
【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/ 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
　　　★１２月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年1月1日発行   156号2012018年1月1日発行  日発行   156156号

発行：

◆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！

※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

　　　　　
佐藤果実工房が作っているのはなんでしょうか？　　

　　　　　　　　　　　　① いちご　　② りんご　  　③ ぶどう　　④ バナナ

　昨年、新しくサテライトに登録された佐藤果実工房は、２０１７年１２月にオープンしたばかりの
いちご農園です。中水尾バス停前には完成したばかりの新しい大きなビニールハウスが建ち並んで
います。
　新しいビニールハウスの中には、美味しそうないちごがたくさん実っています。
　いちごは地元直売所での販売、店舗販売（発送も可）をしています。またいちご狩りに対応！高
設栽培なので立ったまま収穫できます。
　今が旬の新鮮ないちごをぜひ味わってみてはいかがでしょうか♪

兵庫県西脇市水尾町　中水尾バス停前

ＴＥＬ/ ０９０－３７２８－１６３９
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！

　

◆



    暖かい汁物は大人気！　　1７日)　年末感謝祭豚汁の振る舞い　400食提供

    これで新年を気持ちよく迎えられます！
   9(土)・17(日)  体験教室しめなわづくり　　9日30名　17日36名参加

    クリスマスパーティーが盛り上がりそう！　   23(土)  体験教室「燻製体験ホールチキン」　20名参加

2017年

  12月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  12月 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

　参加者は受付を済ませ山田錦の藁を受け取り、まずは藁の掃除。藁
の株を揃えて株から 2～3cmの所を押し切りで切ると掃除しやすい。
　槌で叩いてやわらかくする際､作るしめ縄で叩くところが違うの
で、それを確認。「藁を回しながらたたいてくださ い」と説明。「ごぼう
を作る方はこちらで」「めがね、リース、七五三を作る方はこちら」
と掃 除をし、やわらかくした藁を持って スタッフのもとへ。
　「初めて作るからどうしたら」という方も多く、藁の右なえ、左

なえの仕方から説明を聞
き、スタッフの手元を見
ながら藁をなっていく。
　｢コンコン｣と藁を叩く
音と「パンパン」と藁を掃
除する音が響く中、「ここ
はこうします」とスタッ
フが手取り足取り説明。

　朝は冷え込んだが､おだや
かな晴天に恵まれた。クリス
マスに合わせたホールチキン
の燻製づくりに神戸や大阪、
地元西脇などから 20 組の家
族･友人グループが集まった。
配られた鶏肉はすでに先生の
方で、3日間調味液（塩分3.5
～ 4％ ) に漬け蒸気で 75 度

30分加熱殺菌済みのもの。
　きれいに足を折りたたんである鶏肉に2本の串を刺す。スモーカー
にセットし65度くらいまで温度を上げる。温度計で確認しながら、肉
の温度も時々手の甲を当て確認。
　待ち時間が退屈と､同行の子どもたちはステージや芝生広場で元気

　朝から多くの人が押し寄せ
て、ながーい行列。でんくう年末
感謝祭 の一コマ。
　毎年のことやけども、とって
も好評な 豚汁振る舞い と つき
たて餅の販売。材料もたっぷり
用意していたので１０時に始ま
り、１時頃で終了。４００食完売?!(無料 )寒い中でしたけど、あった
まって頂きました？
　今年も 道の駅北はりまエコミュージアム は、ほんとうに、お客様に

感謝。
　LINE を始めたり、インスタ 始めたり、店内のプチリニューアルした
り、それとなしに忙しかった道
の駅。お客様への感謝を忘れず
に、これからも力いっぱいがん
ばっていこう思てます。来年
も、ぜひとも、ぜひとも、よろし
くお願いします。
　　　　　　　　　　　　スタッフK

詳しい方は参加者同士で教 
えあう光景もあった。
　皆さん作業に慣れてくると時折笑みを見せながら黙々としめ縄を
完成させていく。 当日飛び入り参加も多くスタッフも大慌て（午後 2 

