
【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】  12/ 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
　　　★１１月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年12月1日発行   155号2012017年1212月1日発行  日発行   155155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

 兵庫県西脇市高田井町　　西脇市農林振興課
 ＴＥＬ / ０７９５-２２-３１１１

 ＦＡＸ / ０７９５-２２－６９８７

　　　　　
矢筈山山頂までのルートは二つあります。登山ロードともう一つはなんでしょうか？　　

　　　　　　　　　　　　① わくわくロード ② おにぎりロード  ③ もみじロード　④ どんぐりロード

　高田井町にある矢筈山は、バリアフリーの散策路「ふれあいロード」と、山頂までのルート「どんぐ
りロード」と「登山ロード」があります。「どんぐりロード」は整備された遊歩道のため、体力に自信
がない方にもお勧めです。「登山ロード」は進むにつれ、だんだん傾斜は厳しくなりますが、眼下に広
がる西脇の市街地を大パノラマで見ることができます。天候がよければ明石海峡大橋を見ることがで
きます。また冬の早朝に登れば、地上をおおう雲海の壮大な景色を見ることができるかもしれません
よ♪

　

矢筈山からの雲海

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！

　　

◆ク

　

◆

　



    どこも見事な紅葉！　
　19(日)　三宮発バスツアー「多可の自然の恵みを満喫」14名参加

    西脇の歴史を歩く！
   ５(日)  散歩道を歩こう「JR ふれあい ハイキング 播磨風土記 の歴史 を訪ねて」13名参加

    いつも楽しく参加！
   25(土)  体験教室「合鴨の燻製づくり」　20名参加

  バルーンアートが人気！
26(日)  道の駅15周年記念感謝祭

2017年

  11月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 12月

 11月 10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
11日　〃　神姫バス　大型2台
18日　〃　 岡山県下電観光バス｢シモデンFOPツアー｣40名
18日　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
23日　加東市東条文化会館コスミックホールで東条川疎水の日シンポジウム　内橋副代表、岡本出席
28日　バス立寄り 　メルヘンツアー　

2日　北神戸元町商店街ではりま元気市に出店　内橋副代表と数名が対応
5日　小野市うるおい交流館エクラで改正NPO法説明会＆交流会

　JR西脇市駅に集合し、受付で JR ふれあいハイキングの参加記念カード
を受け取り、ストレッチをして出発。天候に恵まれぽかぽか陽気のもと、
旧鍛冶屋線の元線路道を通り抜け、南本町、戎町の市街地を歩き旧商店街
へ。所々立ち止まりながらそこであった水害や旧街道、記念碑、旧商店街
の歴史などの説明を受けながら､西脇城碑へ向かう。
　西脇城碑には「高瀬氏政所跡」の碑があり案内人が説明･見学後、途中の
公園でトイレ休憩を取り八幡神社に向かう。八幡神社ではちょうど七五
三の時期。参加者は茅の輪くぐりや、散策やお詣りをされていた。
続いて、町内を歩き中郷橋(写真)の前でガイドからの案内を聞き、橋を
渡り住宅街を進み犬次神社へ。犬次神社の案内後､昼食。暖かいとは言え

　作り方は基本的に同じ。今回は参加者の感想を紹介しよう。　・「定期的に
種類の違う燻製づくりが催され、毎回楽しみに参加。2 時間で終了もいい。」
東大阪市男性　・「思ったより簡単で､おいしそうに出来よかった。家でワイ
ンと一緒に食べるのが楽しみ」神戸市男性　・「食材が豪華なのでびっくり!
説明もわかりやすく、お話しも楽しかった。参加費も安価だと思う」姫路市ご
夫婦　・「とても楽しく、ソーセージも急遽買ってきて､燻製にしました」神
戸市女性　・「今回で4回目。今回は温度管
理が楽だった。ウィンナーを持参、卵や
チーズもチャレンジ。出来上がりは
good！」高砂市女性　・「とても楽しく､ま
た参加したいと思いました」姫路市男性
　・「家では何度か燻製をしたことがある
けど、外で他の人と協力してやるとさらに
楽しかったです。」高砂市男性　　　　三村

　天気は少し曇り空。秋も深まり、暖かい服装など寒さ対策必須
の天候。でんくうに到着し北はりまの特産品などの買い物を済
ませたのち、バスの窓から色づいた山々を見ながら多可町へ出
発。バスは那珂ふれあい館に到着し、そこからは歩いて多可町余暇村公園
へ。公園内には赤や黄色に色づいた紅葉がツアー参加者をお出迎え。紅葉

を見に沢山の人、カメラマンで園内はあ
ふれていた。　紅葉散策をしたのち、昼食
会場のハーモニーパークへバス移動。
ハーモニーパークでは、多可町の特産品
播州百日どりのバーベキュー♪と地元で
とれたコシヒカリのご飯。「百日どりは、

