
【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】  6 / 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
　　　★ ５月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年6月1日発行   161号2012018年6月1日発行  日発行   161161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

 〒679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟 799-127　
  ＴＥＬ 0795-36-1616 ・ ＦＡＸ 0795-36-1617　

  休園日 : 毎週水曜日 (但しシーズン中は無休 )　開園時間  9:00～17:00

 入園料 : 開花時期は有料、それ以外の期間は無料

  ※開花時期はホームページよりご確認下さい。

 HP http://www.lavender-park.jp

　 　このサテライトはラベンダーパーク多可です。さて早速クイズです。

　　　ラベンダーパーク多可のごはん亭の人気メニューは？　　
　　　　　　　　　　　　① アイスクリーム　② 焼き鳥  ③ イチゴジュース　④ たまごかけご飯 

ラベンダーパーク多可は敷地面積 5.0ha の園内に、約２万株の農薬不使用で育てたラベンダーが、５月中旬から７月

中旬にかけて紫の花で公園を彩ります。また園内のごはん亭では、新鮮な地元の卵を使ったたまごかけご飯は食べ放

題！スルッと入るたまごかけご飯は、女性の方でも３杯は食べられる美味しさで、人気メニューになっています。

これからラベンダーが見頃の季節です。ぜひむらさきの風香る丘、ラベンダーパーク多可へお越し下さい (^^♪

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　



    　青空と新緑、たくさんの人出　　4/29(日)　第13回ふぁみり～カーニバル　約4,000人来場

2018年

  5  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

 5月
 6月

27日　バス立ち寄り豊中交通社

4～8日　西脇中学校1名、南中学校2名をトライやるウィークで受け入れ　岸本店長他対応
5日　黒田庄中学校フィールドワーク　でんくう案内人内橋対応
17日　JRふれあいハイキング「都麻乃郷あじさい園と犬次神社をたずねて」ででんくう案内人が観光ガイド　　

    多くの方に愛され　　5/2(水)　総合案内所来館500万人達成

小雨の中、　500万人目のお客様は、宍粟市山崎町からお越
しの湊様親子。たまたま丹
波の方へ藤の花を見に行
く予定で、お昼を道の駅で
食べようと寄られたそう
です。「今回、初めて道の駅
北はりまエコミュージ･･･

    　雨も何のそのおいしいベーコンのためなら　　
5/13(日)　体験教室「燻製体験ベーコン」　20名参加

朝から雨が降る中、9時30
分からスタート。今回は、
豚バラ肉のベーコン 800g
の燻製。串に肉を刺し、
65℃付近で肉を乾燥させ
人肌くらいまで温める･･･

活動が地域の魅力に
5/16(水)　第17回NPO法人北はりま田
園空間博物館総会　39名出席

来賓の北播磨県民局長か
らは､「田空の活発な活動がこの地域の強みであり、魅力。人
口が減っても活動する人材を増やすよう期待している。」片
山西脇市長からは「インバウンドに力を入れていきたい。オ
リンピックのオース･･･

雨でもファンが続 と々
5/13(日)　多肉もろもろ市場vol.  2

雨降る中、かわいい多肉達
とそのオーナーがでんく
うに集合。傘を差してお客
さんがじっくりと品定め。この日に合わせ多肉バーガーや
多肉植物クッキーも販売された。当日の様子は道の駅の
Facebookでご覧下さい。次回は10/28（日）の予定です。

永年の夢が叶いました
　　5/20(日 )　体験教室「播州織りの布ぞうりづくり」　16名参加

人気企画の体験教室。ご夫婦やお友達との参加が多い。「父
が作っていたけど､自分ではしたことがなかった」とスタッ

フに教えてもらいなが
ら挑戦。藁で作るのと
は少し違うけれど､履
きやすそうなぞうりが
無事1足完成！ポイン
トを教えてもらったの
で家でも作ります･･･

新鮮な季節の味、おいしかった～
5/27（日）加古川発バスツアー「田舎料理と旬の野菜収穫体験」　13名参加

暑いくらいの好天。参加者が少なかったが、これがラッキー
だった。畑の収穫体験はこのツアー用に作付けされたので、
持ち帰りの量が倍に。
｢今なら玉ねぎの葉も
食べられるよ」「小さな
じゃが芋はご飯と一緒
に炊くといい」地元な
らではの工夫を聞け、
たくさんのお土産もあ
り･･･