時の時点で 30 名が参加）。「こんなのが作りた
い」と写真を見せて作りたいしめ縄を説明する
方も。
　完成したしめ縄に「上手に出来ましたね」と
スタッフの声にニッコリ。最後に紙垂の作り方
や飾りつけの方法を説明、一人でたくさん作ら
れた方もいた。
　「来年も来たい」「手作りのしめなわで正月を
迎えることがうれしい」という声が数 多く寄せ
られ、大盛況でしめ縄づくりを終えた。
　　　　　　  岡本

　　　　　　　　こんなこと やりました！  でんくうの活動

ち

に遊ぶ。また、先生提供の猪肉を使いぼたん鍋？のサービスで暖ま
る。
　肉が熱くなったところで、桜のチップを下にいれ､燻煙。20個のス
モーカーがあるので､ひととき煙り､これを室内でしたら火災警報
器が鳴るに違いない。きれいに色づくように､時々裏返し､チップの
補給や温度管理。
　待ち時間にだんだん、参加者同士の話が盛り上がり、この後パー
ティーに持参するとか、親子孫でクリスマス会など集まる人の笑顔
を思い浮かべている様子。ま
た、その後のお話しを聞かせ
てください。

次回は 1/28( 日 ) スペアリブ
です。　         　　池田

し　で



『１２月号表紙クイズ』 の答え　　　④  どんぐりロード

矢　筈　山 

でんくう各部からのお知らせ

　　　　兵庫県西脇市高田井町　
　　　　問合せ：西脇市農林振興課　
TEL / 0795-22-3111・FAX / 0795-22-6987

　矢筈山の登山道は平成19年度に整備されました。高田井

町登山口を過ぎると、目の前にはバリアフリーの散策路

「ふれあいロード」が続きます。矢筈山山頂までのルート

は「どんぐりロード」と「登山ロード」があり、前者は整

備された遊歩道のため、体力に自信のない方にもお勧めで

す。後者は進むにつれ、だんだん傾斜は厳しくなります

が、眼下に広がる西脇市の市街地は絶景です。山頂には、

矢筈城跡や愛宕社、秋葉社があり、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、秋から冬にかけては眼下に雲海が広がる絶景にも

出会うことができます

　西脇市には矢筈山以外にも登山できる山として、白山・

妙見山、西光寺山、比延山、黒田城址、坂本城址などがた

くさんの登山スポットがあります。

　詳しい情報については、　　　　　　　　　　　「日本

のへそ西脇市の山を登ってみよう！」や冊子「のぼってみ

よう北はりま」に掲載されています。

　ぜひ、興味のある方は、山登りの参考にして下さい♪

山頂からの市街展望♪

矢筈山　雲海

のぼってみよう北はりま

ショーケース展示

白　山　雲　海

登山ルート紹介

にっぽんまんなか紀行

【総務部】
・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の研修日帰り
   バスツアーは 1/17（水）に 7 時 15 分でんくう集合
→ 堺市役所 21F 展望ロビー → 方違神社 
→ 自然食レストラン・ナチュラルガーデン（昼食バイキング）   
→ 堺博物館（大仙公園）→ 関西国際空港
→ でんくう → 帰路
     （好評につきキャンセル待ちの状態です。）

・4/29( 日 )第 13回ふぁみり～カーニバル を企画中。
     時間：10 時～ 15 時　
　 場所：でんくう芝生広場・駐車場周辺

【都市交流部】
・3/4 加古川発姫路経由　交流バスツアー
　「北はりまの味巡りバスツアー」を計画中。
参加費：7200 円 （でんくう FUNくらぶ会員５％引き）　
加古川（8時）→ 姫路 → 観光いちご園一伍屋 → でんくう
 → マイスター工房八千代 → 市原交流会館（昼食）
 → 孝行のメッセージ道散策 → 足立醸造（蔵見学）
 → でんくう → 姫路 → 加古川（18 時）

・3/24( 土 ) 散歩道「八千代の春を感じ戦国のロマンを歩く」 
    を計画中。
　    時間：9時～ 15 時
　    参加費：無料
　八千代プラザ → 中村牛之助の墓 → せせらぎの小径
     → 貴船神社 → 風呂屋橋 → 下野間 → 田尻川合戦跡
     → エーデルささゆり（昼食） → 光龍寺山城跡 → 極楽寺
     →  八千代プラザ

