/19( 日 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー三宮発
『多可の自然の恵みを満喫』を企画中。参加費 大人 6,800 円
（でんくう FUNくらぶ会員 6,460 円）  小学生以下 5,000 円
三宮発（8時）→西神中央 (8 時半 )→でんくう
→那珂ふれあい館→多可町余暇村公園
→ハーモニーパーク（バーベキュー）→ラベンダーパーク
（イベント参加）→でんくう→帰路

・2/17( 土 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー三宮発
『播州織といちご狩り』を企画中。　参加費　大人 6,800 円
（でんくう FUNくらぶ会員 6,460 円）  小学生以下 5,000 円
三宮発（8時）→西神中央 (8 時半 )→でんくう
→篠田いちご園（いちご狩り）→布工房風花 (生地ｼｮﾋﾟﾝｸﾞ)
→旧来住家住宅（昼食） → 播州織工房館 → でんくう→帰路
・2/25( 日 ) でんくう FUN くらぶ交流バスツアー三宮発
『味噌作り体験と酒蔵見学ツアー』を企画中。
参加費　大人 6,800 円
（でんくう FUNくらぶ会員 6,460 円）  小学生以下 5,000 円
三宮発（8時）→ 西神中央 (8 時半 ) →でんくう → 農村婦人
の家（味噌作り体験・昼食） → 道の駅 山田錦発祥のまち・    
多可 → でんくう→ 神結酒造 → 帰路

【広報部】
・9月の情報コーナーショーケース展示は
　「西脇市（観光課）」です。

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



　 季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ９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）
    9 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

       9 でんくう自主企画月の  
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　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
　　　　　　　                               　里芋掘りと栗拾い 』
    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       定員：42名
    持ち物：帽子、タオル、軍手、お茶、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(8時) → 西神中央 → でんくう（燻製づくり体験）→
　中畑林間ファミリー園(黒っこマザーズの特製弁当で昼食・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(里芋掘り体験)→
　でんくう → 帰路

 

（土）

～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
～13(水)   スオミガーデンズのブルーベリー狩り 多可町中区安楽田980-45 スオミ ガーデンズ   要予約  大人500円 小学生以下300円  3歳以下無料 ◆090-5130-0881
～下旬      梅花藻（バイカモ）の花が見ごろ 多可町加美区大袋の水路
～10/31(金)　第40回「日本のへそ」西脇子午線マラソン(12/10 開催)出場者募集　◆22-5996 （月曜休館日）西脇子午線マラソン大会実行委員会事務局
 7(木)     9時～11時  毎週木曜  ウェルネスウォーキング　笠形山林道 多可町八千代区大屋446　ランドスケープフジタ前駐車場集合 ◆32-2381 多可町役場

 9(土)   18時45分～19時15分    星空のオカリナコンサート  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 無料 定員30名  ◆23-2772
14(木)   9時～11時  毎週木曜  ウェルネスウォーキング　棚田散策  多可町加美区岩座神378　岩座神公会堂前集合 ◆32-2381 多可町役場

16(土) ～29(金) 10時～18時  増田節子 陶芸・うつわ展＆小林明子えんぴつフェイス画展  西脇市西脇　旧来住家住宅  月曜休館　◆23-9119  西脇TMO
16(土) 19時～    ささゆりｺﾝｻｰﾄ「ﾁｪﾛとﾋﾟｱﾉのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ」  多可町八千代区中野間 エーデルささゆり 一般2000円(当日500円増) 中学生以下500円  ◆37-1318渡辺
17(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(木)    9時～11時  毎週木曜  ウェルネスウォーキング 妙見山麓  多可町中区東山539-3　那珂ふれあい館 集合◆32-2381 多可町役場
28(木)    9時～11時  毎週木曜  ウェルネスウォーキング 湖畔の広場周辺 多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園湖畔の広場 集合◆32-2381 多可町役場
30(土)  10時～12時半  サツマイモ掘り体験　  多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約  参加費500円  定員30名 ◆30-0050
30(土)  13時～15時  子どもﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室 じゃんけんゲームをつくろう  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  参加費500円 ◆25-2370

　     日本一長い散歩道を歩こう     24（日）
   　『 曼殊沙華と比延の歴史を訪ねて 』
　　　　
    集　合：１０時　こみせん比也野　西脇市鹿野町７２０－１
　　　　　　　      （駐車場あります）

　参加費：５００円　              定員：５０名
     持ち物：お弁当・お茶・帽子・雨具（天候により）

こみせん比也野 (10時)→ 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時着）
※ 当日の朝６時のNHKニュースの天気予報で、降水確率が５０％
 　以上の場合は中止します。

　

募集中

募集中
　　『15周年記念でんくうまつり』
　　　　同時開催　播州つながりマーチ
場　所：北はりま田園空間博物館　総合案内所周辺
　　　　芝生ステージ天神池スポーツセンター
時　間：１０時～１５時３０分（雨天決行）

　　　　　　　　　

 

　　

ステージアトラクション
よさこい・ダンス・演奏などが会場を盛り上げます

地域の特産品販売
特産品を活かした商品やこだわりの商品が大集合

フリーマーケット
掘り出し物は見つかるかな？

空くじなしガラガラ抽選会
道の駅店内でお買い上げ
1,000円ごとに１回抽選！！
特等　国内ペア宿泊券

ミニSLに乗れるよ！！（有料）

     23
りんどうがま

※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ   TEL(0795)-42-6565へ
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