　GW2日目、雲一つない青空と新緑や芝生の緑も爽やか。親子３世代のおまつりふぁみり
～カーニバルがでんくう 総合案内所周辺で 開催。会場は多くの来場者、出場者、出店者（フ
リーマーケット43店舗､フード＆手作り雑貨38店舗、青空市7店舗、サテライト出店9店
舗）で賑わいました。今回はミニSLが登場し、ちびっ子たちに大人気。ステージ（出演者237
人）も素敵な演技や演奏で盛り上がりましたが､体育館の体験コーナーでは高校生たちの工作教室やロボットショーなど･･･

今回は紙面の都合でダイジェスト版。
詳細はホームページでご覧下さい。



『５月号表紙クイズ』 の答え 　②  播 州 織 

第1回播州織産地博覧会（播博） 

でんくう各部からのお知らせ

　　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
　E-mail：  banpaku.sanchi@gmail.com

　5月27日(日)晴天のもと、第1回播州織産地博覧会（播博）が開
催されました。
　旧来住家住宅から播州織工房館の間の空き店舗に、11社が出
展し、各社特徴のある生地を販売！どの店舗もたくさんの生地を
見に来られた方であふれていました。生地が入った大きな袋を持
たれた人で道は一杯に。
　また、ワークショップも３ヵ所で体験出来ました。旧来住家住
宅では神戸芸術工科大学によるコラージュＴシャツ。コンセント
では西脇高校生活情報科の生徒さんによるリース作り。㈱丸萬で
はアクセサリー作り。全て播州織を使ったワークショップになっ
ており、お子様から年配の方まで楽しそうに体験されていまし
た。
　梅吉亭では予約制でランチバイキングを開催。他にも焼きそば
やカレー、イチゴリータ、西脇高校生徒によるクッキーと飲み物
なども販売されていました。
　播州織工房館でも猫またぎ市としてハギレの販売がされてお
り、ハギレを買い求めるお客様と、播州織製品を購入するお客様
で、レジは１時間待ちになるほど！
　今回は近隣のお客様をはじめ、遠方からもたくさん来られて、
大盛況のうちにイベントを終了しました(^^♪。やはり播州織の
人気は高いようですね♪

空き店舗の生地販売

リースのワークショップ

焼きそばの販売 お客様で溢れる播州織工房館

風に揺れる播州織モニュメント　

道の駅 ショーケース展示

　ばんぱく 

【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

【地域交流部】
・8/4（土）,8/19( 日 ) 体験教室「夏休み工作教室」を計画中。
　参加費 200 円  13 時から 16 時 

【都市交流部】
・9/1( 土 ),9/8( 土 ),9/29( 土 )「ボランティアガイドセミナー」
を計画中。参加費無料（昼食代は各自）

  9/1( 土 ) 時間：13 時半～ 16 時半
　　講師に石井由美子先生を招いてでんくう体験教室で講座
  9/8( 土 ) 時間：13 時半～ 16 時半
　　へそ公園を案内しよう
  9/29( 土 ) 時間：8時半～ 17 時
　    実踏研修　長岡京　
　　まいまい京都（京都の住民が案内するツアー）から学ぶ

・9/23( 日 ) 交流バスツアー「燻製体験と里芋掘りと栗拾い」
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 ( 燻製体験 , 昼食 ) →
カラフルな彼岸花見学 ( 中区間子 ) → 
中畑林間ファミリー園 ( 栗拾い）→
はりまコットンボール銀行やよい村 ( 里芋掘り )→ でんくう 
→ 帰路

【広報部】
・6月の情報コーナーショーケース展示は
　「ラベンダーパーク多可」です。

 



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

          6 でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー     ６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）
       6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

で　　　ん　　　く　　　う

 

　　

  
 

　　

 

 

　

 

　

 

　

