
【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】  5 / 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
　　　★ 4 月号のクイズの答えは３P を見てね！
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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！

にゅーすにゅーす

 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇 394-2　
  播州織産地博覧会実行委員会

　ＴＥＬ： 0795-23-9119（西脇ＴＭＯ推進室）

  E-mail： banpaku.sanchi@gmail.com　

　 　このイベントは第１回播州織産地博覧会（播博）です。さて早速クイズです。
　　 第１回播州織産地博覧会では何を販売するでしょうか？　　
　　　　　　　　　　①  黒田庄和牛　　②  播州織 　③  播州ラーメン　　④ 釣り針 

第１回播州織産地博覧会（播博）は、「織物のまちで、織物の名物市を！」を合言葉に、実行委員会を立ち上げ、今までありそ

うでなかった播州織の生地マルシェを今回初めて開催します。旧来住家住宅から播州織工房館の間の空き店舗に１２店舗が出

展！また、旧来住家住宅では神戸芸工大のワークショップや梅吉亭でのランチバイキング。播州織工房館でもカットクロスの

セール「猫またぎ市」を開催！普段なかなか購入できない生地もたくさん並びます。

盛りだくさんで楽しめるイベントです。ぜひ、皆さんお越し下さい (^^)/

開  催  日　５月２７日（日）
開催時間　10：00 ～ 15：00
開催場所　旧来住家住宅周辺

ばんぱく

ばんぱく

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　



2018年

  4  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  4月

    　　何もないと思っているけれど、豊かさがある･･
　3/27（火)　定住移住者対応セミナー　13名参加

  この季節ならではの味堪能しました！　　4/21(土)　三宮発バスツアー「北はりまの春を満喫・幻のタケノコ掘りといちご狩り」　39名参加

  
  12日　北はりまサイクリングマップ（北播磨広域定住自立圏連携事業発行）の取材受け入れ　
　　　　　16日6時20分ごろから　ABC放送「おはようコールABC」で少し放映

　せっかくなので竹林の
中にブルーシートを引い
て昼食。
　お弁当は、かみ特産品
クラブみつばグループの
地元特産品を使った特製
タケノコご飯。いちごをいっぱい食べた後だったが、タケ
ノコ掘りをしてちょっとお腹を空かせたのでちょうど良か
った。ここでの毎年恒例の揚げたてタケノコの天ぷらも。

　ツアーの締めくくりは、西脇
市日本のへそ日時計の丘公園フ
ォルクスガーデンへ。綺麗に咲
いたトキワマンサクを背景に写
真を撮る参加者多数。園内では
様々な樹木を見ながらのんびり
と散策。歩きつかれたら緑が一

面に広がる喫茶店内テラスで一休み。
　4月には珍しい春らしからぬほどの夏日だったが、自然
の恵みを食し、緑になっ
た樹々から元気を貰った
１日だった。　
  石塚

　朝から雲一つない青
空。まず一行は、多可町
加美区箸荷の箸荷いちご
園へ。
　ハウスに入る前に現地
スタッフから説明を受け
早速入園。ハウス内で

は、章姫（あきひめ）・紅ほっぺ・おいCベリー・やよい
姫など沢山の大きく真っ赤になったいちごがお出迎え。
「甘くて美味しい。１パック分はかるく食べたね。」
という参加者多数。お土産用に購入される方も。どの
品種がお好みかと聞けば「章姫（あきひめ）は果肉が
ジューシーで、酸味が少なく甘さ抜群でした。」との
事。
　いちご狩りの後は、西脇市に戻り道の駅北はりまエ
コミュージアムで地元特産品などをお買い物＆休憩。
そして、本日のメインのひとつ幻の高嶋タケノコ掘りへ出
発。高嶋町の公民館から少し歩き、竹林へ。

　頭が少しだけ出ているタ
ケノコでも土の中には大物
が潜んでいてビックリ。苦
労の末、掘り出したタケノ
コは一味も二味も違うこと
でしょう。

　多可町定住コンシェルジュの小椋聡さんを講師に招き、
移住者を受け入れる住民を対象に企画。急な実施と平日の
開催で参加者は少なめだったが、とても興味深いセミナー
だった。
　小椋さん自身は小さい頃から転居が多く､4年半前に多可
町へ。自分の気に入った所がふるさとになるという感覚。
移住希望者も具体的な地域を特定して探し始めるのではな
く、色々見て気に入った地域に移住する場合が多い。
　不動産屋より地域の自治体で発信されている空き屋バン
クは信頼性が高く、情報として参考になる。
　住みたい家の集落情報は引っ越しまでに入手したい。例

