
【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】  3 / 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
　　　★ 2 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年3月1日発行   158号2012018年3月1日発行  日発行   158158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

 〒677-0014 兵庫県西脇市郷瀬町 605　
  ＴＥＬ　0795-22-3111　・　ＦＡＸ 0795-22-3515
  （西脇市役所　くらし安心部環境課）

 Ｅ-mail ： kankyou@city.nishiwaki.lg.jp

  HP ： http://www.city.nishiwaki.lg.ｊｐ

　 　このサテライトはエコネットにしわきです。さて早速クイズです。
　　　エコネットにしわきの発足はいつでしょうか？　　
　　　　　　　　　　① 平成２５年　② 平成２６年  ③ 平成２７年　④ 平成２８年

エコネットにしわき（西脇環境づくり市民会議）は、西脇の環境を守り育てる活動を市民主体で取り組む組織として平成２５

年５月に発足しました。現在は、自然環境、環境教育、環境経済をテーマに３つの分野に分かれ、各種イベントを通じた啓発

活動のほか、段ボールコンポストの普及や子ども向け自然体験教室「自然探検隊」の実施、エコクッキングの実施など様々な

環境活動に取り組んでいます。

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！

　　 月号　



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

2018年

  2月
　　　　　　　　こんなこと やりました！  でんくうの活動

   孫のような高校生のお弁当、おいしかったです！
17(土)  三宮発バスツアー「播州織といちご狩り」　23名参加

    販売している布ぞうり、高いのがわかった！      17(土) 体験教室「播州織の布ぞうりづくり」　12名参加

    この味噌でわが家の食卓が守れます！           25(日)  三宮発バスツアー「味噌作り体験と酒蔵見学」　　36名参加

　毎年初夏に実施する、人気
の布ぞうりづくり。今回は冬
になったが､やはり満員御礼。
「とても楽しみにしていた」と
遠方からの参加もあり、ご夫

婦、ご家族など全員が初体験で、熱心に体験された。
　編み台に荷造りに使う太めのビニール紐をかけ、播州織をリボ
ン状に裂いた物を編み込んでいく。２／３程編んだ所に鼻緒を編
み込み､続けてかかとまで編む。編み台から外し､残った紐を引っ
張りぞうり本体が完成。

　三宮から西神中央を経由したバスは道の駅北はりまエコ
ミュージアムへ到着。地元の特産品やお土産をお買い物。
　その後、多可町中区の農村婦人の家へ移動し味噌作り体験。参
加者には、４日かかる味噌作りの最終工程（大豆・塩・麹を潰し
て丸めて桶につめる）を体験してもらった。リピーターの方も多
く、慣れた手つきで黙々と作業分担をしながら仕込み完了。
　お昼ご飯は、ふるさと工房夢蔵の特製弁当と昨年の参加者が仕

込んだ味噌のお味噌汁。お弁
当には、夢蔵の巻きずし、お
味噌汁にはキクイモも入っ
ていてボリューム満点。「お
いしいねぇ～」と味噌汁のお
かわりする方もいて大好評。

　三宮からのバスは道の駅北はりまエコミュージアムに到着。休
憩お買い物後、観光農園「篠田いちご園」のいちご狩りへ。ハウスの
中は当たり前だけど､春のような暖かさ。じっくりと実り、色づく
今のイチゴが一番おいしいとか。広いハウスの中をどれが大きい
か､赤いかをさがし、口の中へ。やはり謳い文句に間違いなし、甘く
ておいしい！食べ放題と言ってもそんなには、と家族へのお土産
を買い、次の布工房風花へ。
　普段はこんなに山積みの生地を見ることはな
い。その中から好みの色合いを見つけ、ロールさ
れている生地を広げるとまた違う印象。お気に入
りの生地をさがすのも大変。対応する人も少な
く、注文を聞き後ほどカットした生地を届けるこ
とに。
　お待ちかねの昼食前に旧来住家住宅の見学。こ

　前緒をしっかり付けるのが難しいが､何とか片足が完成。続い
てもう片足を編んでいくが、今度は要領もわかり､形もよく編む
のも早い。誰もがそうだが、1足を並べて写真を撮るのは気が引け
るほど､違いが歴然。「帰ってか
らも､作ってみます」と熱心な
人も。
　好評なので､5/13（日）も体験
教室「播州織の布ぞうりづく
り」を計画中。　　　　　　内橋