肉の締まりも良く弾力があって食べ応えあるなぁ」
との声。食事が落ち着いたところで、多可町定住コン
シェルジュの小椋さんから定住移住のお話。田舎暮
らしに興味のある方は、熱心に聴かれていた。
　お昼休憩をとった後は、秋の感謝祭が開催されて

いるラベンダーパーク多可へ。園内は、フラワーアレンジメントなどの体
験コーナーや模擬店、ライブ演奏、ダンスなどで会場は盛り上がってい
た。会場から少し山を登れば、聖獣の森では世界チャンピオンのチェーン
ソーアートがお出迎え。チェーンソーで細部まで造形されている作品を
見て感嘆の声。ラベンダーパークを後にし、でんくうへ戻るバスの中では
千ヶ峰TAiYAKi宮崎の焼きたてのたい焼きを食べた。「皮がパリッとして
て中のあんこも美味しいね、寒かったから丁度ええわ」との声も。紅葉に
癒され、多可町の自然の恵みを満喫できた週末だった。　　　石塚　 
     

11月なので日陰は肌寒く、暖か
い場所を求めお弁当を広げら
れていた。
　午後からは中世石造品 ( 堀町
共同墓地)、堀町墓地に残された
石造品のガイドを受け､鹿野不動堂から荒神社へ。比延住吉神社、城山公
園から安楽寺に到着。本堂の天井を見上げながら花の絵を鑑賞したりお
庭を見たりして時間を過ごし、JR比延駅へ。
　比延駅に早めに到着し、皆さん疲れも忘れワイワイ話しながら休憩を
し、電車に乗り帰宅された。　　　　　　　  岡本

　でんくうまつりが台風の影
響で規模縮小になったため、リ
ベンジの道の駅イベント。青空
市など 20 店舗の出店はロース
トビーフ寿司、タンドリーチキ
ンバーガー、テレビでも話題の 
とりめし、こっこカレー、海軍
式カレー、焼きそば、コロッケ、たこ焼きなど、グルメも充実。他に、地
元特産使用の焼肉のたれ試食販売、高橋さんの純粋蜂蜜、手作りお菓
子、干物販売。10/15好評だった多肉植物のブース数店舗。はぎれの販
売 と 天然石アクセ販売 、キクイモ試食など。情報コーナーでは店内
お買い物 1000 円でガラガラ抽選と、バルーンアートのプレゼント。
あまり寒くない日でのんびりと買い物をする人が多かった。

　　　　　　　　こんなこと やりました！  でんくうの活動

ち



『１１月号表紙クイズ』 の答え　　　①  こころね

森のようちえんこころね 

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県多可郡多可町　
保育時間/月～金曜日　９時半～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。

　もともと森のようちえんとは、デンマークで「子どもたちに幼

い頃から自然と触れ合う機会を与え、自然の中でのびのび遊ばせ

たい」という願いを持つ一人の母親が、自分の子どもたちを連れ

て毎日森に出かけたのが始まりと言われています。日本でも１０

年前頃から少しずつ広がってきました。

　野外空間で過ごす事は、日々目覚ましい発達をしている子ども

たちの心と体の成長に様々な刺激を与えます。１年を通して通う

ことで、日本特有の四季の移り変わりの美しさや、暑さ寒さ、雨

や雪といった気象現象にも負けないたくましい心と体が育まれま

す。

　また森のようちえんのもう一つの特徴は、子どもの自主性を尊

重し”見守る保育”を徹底して行う事です。子どもたちに「自分の

力で何でもできるんだ」という自信と、「仲間同士助け合わなく

てはいけない」という気持ちを育んでいきます。

　現在３０年度の園児を募集しています。ぜひ興味のある方はお

問合せ下さい！

　対象年齢：H24年4月2日～H27年4月１日生まれのお子様

　申込・お問合せ：kokorone_taka@yahoo.co.jp

森のおさんぽ♪

青空の下でおべんとう

森のあそび場

ショーケース展示

木登りだいすき♪

おたまじゃくし発見！

【総務部】
・新登録サテライトの紹介♪
    ―　佐藤果実工房　―
新鮮いちごと爽やかなオーナーがお待ちしております。
2017 年 12 月オープン！いちごの高設栽培。バリアーフリー
対応。直売所での販売、店頭販売、いちご狩りが楽しめます。
西脇市水尾町　水尾バス停前　代表：佐藤 慶明
問合せ TEL：090-3728-1639

     ―　観光いちご園　一伍屋　―
兵庫県認証ブランド取得。最新設備によるいちご栽培。
最新設備のビニールハウスに約 1万２千株のいちごを栽培。
いちご狩り 50 分間食べ放題が楽しめます。
西脇市高松町字小口 302　代表：酒井 良宗
問合せ TEL：080-8716-5046
E-mail： fragaria2015@hotmail.com
営業時間／ 9：00 ～ 17：00　　定休日／不定休　　
販売／ 12 月～ 5月　　いちご狩り／ 1月～ 5月 ( 要予約 )

