
【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】  8 / 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
　　　★ ７月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年8月1日発行   163号2012018年8月1日発行  日発行   163163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

 〒677-0017 兵庫県西脇市小坂町 225-1　
  TEL： 0795-24-6466　FAX： 0795-23-4090　

  定　休 日 : 毎週日曜日・祝日

 営業時間 : 10:00～16:00

 　Ｈ Ｐ  : http://www.bansyuori.com

　 　このサテライトは 「布工房 風 花～ kazahana ～」です。 さて早速クイズです。

　　　「布工房 風 花～ kazahana ～」 には生地がどれくらいあるでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 約 50種類　② 約 100 種類 　③ 約 150 種類　④ 約 200 種類 

布工房風花～ kazahana ～では、 播州織生地をカット販売しています。 もともと卸売りをしているので、 倉庫のような店

舗の中に約 200 種類以上の生地が積み上げら、 見応えもバッチリ！ある程度どんな生地が欲しいか決めていかないと、 生

地の多さに迷ってしまいます。 ぜひ一度覗いて見て下さい。

また播州織の手ぬぐいやハンカチを道の駅でも販売しています♪

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！

　　 月号　



    　荒天ながら熱心な参加者が集合　　8(日)　体験教室「陶芸体験」　参加者20名

2018年

  7  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

 8月

11日　神戸でセミナーRICOHPresentationWay兵庫2018　篠原駅長参加
14日　バス立ち寄り　園田守、加美区清水老人会による餅つき体験実施　42名受け入れ
20日　相生市立文化会館にて県道の駅長会　篠原駅長出席
22日　西脇市総合市民センターでホストタウン調印式　長谷川代表出席
20日　神戸学院大学男子学生1名を就労体験型実習で受け入れ　道の駅スタッフ対応
22日　西脇工業高等学校男子2名、女子1名をインターンシップで受け入れ　道の駅スタッフ対応　

　催行決定後、連日の猛暑の
ためかキャンセル続出。14名
とコンパクトなツアーと
なったが､この少人数は参加
者にとってもスタッフにも
好都合となった。暑い中の待
ち時間が少なく移動がス
ムーズだった。

　天気予報通りの好天の朝、加古川発のバスは道の駅北はり
まエコミュージアムで買い物後、スオミ  ガーデンズへ。
　500 坪の広い園内に 200 株のブルーベリーが多種植えら
れ、防鳥ネットでカヤのようにすっぽり園内を被い、籾殻が敷

き詰められたふかふかの土。
ブルーベリー狩りのポイン
ト(色が薄く、実を引っ張っ
ても枝が折れるのは未熟。色
が濃く、ぽろっと採れる実は
熟していておいしい）を聞
き、早速一粒一粒を口の中
へ。帽子をかぶっても暑かっ

　早朝当地域でも特別警報が出され、開催は無理ではと心配
していたが、講師からは「参加する人がいるのであれば､行き
ます」参加者も「この機会にぜひ体験したい」との声があり、開

催決定。申込者は地元と大
阪など遠方の方の半々。大
阪組は高速の通行止めなど
があり、1時間遅れで到着。
なんと定員の 20 名が出席
となった！
　講師の松内倫子さん ( 春

日焼龍胆窯 )から、ボール状の粘土を受け取り、それぞれが作
りたい物の形を作り始める。「昨年の絵付けもおもしろかった
ので､楽しみにしていました」「自分の作った丸皿がほしくて」
　松内さんは丸皿の縁は高めにと少し手助け。一輪挿しで苦
労している人に、高さを出すコツを伝授。また、松内さんは

   暑さの中充実の1日　　22（日）加古川発バスツアー「ブルーベリー狩りとコヤノ美術館、旧来住家住宅」　　参加者14名

レース地を持参され「押しつ
けると素敵な地模様が出る
でしょ」早速参加者が挑戦。
「子どもの頃を思い出し､土
いじりができました」
　大阪組の若者たちは､1 時
間遅れながらスムーズに作品作りに。経験者もいて、それぞれ
に個性的な作品を時間内に完成させた。
　できあがった作品は、松内さんのところで乾燥後焼き入れ
をしてもらい､受取日の連絡が入る予定。「満足のいくものが
できてよかったです」「自由
に制作できて､とても楽し
かった」など参加者も大満
足。焼き上がりが楽しみで
す。　　

