
【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】  1 / 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
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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

 〒679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原 670　
  ＴＥＬ 080-1400-1821

 代表 伊藤真理

 日本パステルホープアート協会公認正インストラクター

　  このサテライトはパステル ( 和 ) アートまろんです。
　　パステルアートを描くのにはいろんな色のパステルを使います。

　　さて、 パステルをどのようにして使うでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① ペースト状　 ② 粉　状  ③ 固 形 状 

　日本パステルホープアート協会公認正インストラクターの伊藤真理先生が教えてくれるパステルアートです。
　パステルアートでは棒状のパステルを粉にして指やコットンで描いていきます。
　みんな違ってみんないい♡　上手・下手を決めるのではなく、 この時間は楽しく、 自分を素直に表現しましょ
う♪
　描いて癒され、 出来上がりを見てほっこり、 あったかぁくなります。

なごみ

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！



    　藁のにおいと手触り、なつかしいです！　8(土)・16(日)　体験教室しめなわづくり　　参加者 8日：26名　16日：24名  

2018年

  12 月　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動 12月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  1月 8日　西脇市商工会議所主催の西脇ロイヤルホテルで新年に集う会　長谷川代表参加　

　市内外からの参加者は、新年
を手作りのしめなわで迎 えるべく奮闘した。
　でんくうスタッフがこの日のために､雨にぬれないよう干
した藁。きれいな山田錦の稲藁 1 束を受け取り、藁の掃除をし
（押切で）株を切りそろえ、「コンコン」リズムよくたたき、やわ
らかくし作りたいしめなわの指導を受けた。 初めての方も多
く参加され、スタッフが手取り足取り指導。熱心にしめなわづ
くりに向き合い体も温まり上着を脱ぐ方もいた。

　さっむいけど、感謝祭。普段は
トン汁振る舞い&餅つき(販売）
だけやけど、この日はなにやら盛りだくさん。
　日本伝統芸能猿まわしにバルーンアート も。多可高校生 が
募金活動がんばってたり。
　この日の猿まわし（神戸モンキーズ劇場）は『縁（えにし）』と

　天候にも恵まれ、燻製体験スタート。今回の燻
製は、クリスマス特別企画のホールチキン。3,4日
かけて井上先生に下ごしらえしてもらったも
の。まずは、鶏肉に串を刺してスモーカーにセッ
トし肉の温度を上げて乾燥させる。急激に温度
を上げると肉質が固くなるとのことで参加者は
温度計とにらめっこ。30 分ほど乾燥の工程が終われば、桜

チップの煙で燻していく。
　鶏肉を裏返しながら両面に
薫りを付けていく。肉の表面
の油はキッチンペーパーで拭
き取ることで焼き色にむらが
出ないとのこと。

   メリークリスマス！　　24（祝･月）体験教室「ホールチキンの燻製体験」　　参加者20組

   1年お世話になりました！　　16（日）年末感謝祭　豚汁の振る舞い　400食提供(イベント中1800名来場)

　「ねじり方はこうやで」とスタッフや他の参加者の手元を見
ながら、悪戦苦闘しながら周りと助け合い、完成すると「上手
に出来てるやん か」と健闘を称えあっていた。
　リースや七五三、ごぼう、めがねなどを作り、最後に和紙で
作った紙垂をつけて完成。「正月前にいい経験ができた」と皆
さん満足そうだった。　　岡本　　

　途中、井上先生から豚汁の差し入れ。あったかい
豚汁で体の中から温まった。
　約 1 時間ほど燻せば照りっ照りのホールチキ
ンが完成。参加者の中からは歓声が上がった。持ち
帰ったら食べる前にレンジで温めて、表面をオー
ブンで焼けばなおいいとのこと。

　今夜は特製ホールチキンでスペシャルなクリスマスを！
メリークリスマス♪　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　石塚

 　

