
【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】  9 / 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
　　　★８月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年9月1日発行   164号2012018年9月1日発行  日発行   164164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

 〒677-0026 兵庫県西脇市坂本 454-1　西林寺　
  西脇市あじさい協会：ＴＥＬ 070-1776-8999 　西脇市観光協会：ＴＥＬ 0795-22-3111　
  TUMA こいカフェ :毎週金曜日・土曜日　AM9:00 ～ AM12:00 営業  

  ※詳しくはホームページよりご確認下さい。

 HP http://ajisaikyoukai.com/

　 　このサテライトは 「都麻乃郷あじさい園」です。 さて早速クイズです。

　　　「都麻乃郷あじさい園」 の入り口にあるカフェの名前は？　　
　　　　　　　　　　　　① あじさいカフェ　② TUMAこいカフェ  ③ NISHIWAKI カフェ　④ へそカフェ 

都麻乃郷あじさい園は西林寺仁王門を入って左側にあり、 約 3,000 株のあじさいの花が咲き誇る北播磨最大のあじさい園で
す。 開園時期は 6 月～ 7 月なのですでに閉園していますが、 初めてのフォトコンテストを今年開催！素晴らしい多数の作
品応募がありました。 そのうち入賞 8 作品を 9 月 1 日～ 30 日まで、 道の駅北はりまエコミュージアムのショーケースに
展示します♪またそれ以外の佳作作品 10 点は、 「TUMA こいカフェ （あじさい園入り口）」 にて同じく 9 月中展示して
います。 ぜひ、 ドライブがてらお越し下さい (^^♪

優秀賞「優しい雨」

最優秀賞「すてきな石畳」

協会長賞「あじさい園」

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！

　　　★８月号の　 　★８月号の　



    　今も夏休みの宿題は･･　4(土)　体験教室「夏休みの工作教室」　参加者19名       (19日23名)

2018年

  8  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

 9月

 8月 18日　ラジオ関西「ひょうご道の駅めぐり」9時頃～　篠原駅長出演。
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
22～24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
25日　徳島県勝浦町活性化推進連合会26名が視察
30日　北はりまハイランド推進協議会総会がでんくう体験教室で開催　長谷川代表出席
12日　相生市立文化会館で兵庫県道の駅連絡会第2回駅長会　篠原駅長出席　

　猛暑のなか、屋外のテント会場では扇風機
をフル稼働しながらの実施。すでに味付けを
したウインナーと串を受け取り、燻煙する準
備をして開始。
　こまめに水分を取ったり、団扇で仰いだ
り、汗を拭いたり熱中症対策も万全。温度計
を見な がら、手の甲で温度を、目で見て色を
確認しソーセージが熱くなった所で、手一杯の桜のチップと
炭を受け取り温度確認しながら燻煙する。
　途中で先生から冷たいそうめんの差し入れがあり、色々な
具材をたくさんのせてしばし休憩。

　テーブルごとに使う材料と作品例が用意され、それぞれ指
導スタッフにアドバイスを受けながら自由に工作を作る。 あ
るテーブルではビニールバンドを編んで金魚を作ったり、
ペットボトルでペンケースを作ったり。 
　楮や竹を使う工作テーブルでは、たくさんの参加者が集
まっていて、ノコギリを使って材料を切ったり、グルーガンを
使って材料を貼り合わせたり、慣れな い道具を使いながら親
子そろって悪戦苦闘。楮を組み合わせて作った船に布で飾り

   おいしいウィンナーのためなら暑さも我慢　　5（日）　体験教室「燻製体験：ウィンナーの燻製」　参加者17名

を付けたり、竹で水鉄砲やシ
シオドシを作ったり、我が子
の創造力 に親御さんたちも
感心していた。
　「どこまでできた？」とスタッフが声を掛けながら作業を進
め、「いいのが 出来たね」の声に参加した子ども達も、親御さん
たちもニッコリ。楽しかった との声も多く大好評で工作教室
を終えた。　　　　　　　　　　　　　　　岡本　　

　「今何度？」「温度が上がりすぎた」「炭の火
が消えた」と悪戦苦闘しながら、美味しい 燻
製の完成を目指す。
　「どうやって食べようかな」「楽しみ」先生に
も相談しながら想像を膨らませる。
「そろそろかな」ふたを開けると煙が立ち込
め、鮮やかに色づいたウインナーが姿を現 

す。常連の人は出来ているタイミングが分かっている様子。
　皆さん楽しい時間を過ごされ、出来た燻製をアルミホイル
で包み持ち帰られた。 芝生広場で、持参した昼食と一緒に早
速食べられた方もいたようだ。　　　　　　　岡本

　バスは道の駅で休憩･お
買い物後、一路多可町の最
北山寄上のサツマイモ掘り
会場へ。地域活性化の取組
として、毎年 8 月下旬にひ
と足早いサツマイモ掘りを
している。