たけど、木によって味が違い、めずらしい食べ比べもできブ
ルーベリー狩りはよかった！
　バスの中で涼み､続いて旧来住家住宅。ちょうど村上しま子
さんの古着着物リフォーム・ちりめん細工小物展が開催中で、
庭や入り口にも人形が展示されていた。離れには昼食の準備
がされていて、梅吉亭の地元食材を使ったお弁当はおいしく､
食後のコーヒーまであり、とても満足。食後に旧来住家住宅の
ボランティアガイドさんの案内で住宅内を見学。午後は暑さ
で写真を撮る余裕がなかったけれど、「コヤノ美術館西脇館の
案内も丁寧で今回2つの素晴らしい建物を見学できとてもよ
かったです。また、涼しくなった頃ゆっくり訪れたいと思いま
す。」「最後の浄土寺はガイドさんの説明が聞こえにくかった
のが残念でしたが、1 日と
ても内容の濃いツアーで、
日常生活から離れ､気分転
換ができました。」と参加
者。

充実の1日を無事終了。
 　



　『７月号表紙クイズ』 の答え ①  列　車

西脇市岡之山美術館 

でんくう各部からのお知らせ

　　　　　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
開園時間：10：00～17：00(入館16:30まで)
H P: http://www.nishiwaki-cs.or.jp/okanoyama-museum/ 

　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」の西側にあります。
　西脇市出身の美術家横尾忠則の作品収蔵と地域活動を中
心として、昭和59年6月に磯崎新氏設計による建物が完
成、10月に開館しました。建物の外観はホームに停車して
いる三両連結の列車をイメージして設計されており、隣接
する日本へそ公園駅にまるで列車が停まっているように見
えます。
　建物の入口には横尾忠則の大きな陶板壁画あり、エント
ランスはギリシャ神殿を想わせる円柱に支えられたアーチ
型の屋根になっていて、ギャラリーへと続いています。
　また、ピラミッドパワーを感じながら瞑想に耽ることが
出来るメディテーションルームは美術館を特徴づけるユ
ニークな部屋になっています。
　アトリエでは様々な展示を行っています。
　
　○西脇市美術館展VOL.7書Ⅱ
　　開催期間：2018年8月7日(火)～26日(日)
　　開催時間：10:00～17:00(入館16:30まで)
　　※最終日は15:00で終了

横尾忠則陶板壁画

西脇市岡之山美術館外観

メディテーションルーム
ギャラリー

日本へそ公園駅　

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』を開催します。
 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。
今回は、移動動物園を呼ぶ予定です。

【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

・10/13( 土 ) 三宮発 西神中央経由 交流バスツアー
「野菜収穫体験と紙すき体験バスツアー」を計画中。
参加費 6,500 円（でんくう FUNくらぶ会員 5％引き）
三宮発 → 西神中央 → でんくう → 杉原紙研究所（杉原紙の
紙すき体験） → 加美交流会館（昼食） →
さつまいも掘り、黒大豆枝豆収穫 → でんくう → 帰路

【特産品部】
・10/28( 日 )「多肉もろもろ市場 vol.３」を計画中。
　時   間：10 時から 15 時 
　場    所 ：道の駅北はりまエコミュージアム駐車場
　多肉植物をメインとして珍奇植物 , 山野草 , 観葉植物
　盆栽 , こけ玉 , 花苗などが勢ぞろい！

【広報部】
・８月の情報コーナーショーケース展示は
　「布工房　風花　～ kazahana ～」です。
道の駅にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

 

布工房 風花 ～ kazahana ～　播州織ハンカチなどの製品



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

          8 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   ８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）
       8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

 

　　

  

　　

 

 

　

 

　

 

　

       4（土）

9月予告
      5

   木・竹・紙・布・プラスチックなどが
　　君のアイデアと技で大変身！！

※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

体験教室　夏休み工作教室

　 　（日）体験教室　ウインナーの燻製体験

時     間：13時～16時　両日とも受付は15時まで
場     所：でんくう体験学習室
参加費：200円（当日集金）
定　員：25名　　小学生未満は保護者同伴で参加
　　　　　　          材料・工具などは用意しています
　　

