にゅーす

応募してプレゼントを
当てよう！
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154号

兵庫県多可郡多可町
保育時間 / 月～金曜日 ９時半から１４時
活動場所 / 多可町と周辺地域の山、川、公園など
E-mail/ kokorone_taka@yahoo.co.jp

森のようちえんの名前はなんでしょうか？
① こころね ② げんき ③ なかよし ④ わんぱく

でんくうに登録されているサテライトのなかで、森のようちえん こころねは多可町と周辺地域の山
や川、公園など自然の中でのびのびと過ごすようちえんです。
子どもたちがうれしい、楽しい、ワクワク、ドキドキ、悲しい、寂しい、怒ってるなど、たくさん
のことを感じて、こころもからだもたくましく育ってほしい！
大人は、その時々の子どもの気持ちに寄り添い、子どもたちがありのままの姿で安心して遊べる場所
を目指し、保育士と保護者が協力しながら活動しています。
※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
x.html

◆クイズに応募しよう！ 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！

【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】 1 1 / 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
で
②メール ： q u i z @ k - d e n k u . c o m
★１０月号のクイズの答えは３P を見てね ！

発行：
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く

う

こんなこと やりました！ でんくうの活動

2017年

10

月

よい天気の秋祭り！
8(日) 三宮発バスツアー「宮ノ本春日神社暴れ太鼓と兵主神社の布団鼓太」8名参加

前日の雨が嘘のような秋晴れ、でんくうで買い物をした後豪華創作弁
当を食べにますのみ松屋へ。西脇ローストビーフの他に松茸の土瓶蒸し
など、チラシに偽りなしの豪華料理が弁当箱から溢れていた。「もうお
腹一杯」と皆さん大満足！また食後のお茶と一緒にアイスクリームと
チョコレートケーキのデザートに、
皆さんビックリしながら、なんとか
最後まで。「この料理だけでツアー
代になるん違うか？」と言われるぐ
らいの豪華ランチ。
お腹がいっぱいになったところ
で、西脇ロイヤルホテルから宮ノ本
春日神社へ歩いて向う。途中、高田
井町の太鼓と和田町の太鼓（屋台）
が止まっており、練りがあるかと思ったが今年はなく、春日神社
前に移動！ 2 町の宮入りをベストポジションで見学。まずは高
くバチを掲げながら太鼓を叩くのが特徴的な、高田井町の太鼓
から宮入。ほとんど 180 度振り転がす屋台に「いや〜、すごいわ
〜」と皆さん大興奮！ 見ていて乗り子が落ちないのが不思議な
ぐらい。次に宮入りする和田町の太鼓は横に「天下泰平」、「五穀
豊穣」の文字が書かれているのが特徴で、こちらも高田井町の太
鼓に負けない激しい動きで、右に左にと屋台を揺らしていた。本

当に「暴れ太鼓」の名前の通りの
豪快な屋台の揺れに、皆さん盛
大な拍手を送っていた。
暴れ太鼓を満喫した後、バスに乗り込んで一路兵主神社へ。暴れ太
鼓の宮入りの時間が遅れたため、兵主神社の餅まきには間に合わない
と諦めていたけれど、バスツアーが来るならと待ってくれた。いよい
よ餅まきが始まり、思っていたよりも沢山の餅 ( 約 4,800 個 ) がまかれ
たので、た くさんの餅が拾えた。
餅まきが終わると天狗の面を着けて御幣を振る猿田彦役に続いて、
槍や傘、挟み箱を 持った 10 人の青年が「アレワイナー、コレワイナー、
レッケイ、レッケイ」の掛け声ともに進む行列「レッケイ」が出発。ゆっ
くりと進んでいくので、じっくりと観ることが出来た。
続いて福地地区が担ぐ金色の神輿が、シャンシャンと飾りの涼やか
な音を響かせながら目の前を通り過ぎる
と、大伏、津万井、岡、喜多、大門の各地区
の布団太鼓が順番に鳥居 をくぐって出て
行く。ゆっくりと兵主神社の秋祭りを鑑
賞して、皆さんバスへ。
少し汗ばむ陽気だったが、予定通りに
祭り鑑賞ができ、皆さん大満足で帰路に
秋田
着かれた。

