
【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】  7 / 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
　　　★ ６月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年７月1日発行   162号2012018年７月1日発行  日発行   162162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

 〒677-0039 兵庫県西脇市上比延町 345-1　
  TEL&FAX： 0795-23-6223　

  休 館 日 : 毎週月曜日 (祝日の場合は翌日 )、祝日の翌日 (その日が土・日の場合は除く )

　　　　　　展示替え期間及び年末年始

 開館時間 : 10:00～17:00(入館16：30まで)

 　Ｈ Ｐ  : http://www.nishiwaki-cs.or.jp/okanoyama-museum/

　 　このサテライトは 「西脇市岡之山美術館」です。 さて早速クイズです。

　　　「西脇市岡之山美術館」 の建物は、 JR 日本へそ公園駅から見て何に見えるでしょうか？　
　
　　　　　　　　　　　　① 列車　　② 船 　 ③ 車　　④ 飛行機 

西脇市岡之山美術館は、 東経 135 度北緯 35 度の交点にあたる 「日本へそ公園」 に位置し、 西脇市出身の美術家横尾忠
則の作品収蔵と地域活動の支援を主にしています。 磯崎新氏設計による建物は、 外観は駅のホームに停車している三両連
結の列車をイメージしており、 中の展示物だけなく外観も楽しめる美術館になっています。
展示室では現代美術の作家による企画展、 併設アトリエでは地域で活動する作家をシリーズで紹介するなど、 様々な催し
を行っています。

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！

　　

p // / ellite/index.htm

月号　

x.html



    　ホタルの光はやさしいですね　　6/2(日)　明石発西神経由ほたる観賞　参加者39名

2018年

  6  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

 7月

 6月 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1年6名のフィールドワーク　でんくう案内人内橋対応　郷土資料館、播州織工業協同組合、tamakiniimeへ訪問
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
11日　神戸でセミナーRICOHPresentationWay兵庫2018　篠原駅長参加
　　

 　加古川（西脇市黒田庄
町）・野間川（多可町八
千代区）・杉原川（多可
町加美区）の各ポイント
に午前 8 時 30 分に集合
し、気温、水温天候など

の計測準備を。採水用のペットボトルに川の水をなじませ
るため 2 回ほど洗い、午前 9 時に、一斉に川にペットボトル
をつけて空気が入らないようペットボトル一杯に水を汲
む。川岸から直接 水が汲めない加古川は、バケツに紐をつ
るして水を汲みあげた。

　　道の駅で休憩ののち
へそ公園の中を歩いて
tamaki niime へ。道中には
ササユリの花も見え隠れ
して。広くなった工場と店
舗を見せてもらいました。
あれやこれやと手に取り

品定め。お手頃なストールを買われた方も。
　春日焼龍胆窯では作品がさりげなくあちこちに置かれ、松
内さんのあまりの気さくなお話に「松内さんはどちらにい
らっしゃるの？」の質問も。　　　
　夕食は市民農園「すみよし桃源郷」でますのみ松屋のお弁
当。おかずがぎっしり詰まってお得感いっぱい。

   観察を続け11年　　身近な水環境の一斉調査　6/3（日）　スタッフ10名

毎週火曜開催　バルーンアート教室＆パソコン教室

　普段は紹介できていない毎週企画。毎週火曜日の 10 時から
バルーンアート教室、11時からパソコン教室、それぞれ1時間
でんくう体験学習室にて参加費 500 円で開催。時々お休みの
時もあるので､参加希望の時は問い合わせて下さい。
　バルーンアート教室は季節の作品を作ります。5月は鯉のぼ

り、6月は傘、写真はトライ
やるウィークの中学生向
けに､車。参加される方はカ
ラフルな作品を自宅に
飾ったり､お孫さんなど小
さなお子さんにプレゼン

トするのが楽しみとか。指導
の内橋さんによると、レパー
トリーは 100 種ほど。毎回
の作品を総合案内所入り口
に飾っています。
　パソコン教室はそれぞれ
の参加者に合わせた指導で、
「他の所は教室のプログラムが決まっていて､ついて行けない
けど、ここは何回でも聞けるし、同じ事を繰り返し教えてもら
えるのがうれしい。」参加者はそれぞれの目的を持ち､マイペー
スで学習しています。　★ノートパソコン持参です。

