
【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】  11 / 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
　　　★10 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年11月1日発行   166号2012018年1111月1日発行  日発行   166166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

 〒6791192 兵庫県多可郡多可町中区中村町 123 番地　
  ＴＥＬ 0795-32-2380(代表)　ＦＡＸ 0795-32-2349　

   HP https://www.town.taka.lg.jp/

　 　新庁舎はガラス材の壁面が随所にあります。 このガラス材の壁面には、 何かが挟んであります。

　　さて、 何が挟んであるでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 杉 原 紙　 ② ペーパークラフト  ③ 和紙のたか坊 

　平成３０年１０月２２日多可町役場新庁舎オープンしました！！
　来庁者の方々の利便性を考慮し、 窓口でのさまざまな手続きをワンフロアで行えるように、 １階に住民課、 税務課、
福祉課、 会計課、 定住推進課を、 ２階に産業振興課、 建設課、 上下水道課、 生活安全課を集約配置しました。 また、
授乳室やおむつ交換台、 キッズスペースの設置やユニバーサルデザインの設備を導入し、 誰もが利用しやすい庁舎へと生
まれ変わりました。 多可町産を生かしたデザインを随所に使用しています。 詳しくは、 多可町ＨＰをご覧下さい。
（https://www.town.taka.lg.jp/)

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！

　　　★10 月号　 　★10 月号の　



    　楽しいガイドはその地を身近に感じさせる　9/29(土)　「観光ボランティアガイド」講座３　参加者18名      

2018年

  10 月　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動 9～10月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 11月

 10月 16･23日　加古川西部土地改良区糀屋ダム見学(小学4年生)　でんくう案内人がなか･やちよの森公園、翠明湖などを案内
20日　JRふれあいハイキング「横尾忠則氏のY字路探訪」30人ほど　でんくう案内人が旧来住家住宅、童子山公園などガイド
28日　高野西6丁目自治会バス2台　まち歩きコース旧来住家住宅、情報未来館、へそ公園、などでんくう案内人がガイド

18日　観光ガイドいっしょにやろう会パワースポット！？日本のへそめぐりコース　でんくう案内人藤原(孝)対応

面積：①（北側）76㎡　②（南側）44㎡　①②同時使用も可
利用時間：9時～19時（11月～2月は9時～18時）
           最長2週間
申込：希望期日の3ヶ月前から受付
　　　日程調整の都合上、先ずは電話でお問い合わせ下さい。
備品：長机25脚、パイプ椅子75脚、展示パネル20台
＊チラシ作成などにコピー機、印刷機が使用できます。（有料）

　台風接近間近の朝、でんくう総合案内所からバスで2時間、四条
烏丸で下車。資料を 受け取り「まいまい京都」の山田さんと佐藤さん
のガイドで四条通 に向かった。悪天候で予定変更「京都市明細図で
歩く四条通（雨天特別編）」と題 してアーケード下を歩く。歴史的な
建築物で、現在は用途の変わっ ている建物など、各所で資料を見な
がら歴史の変遷を通して 町の成り立ち、名前の意味、祇園祭などの
解説を聞き、ガイドの手法を学んだ。
　昼食は嵐山で各自 下調べをした食事処や観光スポットへ行った。

  体験学習室を使って展示をしてみませんか。

　でんくうに戻り、体験室で自
分が行ってよかった所 の紹介、
受講して感じた事、どんなガイ
ドになりたいかを一人ずつ 発
表。昔と今を比べながらの説明、街の中でも物の見方で充分楽しめる
などの感想。
　最後に修了証の授与があり、今年のボランティアガイド養成講座
が 終了した。　　　　　　　　　岡本　　

　 秋晴れの朝、バスはいつものように道の駅北はりまエコミュー
ジアムで休憩･お買い物後、多可町北部の杉原紙研究所の杉原紙体
験工房へ。エプロンを着け早速紙すき体験。大きな漉舟（すきぶね）
にはコウゾ･のりを溶いた原液がたっぷり入っている。葉書用の小
さな簀桁（すけた）ですくい､揺らしながら少し水切り。これを3回
繰り返し、紙の厚みを出す。紙が落ち着くまでの時間、杉原紙ができ
るまでの工程の見学、杉原和紙販売所でんでんや道の駅杉原紙の里
･多可を見て回る。
　最後に落ち葉や､好みの色を付け個性あふれる手漉き和紙の葉書
が完成。この後乾燥をしてツアーの最後に届けてもらうとか、楽し

み。
　昼食は多可町交流会館でみ
つばグループの播州百日鶏ヘ
ルシー弁当。女性に人気のコ
ラーゲンスープも付き、ヘル
シーと言えどもボリューム
たっぷり。播州百日どりのか