貴重な収穫体験にお土産も！
15(日) 明石発バスツアー『お土産付き田舎満喫ツアー』21名参加
ツアー当日は晴れてほしいと願っていたが前夜からの雨が降りやま
ずポツポツと空は雨模様。天気をうかがいながら少し行程の変更。
でんくう総合案内所に到着し北はりまの特産品などの買い物を済ま
せた後、園田さんの田んぼ（多可町加美区西脇）へ移動。自然に囲まれた
多可町。稲刈りを終えた田んぼや、まだ穂が実った田んぼがありまさに
田園空間。
旧みなみ保育園でバスを下車し稲刈り体験。参加者は「鎌で一株ずつ
刈り取るのは思った以上に大変。でも、初めての体験で楽しかった。」そ
の後、バスに乗り平成の名水 100 選にも選ばれた松か井の水の採水口
を見学。この水は地元だけにとどまらず、都市部からも喫茶店や居酒屋
のオーナーが訪れ、コーヒーやお酒の水割りにも利用するようだ。
昼食は、多可町の交流会館でかみ
特産品クラブ（みつばグループ）の
特製弁当。お弁当の中には播州百日
どりを使った唐揚げ、焼き鳥や炊き
込みご飯、コラーゲンスープやさつ
ま芋のツルをたいたものなど地元
の特産品や野菜がふんだんに使わ
れていた。
「美味しくて、彩りも鮮や

対外活動
スケジュール

かで見ても可愛いお弁当ね。」と
参加者も大満足。
昼食後は、多可町移住コン
シェルジュ小椋さんの定住移住
のお話を伺った。実際に移住し
てこられた方の話を聞いて少し
でも田舎暮らしに興味をもって頂けたのではないだろうか。
その後、雨が降っているのでカッパを着込み交流会館の裏手にある
園田さんの畑へ。ぬかるんだ畑に入り足元に注意しながら一生懸命に
サツマイモを掘った。大きなサツマイモがまさに芋づる式に顔を出し
た。
次は、サツマイモの畑から移動して黒豆の枝豆の収穫体験。たわわに
実った枝豆を枝から摘んでいく。1 人当たり２株なのだが、袋いっぱい
になった。
「帰ったら早速茹でて、ビールのおつまみ♪」という参加者多
数。園田さんのご厚意で、希望者には畑にある茄子も収穫させていただ
いた。その後足立醸造に立ち寄り、バスででんくうへ。
でんくうで買った特産品と今回の沢山のお土産（サツマイモ２ kg・
新米コシヒカリ 2kg・枝豆）を持って帰路に。雨の日に家の中にいたら
石塚
体験できない思い出にも残る一日が過ごせたようだ。

10月

18日 西脇商工会議所で酒販店向け軽減税率制度説明会
バス立ち寄り 21日45名、24日メルヘンツアー34名、26日40名

11月

10日
18日
18日
28日

バス立寄り 日本観光旅行ひょうごラジオカレッジ神崎郡友の会20名
バス立寄り 岡山県下電観光バス｢シモデンFOPツアー｣40名
大和ハウス工業約80名、旧來住家住宅、播州織工房館、へそ公園など街歩きガイド でんくう案内人対応
バス立寄り 岡山県下電観光バス｢シモデンFOPツアー｣40名

『１０月号表紙クイズ』 の答え

② たか坊

多可 郡 多可町

兵庫県多可郡多可町八千代区下村316番地2
八千代北仮本庁舎（旧八千代北小学校) 地域振興課
TEL 0795-32-4779・FAX 0795-32-3814
多可郡多可町は、兵庫県のほぼ中央に位置する、山や川に囲まれた
自然豊かな地域です。
その自然を生かした「健康(ｳｴﾙﾈｽ)ウォーキング」を多数開催してい