えば協議費、出役の回
数、消防団の役割など、
出費に関する情報。また、移住前後に地元で相談できる人
を見つけておくと何かと安心。役場も色々相談にのってく
れる。
　移住者は田舎でもできる仕事をしている人が多いが、将
来的には地元で起業できる仕掛けも必要。
　春の花見はブルーシートを引かなくても桜を見る所はい
っぱいあるし、蛍の季節には夫婦で毎晩夜の散歩を楽しん
でいる。皆さんは何もないとおっしゃるが､こんな豊かさ
があることを再認識してほしい。　　　　　　　　　　　



『４月号表紙クイズ』 の答え 　②  Ｂ 型

ＮＰＯ法人すまいるカフェにこっと 

でんくう各部からのお知らせ

　　　兵庫県西脇市寺内519-63　
TEL ・FAX /  0795-20-7952
営  業  日：毎週月曜日～金曜日
営業時間：9：00～15：30
　　　　　(第4水曜日のみ14：00まで)

　カフェにこっとは、ＮＰＯ法人すまいるが運営す
る就労継続支援Ｂ型事務所です。２０歳前後の障が
いを持つ子供たちを支援しようと、お母さんたちが
立ち上がって建設されました。
　障がいのある子供たちの、一人ひとりの生活の
ニーズに合わせて働く場を提供するとともに、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、働く喜びを感じられるよう支援している福
祉の事務所になります。
　店内には、木製の４人掛けのテーブル席が３席と
カウンター席があります。
　揃いの赤いエプロンと三角巾を付けた店員さんが
注文を取りにきてくれます。
　モーニングはパンにサラダにヨーグルトとボ
リュームたっぷり♡また、日替わりランチも人気で
す(^^♪
　店名のように、にこっと笑みが溢れる明るいカ
フェになっています。ぜひ、家族や友人と一緒にく
つろぎに来て下さい♪

カフェにこっと入口

カフェにこっと看板

カフェにこっと店内
手作りイヤリング＆ピアス

手作りヘアーアクセサリー　

道の駅 ショーケース展示

【総務部】
・6/8( 金 ) プランターの植え替え、駐車場周辺の植栽の剪定
　を予定しています。
　作業時間：8時～ 9時半　 持ち物：移植ゴテ、トリマー等

【広報部】
・新登録サテライトの紹介♪
 ―　（一財）多可町農林業公社　箸荷いちご園　―
リピーター多数！北はりまの高設いちご園のさきがけ。
2001 年の開業以来、多くのリピーター様に支えられてきまし
た。長い間高い評価をいただき感謝しています。章姫、紅ほっ
ぺなど約 1 万５千本約５品種を栽培。ベビーカー、車いすも
楽々通れます。トイレは完全水洗で身障者用も充実完備。
いちご狩りは１月～２月下旬までは完全予約制。
３月以降は予約不要の先着順で開園しています。
北はりま最北から日本一のいちご園を目指します。
所在地：多可郡多可町加美区箸荷 900－1
問合せ TEL：0795-36-0831

・5 月の情報コーナーショーケース展示は
　「第 1回　播州織産地博覧会」です。

【地域交流部】
・7/8（日） 体験教室「陶芸を体験しよう！」を計画中。
　参加費 1,800 円 13 時から 16 時 

・8/5( 日 ) 体験教室「燻製体験 ウインナーの燻製」を計画中。
　参加費 3,000 円　9時半～ 12 時半

【都市交流部】
・7/22( 日 ) 交流バスツアー「ブルーベリー狩りとコヤノ美術
館・旧来住家住宅・小野浄土寺」を計画中。
参加費 6,900 円（でんくう FUNくらぶ会員 5％引き）
加古川 → 姫路 → でんくう →  スオミガーデンズ（ブルーベ
リー狩り） → 旧来住家住宅（昼食） → コヤノ美術館 → 
でんくう → 浄土寺 ( 小野市 ) → 帰路

・8/26( 日 ) 交流バスツアー「一足早いさつまいも掘り・杉原
紙見学・大袋の梅花藻」を計画中。
参加費：6,500 円 ( でんくう FUNくらぶ会員５％引き）
明石 → 西神中央 → でんくう → 山寄上（さつまいも掘り）
→ 多可町北公民館（昼食：みつばグループ弁当） →
春蘭の家（杉原紙見学） → 梅花藻見学 → 岩座神棚田見学
→ でんくう → 帰路



