
【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】  2/ 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
　　　★1 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年2月1日発行   157号2012018年2月1日発行  日発行   157157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

 〒677-055 兵庫県西脇市高松町字小口 302

  ＴＥＬ 080-8716-5046

 営業時間/9:00～17：00　定休日/不定休　　　　　
観光いちご園一伍屋のいちご狩りは何分食べ放題でしょうか？　　

　　　　　　　　　　　　① ３０分　② ５０分  ③ ６０分　④ ９０分

　観光いちご園 一伍屋は、２０１７年１２月にオープンしたばかりの新しいいちご農園です。
　国道１７５号線、高松の信号を曲がると、観光いちご農園 一伍屋の白いオシャレな建物とビニール
ハウスが見えます。最新の設備を備えたビニールハウスでは約 12,000 株のいちごを栽培！また５０分
間食べ放題のいちご狩りも大人気♪（要予約）店舗ではその日採れたばかりの甘いいちごも販売中！売
り切れになることも多いので、お買い求めは午前中がおススメです (^^♪

　

いちごや

いちごや

いちごや

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！

　

◆
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『１月号表紙クイズ』 の答え 　①  いちご

佐藤果実工房 

でんくう各部からのお知らせ

　　　兵庫県西脇市水尾町　中水尾バス停前　
TEL / 090-6606-1639　営業時間/8：00～17：00　
いちご狩り受付9：00～15：00（予約優先）

　佐藤果実工房は２０１７年１２月にオープンしたばかり

の新しいいちご園です。地元直売所での販売、店頭販売の

他、いちご狩りも行っています。高設栽培なので、立った

ままいちごを収穫できるので、ご年配の方から小さなお子

様でも簡単に採ることが出来ます。通路幅も広くとってい

るので、車椅子やベビーカーでも安心！

（いちご狩りはじゃらんでの予約も対応）

章姫、紅ほっぺ、恋みのり、四つ星などいろいろな種類を

栽培しています。時期によっても栽培している種類が違う

ので、その時一番美味しい種類のいちごを食べることが出

来ます。

　また、そのいちごを使ったアイスクリームも販売中！

播州織の生地でラッピングしたアイスクリームのギフト

セットは、お土産としても贈答品としても喜ばれること間

違いなしです(^^♪

 ぜひこの機会に、美味しい旬のいちごを召し上がって下

さい♪

佐藤さんとハウスで♪

佐藤果実工房入口

美味しいあま～いいちご

へそ・まち文化新聞で紹介

ハウス裏にも大看板！　

いちごの白い花も満開♪

【総務部】
・新登録サテライトの紹介♪
    ―　NPO法人すまいる　カフェにこっと　―
　　にこっと笑顔　心も体もほっこり癒しのカフェ
　カフェという接客を中心とした作業形態での仕事をしなが
ら、働く喜びが感じられるよう支援している福祉の事業所で
す。来て頂くお客様も利用者の方も、みんながホッとできる癒
しの空間になるよう努めています。また、お客様に安心して食
べていただけるよう、提供するメニューも地産地消でできる
限り手作りをしています。
　　　　　　　　　　　　　所在地：西脇市寺内 519-63　

・3/4（日 ) 丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム視察
　エクスカーションツアー参加者募集
　参加費（昼食代）1000 円　でんくうへ申込みください。
でんくう（9時発）→兵庫県立丹波並木道中央公園→
丹波の森公苑（昼食・休憩）→スタートアップミーティング
参加→でんくう（18 時着）

【広報部】
・２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。

【都市交流部】
・4/21( 土 ) 三宮発西神中央経由　交流バスツアー
　「幻のタケノコ掘りといちご狩り」を計画中。
参加費：6800 円 （でんくう FUNくらぶ会員５％引き）　
三宮（8時）→ 西神中央 → 箸荷いちご園 → でんくう→
 高嶋タケノコ畑 （タケノコ掘り・昼食）→ 西脇市日本のへそ
日時計の丘公園フォルクスガーデン → でんくう → 帰路

・4/26( 木 ) 明石発西神中央経由　交流バスツアー
　「幻のタケノコ掘りといちご狩り」を計画中。
参加費：6800 円 （でんくう FUNくらぶ会員５％引き）　
明石（8時）→ 西神中央 → 佐藤果実工房 → でんくう→
 高嶋タケノコ畑 （タケノコ掘り・昼食）→ 西脇市日本のへそ
日時計の丘公園フォルクスガーデン → でんくう → 帰路