たわわに実った酒米山田錦

ます。約３〜6kmの道のりをゆっくりウォーキングしますので、年配
の方やお子様でも参加できます。

多可町ショーケース展示

また日本一の酒米「山田錦」、1300年の歴史ある和紙「杉原紙」、
国民の祝日である「敬老の日」の3つの発祥の地でもあります。
そんな多可町では「多可町発祥の地めぐり」のスタンプラリーを
2017年9月1日から2018年1月31日まで開催中です。
多可町発祥の地めぐり

播州百日どりや巻きずしなど美味しい物も盛りだくさんです！

杉原紙 紙漉き

ぜひ、この機会に多可町へお越し下さい(^^♪
多可町健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ

健康 (ｳｴﾙﾈｽ) ウォーキング

【健康(ｳｴﾙﾈｽ)ウォーキング】
11月 9日(木) なか・やちよの森公園渓流の広場（ 八千代区俵田）
３.５km
11月16日(木) 多可町余暇村公園散策 ２.２km
11月30日(木) ラベンダーパーク多可周辺（加美区轟）３.１km
11月18日(土) クアの道＆千ケ峰天空ウォーキング

敬老の日 記念碑

1泊3食付き￥11,900/お一人様(税・サ込)

多可町は見所いっぱい♪

でんくう各 部 からのお 知らせ
【総務部】
・12/17( 日 ) 道の駅年末感謝祭『豚汁の振る舞い』を実施し
・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の研修日帰り
ます。
バスツアーは 1/17（水）に 7 時半でんくう集合→堺市役所
・12/23（土）体験教室『燻製体験』を実施します。
21F 展望ロビー→方違神社→自然食レストラン・ナチュラ
今回は、クリスマスを意識してホールチキンの燻製を
ルガーデン（昼食バイキング）→堺博物館（大仙公園）→関
作ります♪
西国際空港→でんくう 18 時 40 分→帰路
時 間 ：9 時〜 12 時半 でんくう芝生広場
参加費は 3,000 円、定員 86 名、12/6（水）11 時から受付。
参加費：3,500 円
詳細は該当者へ郵送予定。電話での申し込みはできません。
・1/4( 木 『新春ぜんざいの振る舞い』
)
を企画中。
・1/4( 木 ) 体験教室『干支のバルーンアートづくり』
・11/26( 日 ) 道の駅 15 周年感謝祭 を開催します。
を企画中。
時間：9 時半〜 15 時 道の駅北はりまエコミュージアム
店内で 1,000 円のお買い物につき１回ガラガラ抽選会。
【広報部】
特等は国内温泉ペア宿泊券など。空くじなし。
・１１月の情報コーナーショーケース展示は
青空市も多数出展。多数様のご来店をお待ちしています。
「森のようちえん こころね」です。
【地域交流部】
【事務局】
・12/9( 土）、12/17( 日 ) 体験教室『しめなわづくり』を実施し
・LINE@ サービスを開始しています。
ます。
クーポンや来店ポイント、お得な情報が取得できます。
場所：でんくう体験教室 参加費：500 円
スマホ、タブレットなどで登録すればご利用できます。
時間：13 時〜 16 時まで
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

11 月の でんくう自主企画

2017年

5

中

（日） 募集

21

『播磨風土記の歴史を訪ねて 』

毎週火曜日にバルーンアート教室を開催します。
可愛い動物や、美しいお花など作ってみませんか？
バルーンアートを習って一芸を身に着けよう！

全行程 約１１kmをでんくうボランティアガイドが同行し、
ご案内します。

西脇市駅→南本町→戎町→旧商店街→西脇城碑→八幡神社
→中郷橋→犬次神社（昼食）→中世石造品（堀町共同墓地）
→鹿野不動堂→荒神社→住吉神社→城山公園→安楽寺
→比延駅（15 時 30 分着）解散