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

          5 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     5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）
       5月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所
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      13（日）

6月予告

　　体験教室

（日）　　　　　　　     20

募集中

参加費：6,500円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　小学生以下 5,000円
定　員：30名
持ち物：帽子・タオル・エプロン・三角巾・お茶など
　　　　汚れてもよい服装でお越しください。　
行　程：加古川 → 姫路 → でんくう →  交流会館（加美区）
　　　（料理教室・昼食) → 収穫体験（玉ねぎ・にんにく）
                   →でんくう

スオミガーデンズ　4/27(金)からGWは休まず毎日営業     多可町中区安楽田980-45　スオミガーデンズ  ◆090-5130-0881
多可オープンガーデン2018   多可町・西脇市の各個人庭園    公開日はお庭ごとに異なります。各お庭のページでご確認下さい。 

ハーモニーパーク休園のお知らせ  多可町加美区三谷　ハーモニーパーク   7/9(月)まで休園   7/10(火)にリニューアルオープン予定

～27(日)  9時半～16時半　杉原紙をつかった切り絵展  多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」水曜定休　◆36-0080 
3(木・祝)～5(土・祝)    GWファミリーバイキング　ランチ11時半～　ディナー17時半～    　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル　◆23-2000
4(金・祝) 9時半～10時半　のびのび外ヨガ「大地と一緒に深呼吸」多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可芝生広場　要予約 体験料1,500円◆36-1616
4(金・祝)～6(日) 10時～17時 最終日16時まで　フォトクラブ　花鳥風月写真展  西脇市寺内 北はりま田園空間博物館 総合案内所 体験学習室 ◆25-2370
5(土・祝) 14時～　第8回こどもの日コンサート　西脇市西脇　旧来住家住宅　入場料500円(3歳以下無料)　◆22-5549
6(日)    14時～　月イチニューサウンズ　ジャズライブ 西脇市郷瀬町　西脇市民会館 中ホール　入場無料　◆22-5715
13(日) 10時～15時　多肉もろもろ市場vol.2　西脇市寺内 北はりま田園空間博物館 前駐車場 ◆25-2370
19(土) 18時45分～19時15分　ﾌｧｲｱ-ﾍﾞﾝﾁｬｰｽ  ゙ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾗｲﾌﾞ　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 定員30名◆23-2772
20(日) 10時～15時　ラベンダーシーズンオープンイベント2018　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可    要入園料　◆36-1616
20(日) 10時～15時　月に1度の喫茶店　西脇市住吉町1021　カフェあんずの里　◆22-8180（営業日のみ）22-8177（時間外）
26(土)  ～27(日)  古楽器作家「平山照秋展」(古楽器)　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館　ワークショップ参加費500円　◆23-6223
26(土) 13時半～15時　播州織のハギレで手織りのコースターづくり　多可町中区東山　那珂ふれあい館   参加費150円   要申込み  定員8名 ◆32-0685
27(日) 13時半～16時　手作りミニウッドプランターにチャレンジ！　多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森 
                申込〆切 5/20(日)【対象】中学生以上  参加費 3,980円　定員10名  持物  軍手、金づち  ◆32-4111

　 体験教室
6/2(土) 『明石発西神中央経由バスツアー
　　　　豊かな清流の地と美しく舞うホタルを巡るバスツアー』　
　　　　参加費：5,900円 (でんくうFUNくらぶ会員5％引き)　

6/23(日) 『三宮発西神中央経由バスツアー
　　　   あじさい・ラベンダー観賞とたまごかけごはん食べ放題』　
　　　　参加費：大人5,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）

      29　 （日）加古川発姫路経由　交流バスツアー　　　
『 田舎料理教室と旬の野菜収穫体験 』

　　　　　　　
北はりまの初夏を食べよう！　　　

満席
間近

   　『 燻製体験 約800ｇベーコンの燻製 』
　　　～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5/3(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2,000円を頂戴します。

　

～ 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：15名
    場    所：でんくう体験教室
   

　

満員
御礼

　　　
『 播州織の布草履づくり』

　　　 6/3(日) 『三宮発西神中央経由バスツアー
　　　　豊かな清流の地と美しく舞うホタルを巡る』　
　　　　参加費：5,900円 (でんくうFUNくらぶ会員5％引き)　

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

募集中

募集中

募集中
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