　広いサツマイモ畑はすでにマルチやサツマイモのツルも
取り除かれ、掘るだけになっていた。慣れない三本鍬を使い傷
つけないよう掘るには一苦労。大きなサツマイモがでてくる
と､子どものように歓声を上げ､サツマイモ掘りを終了。
　続いて昼食会場の公民館へ移動。百日どりのから揚げ、鶏め
し、地鶏卵のだし巻き、煮しめなど地元の食材をふんだんに使
い、みつばグループの手づくり弁当。どれも丁寧に味付けさ
れ、おいしかった。
　食後はお隣にある茅葺きの「春蘭の家」。ここで杉原谷小学

   暑さの中充実の1日　　26（日）明石発バスツアー「ひと足早いサツマイモ掘り」　　参加者16名

校の6年生は紙すきの工程を体験し、卒業証書を自分たちの
手ですいている。それらの作業工程や､紙すきに使う道具など
案内人から説明を受けた。
　続いて、少し歩いて梅花藻の見学へ。猛暑の影響で、本来な
ら水路いっぱいに広がりたくさん咲いているはずの梅花藻は
ほんの少しだけ。数日前までは水も少なく水温が高く育たな
かった様子。
　最後は田舎の原風景、岩
座神棚田へ。たくさんの石
垣はご先祖の遺産。稲は猛
暑の影響が少なく､成長は
順調。少し色づき始めた棚
田は一番美しいシーズン。
　帰路の車中で千ヶ峰
TAiYAKi 宮崎のたい焼きをいただき、暑いながらも青空の下、
大人の社会科見学のようなツアーは楽しく､無事終了！    三村



『８月号表紙クイズ』 の答え 　④  約 200 種類

布工房 風 花～kazahana～ 

でんくう各部からのお知らせ

　布工房風花～kazahana～は、播州織生地のカット販売
を中心に、播州織生地で作ったハンカチや手ぬぐいなどを
販売されているお店です。
　元々が播州織生地の卸売りをしていたため、生地の価格
も卸売り価格とお手頃♪店舗の中には反物が約200種類以
上！チェックやストライプ柄の他、柔らかな肌触りと表と
裏の模様が違うダブルガーゼや、個性的な柄のジャカード
織など様々な生地が所狭しと積み上げられています。
　生地は今ある現物のみ！置いてあるものが売れればそれ
で終了となるので、気に入った物があればすぐに購入され
ることをおススメします♪
　また、播州織で作ったハンカチ、手ぬぐいなどは「北は
りまエコミュージアム」「播州織工房館」「中国道上り加
西S.A」にて販売中です。
　8月から新商品として播州織で作ったスクエアポーチも
登場！1つ1つ柄の違うものになっているので、ぜひご覧下
さい♪
　生地好きの方なら「1日中いても飽きない！」と言われ
るほどの生地の山を、一度ゆっくりと見にいかれません
か？
　この機会に、自分好みの生地で作品を作ってみるのも楽
しいと思います(^^♪

　　兵庫県西脇市小坂町225-1　
TEL 0795-24-6466・FAX  0795-23-14090
休  業  日：毎週日曜日・祝日
営業時間：10：00～16：00
H P: http://www.bansyuori.com 

店舗内　播州織生地

店　舗　外　観

播州織ガーゼ生地
播州織ハンカチ＆手ぬぐい

新商品　スクエアポーチ　

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。

【地域交流部】
・11/25( 日 ),12/24( 月・振休 )「燻製体験を楽しみましょう」
を計画中。
　11/25( 日 ) 時間：9時半～ 12 時半
　参加費：3000 円　場所：でんくう芝生広場
　内　容：合鴨の燻製体験　
　12/24( 月・振休 ) 時間：9時半～ 12 時半
　参加費：3500 円　場所：でんくう芝生広場
　ホールチキンの燻製体験　

【広報部】
・9月の情報コーナーショーケース展示は
　「都麻乃郷あじさいまつりのフォトコンテスト」
です。道の駅にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

【都市交流部】

・11/10( 土 ) 三宮発 西神中央経由 交流バスツアー
「楽久園会見学と自家製とうふバイキング 菊芋収穫
 健康なカラダを作ろうバスツアー」を計画中。
参加費：5,000 円（でんくう FUNくらぶ会員 5％引き）
行　程：
三宮発 → 西神中央 → でんくう → 楽久園会（施設見学など） 
→エアレーベン八千代（とうふバイキング） →菊芋掘り →
 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！



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

          9 でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ９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）
       9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

 

　　

  

　　

 

 

　

 

　

 