   収穫の秋、満喫！　　10/13（土）三宮発バスツアー「さつまいも掘りと黒大豆枝豆収穫、杉原紙の紙すき体験」　　参加者26名
ら揚げも好評だった。
　昼食後は近くの広い畑でさつ
まいもの収穫。ツルはきれいに
片付けられ､一株ずつ掘りやす
く準備されていた。
　この夏の猛暑で､どこでもさつまいもは不作と聞いていたが､ま
ずまずの大きさで一安心。
　続いて黒豆の枝豆収穫。広い畑から大きい一株を選び､畑の横で
サヤをちぎる。これで荷物が軽くなり、帰宅後茹でるだけに。
　　帰る頃届けられた葉書は見
事で、「誰にも出さんとこ」とお
気に入りの様子。
　初めての紙すき体験、新鮮な
枝豆･サツマイモ、たくさんのお
土産を手に天候にも恵まれ充実
の一日だった。  　　　　三村
 　

　でんくう総合案内所に隣接している体験学習室は作品展やイベントなど交流活動に無料でご利用いただけます。（営業活動の場合は有料です）



『１０月号表紙クイズ』 の答え　　　　③黒田官兵衛

荘　厳　寺 

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・プランターの植え替えを 11/9( 金 )8 時～ 9時 30 分行い
ます。お手伝いいただける方、よろしくお願いします。
・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の来館 500 万
人達成記念研修日帰りバスツアーは 1/16（水）に 7 時 15 分
でんくう集合→山陽道・岡山ブルーライン→道の駅みやま
公園（岡山県玉野市国道 30 号線）→昼食バイキング（ホテル
オークラ丸亀）→丸亀城見学→うちわの港ミュージアム→
でんくう 19 時 30 分→帰路
 参加費は 3,000 円、定員 86 名、12/5（水）11 時から受付。
 詳細は該当者へ郵送予定。電話での申し込みはできません。
・12/16( 日 ) 『道の駅 年末感謝祭』    豚汁の振る舞い 400 食
を実施予定。
・1/4( 木 )『新春ぜんざいの振る舞い』と
 体験教室『干支のバルーンアートづくり（亥）』　を企画中。

【地域交流部】
・ 12/8( 土）、12/16( 日 ) 体験教室『しめなわづくり』を実施し
 ます。
 場所：でんくう体験教室　参加費：500 円
 時間：13 時～ 16 時まで

・12/23（土）体験教室『燻製体験』を実施します。
　今年も、クリスマスを意識してホールチキンの燻製を
　作ります♪
    時    間 ：9 時 30 分～ 12 時 30 分　でんくう芝生広場
　参加費：3,500 円

【都市交流部】
・1/27( 日 ) 三宮発交流バスツアー
『今年最初のいちご狩り、熟成味噌開きお楽しみバスツアー』
を企画中。
・2/16( 土 ) 明石発交流バスツアー
『味噌づくり体験と酒蔵見学バスツアー』を企画中。

【広報部】
・１１月の情報コーナーショーケース展示は
　「多可町役場（新庁舎）」です。

　荘厳寺は、天竺の僧・法道仙人の開基の高野山真
言宗の寺院です。十一面観音菩薩をまつる本堂の修
復も完了し、立派なものに生まれ変わりました。
　本堂右手の小川を渡った所にある桧皮葺の多宝塔
は県の重要文化財になっています。
　また平成24年ＮＨＫ大河ドラマで放映された「黒
田官兵衛」の家系図を所蔵されていることでも有名
なお寺です。

　境内は自然環境保全地域であり、秋の紅葉をはじ
め、春夏秋冬、四季を通じて豊かで美しい自然を静
かに楽しめる、知る人ぞ知る穴場と言われていま
す。
　紅葉の絨毯を踏みしめながら、ゆっくりと境内を
散策してみてはいかがでしょうか(^^♪
　
　11月18日（日）には「第６回官兵衛まつり」が開
催されます。見事な甲冑武者行列が荘厳寺までの道
を粛々と歩く姿は見応えバッチリです。ぜひこの機
会にお越し下さい。

　○ 第６回官兵衛まつり
　　　11月18日（日）10：00～15：00　荘厳寺

　　兵庫県西脇市黒田庄町黒田1589
              TEL/FAX  0795-28-4751
HP: http://www.geocities.jp/kurodasyougonji/ 
※ 詳しくはＨＰよりご確認下さい。

多　宝　塔

本　　堂

紅葉の絨毯の境内

黒田家 家系図

道の駅 ショーケース展示

しょう ご ん じ



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～ 18時( 3月～10 月は 1 9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

         11 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   11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）
    11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

 

　　

  

　　

 

 

　

 

　

 

　