【広報部】
・１月の情報コーナーショーケース展示は
　「佐藤果実工房＆観光いちご園 一伍屋」です。

【事務局】
 ・ LINE@ サービスを開始しています。
    クーポンや来店ポイント、お得な情報が取得できます。
    スマホ、タブレットなどで登録すればご利用できます。
     詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

 や        はず       やま



　 季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー     1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）
       1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

          1 でんくう自主企画月の  
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　体験教室（日）　　　　　　     28
   　『 燻製体験 約800ｇスペアリブの燻製 』
　　　～ひと手間かけてゴージャスな体験を～
　
    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1/18(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。

　

～5月　いちご直売始めました　西脇市落方町502-1　観光農園｢篠田いちご園｣　イチゴ狩りは1～5月下旬・要予約　◆25-8888
～15(月)   第２３回杉原紙年賀状全国コンクール　募集中！ 多可町加美区鳥羽768-46  杉原紙研究所   ◆36-0080 
  1(月)    4時半～ 　ご来光登山　白山（西脇市黒田庄町）西脇市黒田庄町前坂 大歳神社集合　参加費 無料　持ち物：軍手・懐中電灯・登山のできる服装
  4(木) ～20(土)   9時～17時　郷土の歌人｢山口茂吉｣展   多可町中区東山　那珂ふれあい館    毎週月･火休館  、第3日曜の週は日･月休館、祝日  ◆32-0685

  4(木) ～28(日)   9時半～16時半　「絵手紙グループ加美」作品展　多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」　水曜休館　◆36-0080
  6(土) ～8(月)   11時～18時　tamaki niime しんねん 会　KARUTA 会、書き初め会　西脇市比延町550-1　tamaki niime  　◆38-8113
  7(日)  10時～13時　春の七草粥づくり　多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　湖畔の広場   要申込  参加費300円◆30-0050

  8(月)  10時～15時　天高く揚がる！里山の伝統～和凧づくり～　多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　湖畔の広場   要申込  参加費500円◆30-0050
  9(火) ・10(水)  えべっさん　西脇市西脇　川下神社（戎町）

11(木)   9時～11時　毎週木曜　ウェルネスウォーキング　エーデルささゆりガルテンコース　多可町八千代区中野間　エーデルささゆり集合◆32-2381
14(日)   ①10時半～　②14時～　映画「関ヶ原」多可町中区中村町　ベルディーホール　前売り800円  当日1000円　◆32-1300 

14(日)  10時～15時　 2018年 耐寒登り初め！！　なか・やちよの森公園　湖畔の広場   要申込  参加費300円  ◆ 30-0050
14(日)  13時～15時　子どもプログラミング教室　Scratchの基本的な操作を学ぼう　でんくう体験学習室　◆ toshikazu00240509@docomo.ne.jp
21(日)・28(日)　①13時半～  ②15時半　まんげきょうをつくろう   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

27(土)  10時～16時　「ロケットストーブ」づくり  多可町中区牧野　多可町余暇村公園内 chattanaの森　参加費 大人3700円  中学生1850円 〆切1/25  ◆32-4111
27(土)  18時45分～19時15分　第12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
28(日)  10時～　ピザ窯体験教室（もちポテ明太の合わせピザ）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

　

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。

     4（木）
 　でんくうから感謝を込めて♪
　

　　　『ぜんざいの振る舞い』

   １０時ごろからでんくう前駐車場でスタートします。
あったか～い ぜんざいを無料で振る舞います。
ぜひご来場くださいませ！　（約４００食　なくなり次第終了）

　　　　ファイアーベンチャーズの演奏♪♪　　
　　　　でんくう体験学習室にて
　　　　干支のバルーンアートもあります♪

　　
 

新春恒例

２月予告
2/17(土) 体験教室『播州織の布草履づくり』

2/17(土) 三宮発 バスツアー『播州織＆いちご狩り』
行程：三宮→西神中央→でんくう→篠田いちご園（いちご狩り）
→布工房風花→旧来住家住宅（昼食）→播州織工房館
→でんくう→帰路

2/25(日) 三宮発 バスツアー『味噌作り＆いちご狩り』
行程：三宮→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味噌作り・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

募集中

募集中

募集中
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