【事務局】
 ・ 4/29( 日 )リサイクル品　蚤の市　出展品を募集。
出展品は、無償提供とし売上金は NPO 法人北はりま田園空
間博物館に帰属します。主に故障していない小型家電製品を
募集します。募集は 4/22( 日 )15 時で締め切ります。
問い合わせ先：0795-25-2370　（大谷）



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

          2 でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー     ２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）
       2月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所

2018年
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　交流バスツアー　三宮発（日）　　　　     25
～ 手を使って脳も健康世界に一つのMyぞうり ～

    時    間：13時～16時 　参加費：800円
    定    員：25名
    場    所：でんくう体験教室
   

　

     17（土）　　　
『播州織の布草履づくり』

体験教室

３月予告

『播州織といちご狩り』

満員
御礼

募集中

募集中

交流バスツアー　三宮発（土）　　　　　　　     17
春物の生地入荷！お子様の服を作ってみませんか？

参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　小学生以下4,000円

定　員：42名
行　程：三宮 →  西神中央 → でんくう → 篠田いちご園
                    → 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

『味噌作りと酒蔵見学』
参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
持ち物：エプロン、マスク、三角巾、手拭きタオル　　　　
定　員：42名
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

3/4(日)　加古川発姫路経由　FUNくらぶ交流バスツアー
　　　　『北はりまの味巡り早春バスツアー』
参加費：7,200円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名　マイスター工房八千代の巻き寿司1本お土産付き
行　程：加古川 →  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
　　　      → 足立醸造株式会社→ でんくう → 帰路

3/24(土)　日本一長い散歩道を歩こう
　　　　『八千代の春を感じ戦国のロマンを歩く』
参加費：無料        定　員：50名　全行程  約７km
集　合：八千代プラザ 　9時　　解散：15時

募集中

～20(火)   ふぁみり～カーニバル＆手仕事（＋フード） (4/29 )  出店者募集　西脇市寺内　北はりま田園空間博物館　◆25-2370
～28(水)  10時～17時 布工房 風 花の播州織 ｺﾚｸｼｮﾝ 2/10,11,12,17,18は商品販売有り 西脇市西脇394-1 旧来住家住宅 月曜定休（祝日の場合は翌日）◆22-5549

～3/25(日)  10時～17時「アトリエの夢―かじ・おっと・みよし」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
～5月　   いちご好評販売中！　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  
10(土) ～12日(休) 10時～16時 ガーデンやまぼうし「アーティフィシャルフラワーアレンジメント展示会」西脇市寺内北はりま田園空間博物館体験学習室◆25-2370

11(日) 11時半～　tamaki niime 腹ごしらえ会（毎週日曜開催）　西脇市比延町550-1　tamaki niime　火曜定休　◆38-8113
12(休)  ①13時半～②15時半～　子ども科学教室  くるくるマグネットをつくろう　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
15(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
17(土)   12時半～15時半　ほんとうに自然な手づくり化粧品教室　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　要申込〆切2/10  受講料 5,000円 ◆36-1616
18(日) 13時半～15時半 美術館講座「ﾌｫﾛｯﾀｰｼﾞｭとｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ技法を使ったｲﾒｰｼﾞの世界」西脇市上比延町西脇市岡之山美術館 要申込 受講料2,000円◆23-6223  

24(土)  9時～12時半　ウェルネスウォーキング妙見山麓　多可町中区東山　那珂ふれあい館 集合   要申込2/19〆切　◆32-2381
25(日) 10時～14時　蕎麦づくりシリーズ③蕎麦打ち体験　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
25(日) 10時～  第10回 西脇ロイヤルホテル カラオケ祭～スーパー歌姫 東亜樹ちゃんがやって来る～ 西脇市西脇アピカホール 入場料300円　◆23-2000
25(日) 10時～16時  「ﾛｹｯﾄｽﾄｰﾌﾞ」づくり 多可町中区牧野多可町北播磨余暇村公園内chattanaの森　参加費 大人3,700円 中学生1,850円　2/22〆切 ◆32-4111
25(日) 13時半～15時半  お雛さまアレンジ  多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　受講料 2,500円  要申込〆切2/ 18  ◆36-1616
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