12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

  2(金) 10時～17時　旧来住家住宅築100年記念　齋藤博子 手芸展　西脇市西脇 旧来住家住宅  入場無料  月曜休（祝日の場合は翌日）◆23-9119 
  3(土) 10時～14時　第 10回比也野まつり　西脇市上比延町　こみせん比也野、駐車場周辺　◆24-0120
  4(日) 9時半～15時半　都麻の里さわやか交流祭　西脇市大野176 　◆23-2291大野隣保館

  4(日) 13時半～　スオミ フリーコンサート　陽だまり　多可町中区安楽田980-45　スオミガーデンズ  食事は予約　◆090-5130-0881
10(土) ,24(土) 10時～11時45分　認知症予防講座 ～多可町産ｵｰｶﾞﾆｯｸｵｲﾙで癒す健康を～ 多可町加美区寺内251 交流会館 要申込 参加費600円　◆36-1616

11(日)  ①13時半～ ②15時半～　化石のレプリカをつくろう　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　◆23-2772　 
11(日) 7時45分～12時10分　ウォーキングマップ完成記念ウオーキング会　西脇市黒田庄町コミュニティセンター黒田庄地区会館（黒っこプラザ） 
　　    黒田官兵衛コース14km    参加無料　弁当持参　申込不要　◆22-5996  生涯学習スポーツ振興室

16(金) 18時半～　ささゆりコンサート　アンネリーン･レナエルツ ハープ･リサイタル　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
               前売りチケット：一般高校生2000円(当日500円増し)　中学生以下500円　◆37-1318

17(土) 12時～,18(日) 11時～　V.LEAGUE Division３　プロバレーボールの大会開催　西脇市西脇　総合市民センター体育館  大人1,500円（前売り1,200円）
               高校生以下800円（前売り500円）◆06-6435-9837 NPO法人阪神バレーボールコミュニティ事務局

17(土) 10時～14時　多可町ｳｪﾙﾈｽｳｫｰｷﾝｸﾞ「ﾁｬﾚﾝｼ !゙ 千ヶ峰」多可町加美区市原 千ヶ峰 市原 登山口集合  申込〆切11/ 9  参加費500円＋昼食代700円  ◆32-4779

17(土) 11時～16時　杉原紙シンポジウム　多可町中区中村町　ベルディーホール　入場無料　要予約 11/9〆切　◆32-0685　那珂ふれあい館
17(土) 14時半～　みらいえシネマ「おくりびと」　西脇市野村町茜が丘16-1　西脇市茜が丘複合施設Miraie多目的ホール　参加無料　◆23-5991
17(土) 19時～　大澤誉志幸さすらいツアー2018　西脇市黒田庄町門柳 日本のへそ日時計の丘フォルクスガーデン 要予約  5,000円(当日5,500円)　◆28-5120
18(日) 9時～14時　第40回北播スケッチ大会　西脇市坂本　西林寺  受付：西林寺･仁王門　持ち物：ｽｹｯﾁに必要な道具【画用紙は当日配布】◆22-5996
20(火) 14時～　第6回蓄音機で味わう名曲シリーズ　～ポピュラーミュージックの世界～　西脇市西脇　アピカホール 　入場料500円　◆23-9000
25(日) 13時～15時半  ｸﾘｽﾏｽﾘｰｽづくりとｽﾍﾟｼｬﾙｹｰｷｾｯﾄ 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11/22   参加費 3,500円　◆32-4111
25(日) 13時半～15時　ラベンダーパーク多可の花あそび　森の香りのクリスマス スワック　ラベンダーパーク多可　要予約 2,500円  ◆36-1616

   　

 　　　『 北はりまで健康づくり！バスツアー 』

     25　 （土）三宮発 西神中央経由  交流バスツアー      24

 

　

 

 

     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   』

　 （日）体験教室

 『燻製体験』～合鴨の燻製～
場　所：でんくう芝生広場　参加費：3,000円
時　間：９時３０分～１２時３０分　雨天決行
持ち物：軍手・タオル・暖かい服装・お茶

 12/8(土),12/16(日)『 体験教室　しめ縄づくり 』

参加費：5,000円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名　    お土産：菊芋　500g
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 →  楽久園会 → 
　　　　エアレーベン八千代  昼食(豆腐料理バイキング) →
　　　　→ でんくう(菊芋収穫体験)  → 帰路

募集中

 12/16(日)『 道の駅　年末感謝祭 』
　   先着400名様　豚汁の振る舞い
　　　 12/24(月・祝)『 体験教室　燻製体験（ホールチキン） 』

場　所：でんくう芝生広場 　参加費：3,500円
時　間：９時３０分～１２時３０分　雨天決行
持ち物：軍手・タオル・暖かい服装・お茶

場　所：でんくう体験学習室　参加費：５００円
時　間：１３時～１６時

道の駅閉館時間のお知らせ
　　　　　11月から閉館時間が18時になりました。
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