19

時 間：10時〜11時
場 所：でんくう体験教室
参加費： 500円（材料費込み）

（日）募集中 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するバスツアー 』

25

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
持ち物：帽子、タオル、軍手、お茶

イベント名

開催場所

『 燻製体験 合鴨200ｇ×４を燻製 』

時 間：9時半〜12時半 参加費：3,000円
定 員：20セット
場 所：でんくう芝生広場
持ち物：軍手・タオル・汚れてもよい服装
※ ご予約は11/15(水)までにお願いいたします。

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

開始時間

（土） 募集中 体験教室
〜桜チップの煙でひと手間かけて〜

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）
→ラベンダーパーク多可（イベント参加）→でんくう→帰路

11 月のサテライトイベ ント＆ 地域情報

体験教室

『バルーンアート教室 』開始！

持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具 小雨決行
参加費：無料 集合：西脇市駅（9時30分）

日(曜日)

中

（火） 募集

JRふれあいハイキング

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。

季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー 11月に掲載以外の情報です。
詳細最新情報はでんくう総合案内所 ホ ーム ページのイベントカレンダーをご覧ください。
内容
◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

コヤノ美術館ナイトミュージアム予約受付中 (12/2 ,12/9,12/16 18時から) 西脇市 市原町 コヤノ美術館 西脇館◆090-1919-0481
1(水) 10時〜17時半 「うずまきのふしぎ」展

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

3(金・祝) 10時〜17時 依藤裕明 兵庫｢花｣の写真展

西脇市西脇 旧来住家住宅 ◆23-9119 西脇TMO推進室

4(土) 18時45分〜19時15分 第10回プラネタコンサートinテラ･ドーム 西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」入場無料 ◆23-2772
5(日) 13時〜15時 こ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

6(月) 10時〜12時 地区マミィバザー（子ども服などのバザー）西脇市黒田庄町前坂2140 へそっこランド 向かいの部屋 ◆25-2801
11(土) 9時半〜13時 多可町ｳｪﾙﾈｽｳｫｰｷﾝｸﾞ 多可町八千代区俵田178-27 なか･やちよの森公園渓流の広場集合 申込(11/6まで) 参加費1,000円◆32-2381
11(土) 10時〜12時半 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの剪定挿し木とﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹづくり 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内chattanano森 申込(11/9まで)◆32-4111
12(日) 10時40分〜15時10分 官兵衛まつりを満喫 昔の街道を歩こう あつまっ亭 西脇市黒田庄町本黒田 JR加古川線本黒田駅前集合 要申込 ◆28-5880
16(木) 9時〜11時 毎週木曜 ウェルネスウォーキング 多可町余暇村公園内散策 多可町中区牧野817-41 多可町余暇村公園 申込不要 ◆32-2381
18(土)〜30(木) 10時〜17時 ｢I♡Bansyuori｣播州織逸品展 POLS＋La mamarge 西脇市西脇 播州織工房館 月曜定休 ◆22-3775
19(日) 10時〜15時 ラベンダーパーク多可 秋の感謝祭2017 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可

◆36-1616

23(木・祝) 〜26(日) 9時半〜17時 秋の奥播州ふるさとまつり 醤油・味噌の特売、特産品販売、蔵見学 多可町加美区西脇 足立醸造 ◆35-0031
23(木) 9時半〜16時 多可・播州織のふるさと写真展 多可町八千代区赤坂 旧 古来悟織物工場 入場無料
25(土) 15時〜 工藤真史ピアノコンサート 西脇市西脇アピカホール 一般2,700円(当日3,200円)小中学生1,700円(当日2,000円) ◆090-6204-0700(奥田・藤田)
26(日) 14時〜 第37回 西脇吹奏楽団定期演奏会 西脇市郷瀬町 西脇市民会館 大ホール ◆ 22-5715
26(日) 14時〜 トークセミナー 起業するっておもしろい！ 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 ◆25-2800

特定非営利活動法人
で

ん

く

う

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〜 18 時( 11月〜3 月 は 1 9 時 閉 館 ) 年末年始以外無休
TEL 0795-25-2370
FAX 0795-22-2123
URL h t t p : / / w w w . k - d e n k u.com
E-mail j k @ k - d e n k u . c o m