　本日のお楽しみ、ほたるを
観に木縫の里へ。「いた、いた」
「きれ～い」と歓声の後は静
かに観賞。17℃と冷え込んだせいかちょっと少な目。星がとて
もきれいで「北斗七星やね」と数を数えたり。ほたるもいいけ
ど満天の星も負けず劣らずのツアーでした。
　翌３日（参加者14名）は三
宮発の同じコースでしたが、
ほたるの場所がずっと下流
の中畑町。やっぱり少な目で
したし、自動車のライトが届
きちょっと残念でした。　　      
　　　　　　　　　竹本

　杉原川は事前にスタッフが草刈りをしていたのでスムーズ
にポイントへ。採水後は川の中を泳ぐ小魚をすくったり、カ
ワニナを見つけたり。こんなところで､子どもたちと体験が
できればいいねと話が出た。
　採水を終えるとでんくう体験室に採水した水を持ち寄る。 
ペットボトルの水の温度測定や、 COD 検査は検査キットで水
を吸い取り規定時間後の色の変化を確認する。 PH は PH 比色
測定器に薬品を入れた水と入れない水をセットし覗きながら
色 を合わせ数値測定。最後に外で透視度を確認、それぞれ検
査の後数値を調査票に書き込んだ。
　「ここの地域の水は綺麗やな」「数値これくらいやで」など、
それぞれの地域の違 いを話しながら楽しく検査をした。　岡本



『６月号表紙クイズ』 の答え　④  たまごかけごはん

ラベンダーパーク多可 

でんくう各部からのお知らせ

　　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：無休(シーズン以外は水曜日定休)
開園時間：9：00～17：00
入  園  料：高校生以上500円、小中学生200円
　　　　　(シーズン以外は無料)
※開花時期はホームページよりご確認下さい。
H P: http://www.lavender-park.jp 

　ラベンダーパーク多可は、敷地面積5.0haの園内に、
農薬不使用で育てた約20,000株のラベンダーが植えられて
います。ラベンダーの見頃は5月中旬から7月中旬。この時
期は紫の小さな花で園内中が彩られます。
　園内のごはん亭では地元の新鮮な卵を使った「たまごか
けごはん食べ放題」が大人気！全国の醤油を集めているの
で、お好きな味を楽しむことが出来ます。
　喫茶ラベンダーからはラベンダーの花を一望できます。
景色を楽しみならがらラベンダーパーク多可特製「ラベン
ダークリームソーダ」を味わってはいかがでしょうか♪
　また、園内で取れたラベンダーの精油だけを香料とした
オリジナル商品の販売や、体験教室、アロマセラピーも楽
しむことができます(^^♪
　○ラベンダー摘み取り体験♬
　　　7/1(日)～7/16(月)10:00～15:00　50本300円
　○押し花額作り「小花を使ってスモールガーデン作り」
　　　7/22(日)13:30～15:00　3,000円（〆切 7/15）
 　○大判ストールを生藍で染めよう
　　　7/29(日)13:30～15:00　2,500円（〆切 7/26）

名物たまごかけごはん食べ放題！

咲き誇るラベンダーの花

ラベンダークリームソーダ
ラベンダーブーケ作り体験

ラベンダーのオリジナル商品　

道の駅 ショーケース展示

【総務部】
・9/16( 日）10 時～ 15 時半　『でんくうまつり』を開催予定。
 ステージイベント、フリーマーケット、青空市、手作り市
など例年通りの盛りだくさんな内容です。

【地域交流部】
・8/4（土）,8/19(日 ) 体験教室「夏休み工作教室」を実施します。
　参加費：200 円     時   間：13 時から 16 時 
　場    所 ：でんくう体験教室
　要申込み　定員 20 名（材料の数により当日参加も可）
　※小学生未満は保護者同伴で参加

【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」
を実施します。参加費無料（昼食代は各自） 要申込み
  9/1( 土 ) 時間：13 時半～ 16 時半
　　講師に石井由美子先生を招き、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・祝 ) 明石発 西神中央経由 交流バスツアー
「秋の味覚とカラフル彼岸花」を実施します。
参加費 6,500 円（でんくう FUNくらぶ会員 5％引き）
明石 発 → 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】
・7月の情報コーナーショーケース展示は
　「岡之山美術館」です。道の駅にお立ち寄りの際は
ぜひご覧ください。

 
岡之山美術館　2010 年 9 月ショーケース展示の様子



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

          7 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     7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）
       7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

 

　　

  
 

　　