       2（土）

7月予告     3

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。 

～10(日)  11時半～14時半  カレーフェア 90分間食べ放題＆ソフトドリンク飲み放題    西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル 大人1500円 小学生980円 ◆23-2000
   2(土)～7/1(日) 10時～18時 　みんなの天体写真展　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
   2(土)  ～14(木) 10時～17時     酒井義己水彩画展　西脇市西脇　旧来住家住宅　月曜休館　　◆22-5549
   8(金) 19時～　落語と活動写真ナイト　桂九雀、坂本頼光　多可町八千代区中野間650八千代ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻ  ゙2F     大人1000円  小学生以下500円◆37-1462

   9(土) 10時～21時　古民家改修ワークショップ＋ホタル観賞会   八千代区中野間　要申込み　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ500円　ﾎﾀﾙ観賞会700円 ◆takatsumugi@gmail.com

10(日) 13時半～  マース・ジャズコンサート　多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ    食事は要予約　    ◆090-5130-0881
12(火) ・7/19(木) 10時～14時 　森で遊ぼう♪森で学ぼう♪森のようちえん体験会  対象 H25.4.2～H28.4.1生まれ 参加費500円  ◆kokorone_taka@yahoo.co.jp 畑田

16(土) 9時半～12時半　キャンプ気分でウォーキング　多可町中区牧野　牧野大池キャンプ場　申込〆切 6/11 ◆32-4779 多可町役場商工観光課

17(日) 10時～14時　月に1度の喫茶店「カフェあんずの里」営業日　西脇市住吉町1021　カフェあんずの里　◆22-8180（営業日）22-8177（時間外）
23(土) 10時～16時　古民家に命を吹き込む再生プロジェクト　多可町加美区岩座神378　岩座神公会堂前集合　◆isarigami.repj@gmail.com

24(日) ①13時半～ ②15時半～　子ども科学教室 アメンボスイスイ  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
26(火) ～7/16(月)10時～17時　西脇市美術協会展 　VOL.5  日本画　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館アトリエ ◆23-6223
30(土) 9時半～13時　木工教室　ｸﾙﾐで作る木のｽﾌﾟｰﾝ　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6/28  参加費3500円 ◆32-4111
30(土)～7/13(金)  10時～17時　創作人形と花の姉妹展　西脇市西脇　旧来住家住宅　月曜休館　　◆22-5549
30(土) 10時～13時　夏野菜カレーづくり！　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

      23　 （土）三宮発西神中央経由　交流バスツアー　　　
『 あじさい・ラベンダー観賞とたまごかけごはん食べ放題 』   　『豊かな清流の地と美しく舞うホタルを巡るバスツアー 』

※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

明石発西神中央経由　交流バスツアー

　 （日）三宮発西神中央経由　交流バスツアー

参加費：5,900円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名
持ち物：歩きやすい服装　懐中電灯
行　程：明石 → 西神中央 → でんくう → tamakiniime → 
　　　　春日焼龍胆窯 → 市民農園「すみよし桃源郷」（夕食）
　　　　→  木縫の里・畑谷川（ホタル観賞）
                   → 西神中央 → 明石

参加費：5,900円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名
持ち物：歩きやすい服装　懐中電灯
行　程：三宮 → 西神中央 → でんくう → tamakiniime → 
　　　　春日焼龍胆窯 → 市民農園「すみよし桃源郷」（夕食）
　　　　→ 畑谷川（ホタル観賞）→ 西神中央 → 三宮

   　『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：5,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名
持ち物：お茶、帽子、タオル、お風呂セット
行　程：三宮 → 西神中央 → でんくう → 都麻乃郷あじさい園
　　　     →  ラベンダーパーク多可（昼食) 
                    →  古民家ギャラリー＆雑貨Kotonoha → でんくう 
　　　     →  官兵衛の湯 → 西神中央 → 三宮

7/8(日) 体験教室『陶芸を体験しよう！』
                    講　師：春日焼龍胆窯 松内先生
　　　　参加費：1,800円
　　　　定　員：20名　
　　　
 7/22(日) 交流バスツアー『加古川発 ブルーベリー狩りと
　　　　コヤノ美術館・旧来住家住宅・小野浄土寺見学』
　　　　参加費：6,900円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　定　員：42名　
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