参加費：3,000円
定　員：20セット
場　所：でんくう芝生広場

募集中

～  5(日) 　演劇セミナー参加者募集  多可町中区中村町ベルディーホール  対象:中学生以上　9/1～10/28 19時～21時半 全21回  参加費5000円 ◆32-1300
～  5(日) 　ベルディー小学生演劇セミナー参加者募集 多可町中区中村町　ベルディーホール　8/30,31,9/1  9時～12時   参加費2000円 ◆32-1300
～  5(日)  10時～17時  西脇市美術協会展 　ＶＯＬ．6 彫塑・工芸 西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館　アトリエ ◆23-6223
～13(火)    9時～17時　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
～31(金)  11時～14時　エーデル プレミアムランチ　ローストビーフ丼　多可町八千代区中野間　エーデルささゆり　リーベリリエン　◆37-1200
～31(金)　  旧来住家住宅築100年記念イベント　まちんなかギャラリー スタンプラリー  西脇市西脇　旧来住家住宅 ◆23-9119  西脇TMO推進室
～9/24(月・祝)　 郷土資料館企画展「スワイベル織物見本展」西脇市西脇 郷土資料館　月曜休館(9/17・24は開館) 9/18(火)休館　入館無料　◆23-5992
～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   ◆22-5996   西脇子午線マラソン大会実行委員会事務局 　

 ～12/16(日) 10時～17時  「ぼうし？とかばん？展」 西脇市市原町　コヤノ美術館西脇館 入館料大人800円 小中学生300円 土日開館◆06-6358-7555
12(日) 10時～12時  野鳥観察会（夏鳥編）多可町八千代区俵田　なか・やちよの森公園　渓流の広場  要予約　参加費無料　◆30-0050
16(木)～9/15(土)  第27回　酒井義己　水彩画展 多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　研修室  ◆36-1616
18(土) 10時40分～　黒っこJR恐竜ｳｫｰｸ 恐竜の里へGO 参加者募集　あつまっ亭　JR久下村駅集合　申込〆切8/6  参加費 子ども無料 大人500円 ◆28-5880
18(土) 10時～12時  多可町ｳｪﾙﾈｽｳｫｰｷﾝｸ「゙夏の暑さを吹き飛ばそう」 多可町中区糀屋 なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約  参加費500円 昼食代600円◆32-4779
22(水)  13時～15時　播州毛ばりの毛でアクセサリーをつくろう　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館ﾃﾗ･ﾄﾞｰﾑ　要申込 小学4年以上 参加費200円◆23-2772
24(金) 10時～　夏休み やちよたなばたまつり　映画鑑賞会「SING」　多可町八千代区中野間　八千代プラザ大ホール　◆37-0250
25(土) 10時～12時   夏休み宿題お助け企画　家型貯金箱づくり  多可町八千代区俵田　なか・やちよの森公園　渓流の広場　要予約500円  ◆30-0050
26(日) 13時～15時   ラベンダーで香りのナチュラルリース 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3000円  申込〆切8/23 ◆ 32-4111

満員
御礼

     9/16(日) でんくうまつり協力者募集中！
    　出演者、出展者、イベントボランティアをやってみませんか？
詳しくはHP,チラシをご覧いただくか､電話でお問い合わせ下さい。
・手仕事（＋フード）                           募集中　締め切り8/10(金)　　　　　
・前日、当日ボランティアスタッフ 募集中　締め切り9/9(日)
・フリーマーケット    Web,FAX 申込み開始　8/1(水)～

   　

募集中       19（日）

 9/23(日) 交流バスツアー
　　　『 明石発 秋の味覚とカラフル彼岸花 』
　　　　参加費：6,500円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　　　　　小学生未満3,800円
　　　　定　員：42名　
　　　

 9/16(日)『 第16回でんくうまつり 』10時～15時半
　　でんくう、道の駅北はりまエコミュージアム周辺で開催
　　青空市・フリマ・ステージイベントなど盛りだくさん！

     26　 （日）明石発 西神中央経由  交流バスツアー
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　    お土産：さつまいも3kg
持ち物：タオル・軍手・帽子・汚れてもよい服装
行　程：明石 → 西神中央  → でんくう →  一足早い
　　　　さつまいも掘り→ 昼食 → 杉原紙見学
　　　　→ 梅花藻見学 → 岩座神棚田見学 →
                   バスの中で焼きたてのたい焼き配布 → でんくう→ 帰路

   　『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 』
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