 

 

　

 

　

 

　

       8（日）

８月予告

     22

                                    　『陶芸体験 』

～世界にひとつだけオリジナルの器をつくろう～

※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

体験教室

　 　（日）加古川発姫路経由　交流バスツアー

講　師：春日焼龍胆窯 松内先生
参加費：1,800円
定　員：20名
持ち物：エプロン・タオル・汚れてもよい服装

参加費：6,900円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名
持ち物：帽子・タオル・動きやすい服装
　　　　飲み物・雨具（天候により）
行　程：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・見学）
　　　     → コヤノ美術館西脇館 → でんくう→ 浄土寺 → 帰路

   　『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 』

8/4(土) ・8/19(日)  体験教室『 夏休み工作教室 』
                    参加費：200円
　　　　定　員：25名 小学生未満は保護者同伴参加　
　　　

 8/26(日) 交流バスツアー
　　　『 明石発 一足早いさつまいも掘り、梅花藻、杉原紙、
　　　　 日本の棚田百選　岩座神棚田見学ツアー 』
　　　　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：42名　
　　　

8/5(日)    体験教室『 ウインナーの燻製体験 』
                    参加費：3,000円　参加予約は7/26(木)まで
　　　　定　員：20名 　
　　　

募集中

～9/30(日)　 第41回"日本のへそ"西脇子午線マラソン大会　参加者募集　12/9 (日)　スタート：日本へそ公園   西脇市西脇790-15　
                     参加費：一般 3,500円　高校生 1,500円　中学生 1,000円　小学生・親子のぺア 500円   ◆西脇子午線マラソン大会実行委員会事務局 　◆22-5996

 ～8(日)　9時～17時　都麻乃郷　あじさい園　開園中　西脇市坂本　西林寺・都麻乃郷　あじさい園　協力金200円　◆22-2387　
 ～10(火)　10時～18時　ラベンダーファーム　オープン　多可町中区間子38 ラベンダーファーム　期間中無休　刈り取り一株1000円◆090-1678-8455
  6(金),13(金),20(金),27(金）13時～17時　卓球練習場の無料開放　西脇市西脇　総合市民センター体育館　持ち物：ラケット、体育館シューズ　◆22-5996

  7(土)   10時～14時　夏のキノコをさがそう　多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　渓流の広場  要申込　参加費300円　◆30-0050
  7(土)   10時～12時      手漉き和紙　「杉原紙」　事始め講座(全5回）   多可町加美区鳥羽　杉原紙研究所　◆多可町役場　商工観光課 32-4779 
  8(日)  13時～　第27回 ﾌﾞﾗｽﾌｪｽﾀ in Verde  町内の中学･高校吹奏楽部のﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ  多可町中区中村町　ベルディーホール　◆35-0030　加美中学校　森田
14(土) 10時～17時半   自然写真シリーズVol.23　西脇市上比延町　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
14(土) 13時～16時　色んな国の古い建物の魅力を語る　多可町八千代区俵田　滞在型市民農園フロイデン八千代駐車場から3分　参加費1000円◆20ｰ7484
15(日) 10時～15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）
15(日)～29(日) 10時～17時　古布着物リフォーム服・ちりめん細工小物展【村上しま子】西脇市西脇　旧来住家住宅　月曜休館　　◆22-5549
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
21(土) 10時～16時　古民家改修ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「寄宿舎の床板張り＋夏野菜カレー」多可町八千代区中野間650　八千代地域局北側駐車場集合 参加費500円◆20-7484

23(月)～8/13(火)　小松原ケンスケとWANT　TOグループ絵画展　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　研修室　◆36-1616
26(木)10時～　ちびっこわくわくベルディーはるみおねえさんとゆかいななかまたち　多可町中区中村町ベルディーホール　対象：町内の4歳・5歳児　◆32-1300
28(土) ①13時～②14時～　ミカズキン弾き語りライブ『ただいま』　西脇市寺内　北はりま田園空間博物館　情報コーナー   ◆25-2370
29(日)10時～12時　そば打ち体験教室　西脇市黒田庄町門柳　日時計の丘公園オートキャンプ場　要予約　定員：10人　参加費1,500円　◆28-4851

満員
御礼

　　　　体験教室     毎週火曜
    　　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   参加費： 500円（材料費込み）
　　　　　場　所：でんくう体験学習室　
　　　　　

   　          『  バルーンアート教室   』

募集中
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