こでも布工房風花の展示やお
雛さまが飾られ、贅沢な日本家
屋の細部をボランティアガイ
ドが案内。
　旧来住家住宅の離れでは、梅吉亭（西脇高校生活情報科の女子
生徒が作った）の松花堂弁当が準備された。慣れないたくさんの
お弁当づくりで､トラブルのため遅れたりご飯が固かったり。そ

れでも一生懸命作ってくれたお弁当はとても
おいしく､参加者にも好評だった。
　次は播州織工房館で播州織製品の見学やお
買い物。建物内は暖かく､時間も充分あったの
で、織機の説明を受けたり､お気に入りの製品
を探したり。播州織の良さもおわかりいただけ
た様子。道の駅北はりまエコミュージアムに立
ち寄り、帰路につかれた。　　　　　　　　三村

昼食後は、まちの駅･たか＋道の駅山田錦のまち･多可とおむすび
キッチン夢蔵に立ち寄りお買い物＆休憩。
　その後、でんくうに立ち寄り加東市下滝野の神結酒造へ。神結
酒造では、お酒造りの工程を見学。美味しいお酒を作るには温度
管理や酵母菌、麹菌の管理が非常に大切だという事を教えても
らった。また、わからないことも丁寧に説明していただき日本酒
への知識が深まった。見学の後には、甘酒やしぼりたてのお酒な
ど色々と試飲も♪
　神結酒造を後にしたバスは沢
山のお土産（昨年仕込んだお味
噌2kg）を積んで無事帰路につい
た。　　　　  石塚

2月

3月

22日　韓国MODETOURより31名視察　でんくうで研修後 tamakiniime見学　長谷川代表他対応
22日　神戸市でひょうご観光ボランティアガイド交流会　でんくう案内人（内橋、藤原孝三、岡本、山本）参加
   4日　丹波市丹波の森公苑でフィールドミュージアムシンポジウム　篠原駅長パネリスト、でんくうメンバー参加

うた



『２月号表紙クイズ』 の答え 　②  ５０分

観光いちご園一伍屋 

でんくう各部からのお知らせ

　　　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。国道175号線、高松の信

号を曲がってすぐのところに、白いオシャレなコンテナと

ビニールハウスが見えてきます。

　高設栽培システム、自動潅水システム、自動環境制御シ

ステムの最新施設を備えたビニールハウスの中には、赤く

熟れた美味しそうないちごがいっぱい♡

店頭販売のほか、50分間食べ放題のいちご狩りも行ってい

ます（要予約）。

　いちごは発送も行ってくれるので、贈答品、お土産とし

ても大人気です♪

　また、観光いちご園一伍屋では「白いいちご」も栽培！

従来ある苗を使わず、ご主人が試行錯誤のうえ栽培に成功

された「白いいちご」です。りんごのような香りで、食べ

るとさっぱりとした味です。

　いずれは他の果物や野菜も作り、この辺り一帯を観光農

園にしたいと語る酒井ご夫妻。ぜひ、夢を叶えて西脇市に

新たな観光農園を作って頂きたいです(^^♪

艶々の販売用いちご♪

観光いちご園一伍屋外観

暖かいハウスの中 最新設備の明るいビニールハウス内

ハウスの中で酒井ご夫婦と！　

めずらしい白いいちごも！かんすい

いちごや

いちごや

【総務部】
・5/1６( 水 )第 17回 NPO法人北はりま田園空間博物館総会
をでんくう体験学習室で予定しています。

【地域交流部】
・5/13( 日 ) 体験教室「燻製づくり」を計画中。
約 800g のベーコンを燻製します。
場所：でんくう芝生広場　時間：9時半～ 12 時半
参加費：3,000 円　定員：20 セット

・5/20( 日 ) 体験教室「播州織で布草履づくり」を計画中。
場所：でんくう体験教室　時間：13 時～ 16 時
参加費：800 円　定員：15 名

・6/3( 日 )身近な水環境の全国一斉水調査を実施します。
加古川・杉原川・野間川の水を採水しでんくう体験学習室で
水質を調査します。

【広報部】
・３月の情報コーナーショーケース展示は
　「エコネットにしわき」です。

【都市交流部】
・平成 30年度サテライトフォトコンテストを計画中。
募集期間：8/1 ～ 8/31  　撮影期間：H29.9 以降撮影のもの
応募写真展示期間：でんくう体験学習室 9/8 ～ 9/14
入賞者表彰式：9/16 のでんくうまつりにて