　
10月予告

※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

第16回　でんくうまつり

募集中

～  10/15(日)  杉原紙アイディア商品コンテスト作品募集　多可町八千代区中村　多可町役場八千代北仮庁舎　◆32-4779商工観光課

～ 27(木)  改修工事及び展示替えの為休館 　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館  　9/28～「横尾忠則　西脇幻想」展 開催　◆23-6223
～ 30(日)  多可まちスクール2018  多可町内の20ヶ所のお店など ※スクール参加方法 受講したい店舗に予約　http://takameguri.com/category/school2018/

～ 30(日)  9時半～16時半　第１7回清流の書展　多可町加美区鳥羽７６８－４６　杉原紙の里「展示・体験工房」水曜休館　◆36-0080
～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
  8(土)  14時～15時半  起業・第二創業スタートアップセミナー 西脇市西脇 西脇商工会議所2階 講師：矢島里佳さん ◆25-2800西脇市男女共同参画センター

  9(日)  10時～13時　救急フェア2018  救急車・はしご車展示など 西脇市野村町茜が丘複合施設みらいえ 屋外芝生広場　 ◆西脇消防署救急係  22-0119
15(土)～17(月・祝)　チェンソーアートカービングショー　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　◆36-1616
15(土) ～30(日) 10時～18時 　増田節子　陶芸・うつわ展＆小林明美　似顔絵展　西脇市西脇　旧来住家住宅 　◆23-9119  西脇TMO推進室
15(土)  18時半～19時  ﾌﾟﾗﾈﾀｺﾝｻｰﾄ 秋の夕暮れ オカリナのやさしい音色に包まれて 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 入場無料 定員30名 ◆23-2772　
17(月・祝）9時～13時半　敬老の日は多可の森でｸｱｵﾙﾄ健康ｳｫｰｷﾝｸ  ゙多可町八千代区中野間 エーデルささゆり玄関前集合 〆切9/10  参加費1000円  定員40名 ◆32-4779
21(金) 19時～20時半 講演会　「ないものはない」離島からの挑戦～最後尾から最先端へ～」多可町中区中村町　ベルディーホール 会議室 ◆32-4776
23(日) 10時～12時   森とあそぼう親子体験  西脇市黒田庄町門柳 日時計の丘公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 対象  小学3年生以上と保護者  定員20名  参加費500円 ◆28-4851
29(土) 13時半～15時　多可の伝統工芸 杉原紙でつくる ミニマグネットづくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館  要申込  参加費400円  定員15名 ◆32-0685
30(日) 10時～15時　多可まるごとフェスタ ～山田錦物語2018～ ＋たんTAKAたかたんフェスティバル　多可町中区中村　ベルディーホール＆新庁舎周辺
30(日) 13時～15時　子どもプログラミング教室　Scratchで楽しいおもしろいプログラムを作ろう西脇市寺内　でんくう体験学習室　
　　　　　　　　　参加費無料　定員  小学生（4～6年）10組 　保護者 見学可   ノートパソコンを各自持参　◆25-2370

10/6(土)～8(月・祝)  秋の味覚!!とれとれ黒豆まつり　醤油・味噌の特売、枝付きの黒豆、特産品の販売　多可町加美区西脇　足立醸造㈱ ◆35-0031

定員
間近

     9/16(日) でんくうまつりボランティア
　　　　　募集中！

   　

募集中

（日）

　　　『 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
　　　　持ち物：タオル・軍手・帽子・動きやすい服装
　　　　行　程：明石 → 西神中央  → でんくう →  燻製づくり→ 
　　　　　　　　昼食(ますのみ松屋のお弁当) → 多可町中区間子
　　　　　　　　(彼岸花観賞) → 中畑林間ファミリー園
　　　　　　　　(栗拾い体験) → やよい村(里いも掘り体験) →
　　　　　　　　 でんくう →　帰路　
　　　

 10/13(土)『 三宮発　さつまいも掘りと丹波黒大豆枝豆収穫
　　　　　　　　　   杉原紙の紙すき体験バスツアー 』

     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）
定　員：42名　    お土産：さつまいも2kg 枝豆2株
持ち物：タオル・軍手・帽子・汚れてもよい服装
行　程：三宮 → 西神中央  → でんくう →  杉原紙紙すき体験→ 
　　　　昼食(みつばグループのお弁当) →  野菜収穫体験
　　　　(さつまいも・丹波黒大豆枝豆)  → でんくう→ 帰路

      16
　　『来館者500万人達成記念 でんくうまつり』

場　所：北はりま田園空間博物館　総合案内所周辺
　　　　芝生ステージ天神池スポーツセンター
時　間：１０時～１５時３０分（雨天決行）

移動動物園がやって来る！！

ステージアトラクション
 よさこい・ダンス・演奏などが会場を盛り上げます
地域の特産品販売
 特産品を活かした商品やこだわりの商品が大集合

フリーマーケット
 掘り出し物は見つかるかな？

空くじなしガラガラ抽選会
 道の駅店内でお買い上げ1,000円ごとに１回抽選！！
 特等　国内温泉ペア宿泊券　2本
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