・1/17( 水 ) 研修バスツアーは、12/6（水）11 時から受付。

【広報部】
・１２月の情報コーナーショーケース展示は
　「矢筈山（やはずやま）　西脇市農林振興課」です。

【事務局】
   ・ 北はりま田園空間博物館のインスタグラムを開始しまし
　  た。もしよろしければ、北はりまの景色やグルメなどの
　  写真を撮られた際に、事務局まで提供をお願いします。

インスタグラムとは・・・
iPhoneまたはAndroid端末で画像や短時間動画を共有する、
無料のスマートフォン・アプリ及びそれを用いたサービス
のこと。写真に特化したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・
サービス ) と言え、スマートフォンで撮影した画像を投稿・
共有できる。また、Facebook・Twitter・foursquare・Tumblr
など、他の SNS にも写真を投稿することができる。
  



　 季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー   12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）
    12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～ 18時(  3月 ～10 月は 1 9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
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（日）     17 　体験教室（日）　　　　　　     23

募集中

   　          『毎週火曜　バルーンアート教室 』
　　毎週火曜日にバルーンアート教室を開催しています。
　　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！
　　　　　時　間：10時～11時
　　　　　場　所：でんくう体験学習室　
　　　　　参加費： 500円（材料費込み）

   　『 燻製体験 約1200ｇホールチキンを燻製 』
　～ひと手間かけたホールチキンでクリスマスを～
　
    時    間：9時半～12時半　参加費：3,500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12/13(水)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2,000円を頂戴します。

　

        17  （日）　　　　体験教室　しめなわづくり
場　所：でんくう体験学習室      時　間：１３時～１６時　
参加費：ひとり５００円（当日受付にて集金）
初めての方でも安心♪ スタッフが丁寧に教えます。
※汚れてもよい服装でお越しください。
※事前の申し込み不要。どちらか都合の良い日にご参加ください。
※材料がなくなり次第終了、参加受付は15時まで。

 

自分で作った「しめなわ」で新年を迎えよう

 　でんくうから感謝を込めて♪　年末大感謝祭！！

　　　『豚汁の振る舞い』

１０時ごろからスタートします。
でんくうにてあったか～いできたての豚汁を無料で振る舞います。

　　
 

～12/17(日)   10時～16時　うちわ展　最終日　西脇市 市原町 コヤノ美術館 西脇館　土日開館　大人800円 ◆06-6358-7555
～2/12(月・祝)　これなあに？むかしの道具22　今回の特集はおもちゃとゲーム  西脇市西脇　西脇市郷土資料館　◆23-5992
  申込受付中   2/17 三宮発ﾊﾞｽﾂｱｰ「播州織といちご狩り」 2/25三宮発ﾊﾞｽﾂｱｰ「味噌作り体験と酒蔵見学」申込は神姫観光  社支店   ℡0795-42-6565へ
   1(金)～3(日) 9～18時　第64回ニッコールフォトコンテスト　多可町中区　ベルディーホールロビー　◆32-1300   
   1(金) 14時～ 　蓄音器で味わう名曲シリーズ　「歌は世につれ、世は歌につれ」西脇市西脇アピカホール  入場料 500円 ◆23-9000
   2(土)～27(水) 10時～17時　県立西脇北高等学校　災害支援活動写真展　　西脇市西脇 旧来住家住宅     月曜休館    ◆23-9119 西脇TMO推進室
   3(日)13時半～16時　ごみ減量シンポジウム2017　西脇市郷瀬町　西脇市民会館中ホール　講師：堀孝弘氏他　主催：エコネットにしわき
   7(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　申込不要◆32-2381
   7(木) 10時～12時 　起業カフェ(月1回×3)  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
   9(土)    9時半～13時  ウェルネスウォーキング  冬のｷｬﾝﾌﾟ気分ｳｫｰｷﾝｸ  ゙ 多可町中区牧野　牧野大池キャンプ場  申込(12/6まで)参加費200円◆32-2381
   9(土) 10時～12時　ロケットストーブでできる "花炭"   多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内 chattanaの森  申込(12/7まで)　参加費1500円◆32-4111
   9(土)  18時45分～19時15分　第11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
14(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　申込不要◆32-2381
16(土)  13時半～　ハーブ講習会　ハーブとドライフラワーのリース　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◆32-4113
17(日) ・23(土)  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
17(日) 10時～12時　ﾀﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ体験教室　丸鶏のﾛｰｽﾄﾁｷﾝ＆ﾘﾝｺﾞのﾜｲﾝ焼き  西脇市黒田庄町門柳 日時計の丘公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場　要予約  参加費1500円◆28-4851　
23(土・祝)    9時～11時　毎週木曜 ウェルネスウォーキング  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  駐車場集合　申込不要◆32-2381

     12
     19 

（火）

（火）

募集中

　 ★ 年末年始休館 のお知らせ 　
　　でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムは
　　12/31（日）～1/2（火）お休みさせていただきます。
　　また、12/30(土),1/3（水）は17時に閉館いたします。
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