【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～ 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

          3 でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー     ３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）
       3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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      4（日）
　　　

『北はりまの味巡り早春バスツアー』

４月予告
『八千代の春を感じ戦国のロマンを歩く』

満員
御礼

募集中

募集中交流バスツアー　加古川発 姫路経由

（土）　　　　　　　     24
在田氏の城下町をでんくうボランティアガイドがご案内します。

　　参加費　：無料　　定員：50名　全行程　約７km
　     集合場所：八千代プラザ　多可町八千代区中野間650
          　　          （駐車場あります）　　　　
　　集合時間：9時　解散時間：15時
　  　　　　　　　　　※申込みは、でんくう総合案内所まで

募集中

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

募集中

～  5月     いちご好評販売中！  一伍屋 ◆080-8716-5046     佐藤果実工房 ◆090-6606-1639　箸荷いちご園 ◆36-0831　ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧｰﾑ♥やまもといちご ◆20-1265
～  4(日)    9時～17時　アトリエ個展シリーズVOL.3 　旗手愛子展　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館　アトリエ　◆23-6223 
～18(日) 17時～21時   冬のステーキフェア　多可町八千代区中野間　エーデルささゆり　◆37-1200
   1(木)   9時～11時　毎週木曜　ウェルネスウォーキング　多可町八千代区糀屋677-10 なか･やちよの森公園　湖畔の広場　◆32-2381
   2(金)  ～4(日)  9時～19時 (4日は午後3時まで)　第12回多可町公募美術展 多可町中区中村町　ベルディーホール   ◆32-1300　
   3(土)～11(日)   9時半～  へそのまち物産フェア      西脇市野村町　北はりま旬菜館    ◆24-7900
10(土) 13時半～  ハーブ講座 ハーブのリップクリームと練り香水　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  ◆090-5130-0881
10(土)  19時～　ハンマーダルシマーコンサート 多可町八千代区中野間   エーデルささゆり　前売り一般1,000円 中学生以下500円(当日券500円増)　◆37-1200
11(日)  13時～　第八回　八千代寄席　多可町八千代区中野間650-1  八千代プラザ 大ホール  入場無料　◆32-5122 　多可町役場生涯学習課　
11(日)・18(日) ①13:30～ ②15:30～　つくってとばそう！ねつききゅう 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(土) ～18(日)  9時～　2018春のカルチャーフェスティバル　市民作品展　西脇市郷瀬町　西脇市民会館　中ホール他 ◆ 22-5996
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　  要予約  〆切 3/10　受講料5,000円◆36-1616
18(日) 10時～16時半　たのしもう！パーマカルチャー菜園食べる実感講座2018・カレー編　多可町中区牧野多可町北播磨余暇村公園内chattanaの森   要申込
          　〆切  3/11(日) 　各月1回・第３日曜日 10時～16時半   受講料  1年（全9回）65,000円 定員15名  ◆パーマカルチャー関西 percul_kansai@yahoo.co.jp　

21(祝) ・25 (日)  ①13:30～②15:30～　子ども科学教室　空とぶタネの秘密　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
25(日)  13時半～　ダンス☆フェスティバル　多可町中区中村町　ベルディーホール　◆32-1300
25(日)  13時半～　スオミ ガーデンズ コ ンサート ： マサバンド　多可町中区安楽田980-45 スオミ　ガーデンズ  食事は要予約  参加費 無料  ◆090-5130-0881

日本一長い散歩道を歩こう
4/21(土) 『交流バスツアー　三宮発  幻のタケノコといちご狩り』
　　　　参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　定　員：42名　
　　　

 ★ お知らせ　

３月からでんくう総合案内所＆道の駅北はりまエコミュージアムの
 閉館時間は19時になります。

 　　

　　　　体験教室

   　          『  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付けよう！
　　　　　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）

     毎週火曜

4/26(木) 『交流バスツアー　明石発  幻のタケノコといちご狩り』　
　　　　参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　定　員：42名　

4/29(日) 『第13回ふぁみり～カーニバル』　
　　　　ステージ、フリマ、手作り市（＋フード）
　　　　ミニSL乗車（1回100円）、ゆるキャラ着ぐるみなど
　　　　楽しみいっぱい。当日のボランティアも募集中。
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