ゆうコンビ。１歳の子やと宣伝してましたけど、聞いたら２歳
とのこと。名前は福くん。そんなこんなでお写真を。福くんと
お兄さん。ええ表情。
　にぎやかで楽しい1日だった。
　
　　　　　　　　　　越川

できあがったごぼう↑とめがね→

し　で



サテライトフォトコンテスト

でんくう各部からのお知らせ

　北はりま田園空間博物館（でんくう）とは、どういうも
のか皆さんご存知ですか？
　北はりま（西脇市と多可町）地域の豊かな自然と歴史文
化、さらには伝統産業のほか、住民の生活そのものまでも
含めた有形・無形の地域資源をサテライト（展示物）とし
て展示する「地域まるごと博物館」です。
　現在、北はりま田園空間博物館には約200のサテライト
が登録され、北はりまの四季折々の魅力を楽しむことがで
きます。
　また、このまるごと博物館は地域づくりを進める活動で
もあり、1市１町の住民でつくる「ＮＰＯ法人北はりま田
園空間博物館」がその運営を行っています。

　北はりま田園空間博物館サテライトフォトコンテスト
は、2018年で６回目！
　サテライトの写真を一般の方から募集していますが、毎
回素晴らしい写真が多数寄せられています。
　１２月号１Ｐには第６回の入選作品全てを掲載しまし
た。今回は今までの最優秀賞作品を掲載したいと思いま
す。
　「こんなところがあるのか～」と興味を持たれた方は、
ぜひでんくうのサテライトへお越し下さい♪
　まだまだ撮影されていない素晴らしいサテライトがあり
ますよ(^^)/

　　2008 年「暖秋の公園」

西脇市日本のへそ日時計の丘公園

　　　　　　オートキャンプ場

北はりま田園空間博物館

2012 年「大きいな…みにきて」

　　　足立醸造株式会社

 　2014 年「古刹の心秘」

 都麻乃郷あじさい園 (西林寺）

 2015 年「水面に浮かぶ紅葉」

　 　多可町余暇村公園

 2017 年「ホタルの宿」

　  畑谷川のホタル

 2018 年「蕎麦の花咲く頃」

  岩座神棚田・石垣・景観

【総務部】
・ 1/16（水）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盛況につき現
在キャンセル待ちとなっています。

・4/28( 日 )『第 14回ふぁみり～カーニバル』を企画中。

【広報部】
・１月の情報コーナーショーケース展示は
　「パステル（和）アートまろん」です。

【地域交流部】
・3/3（日）体験教室『陶芸体験』を実施します。
    今回も春日焼 龍胆窯 松内先生を講師に迎えオリジナルの
    お茶碗や湯呑み茶碗を作ります。
    時    間 ：13 時～ 16 時　でんくう体験学習室
　参加費：1,800 円

【都市交流部】
・3/17( 日 ) 日本一長い散歩道を歩こう
　『春の息吹を感じスイセンロードを歩く』を企画中。

　参加費：無料　　全長：約 8.2km
　持ち物：お弁当・お茶・雨具（天候により）
　定　員：50 名（要申込）
　集　合：多可町中区牧野 817-41多可町余暇村公園 駐車場
　行　程：多可町余暇村公園（9時 集合・出発）→那珂ふれあ
　　　　　い館（古墳見学）→スオミガーデンズ（昼食・見学）
　　　　　→瑞光寺→スイセンロード→多可町余暇村公園
　　　　　（15 時 到着・解散）

・3/23( 土 ) 明石発交流バスツアー
『北はりまで健康づくり！いちご狩りと多可町健康ウォーキン
グ マイスター工房八千代の天船巻きずし昼食付き春の摘み菜
体験バスツアー』を企画中。1/21( 月 ) 申込開始予定。
　参加費：7,500 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　行　程：明石発→西神中央→でんくう→いちご狩り（観光農
　　　　　園「篠田いちご園」)→マイスター工房八千代（買い
　　　　　物）→多可町健康ウォーキング ( 昼食：マイスター
                      工房八千代の巻き寿司 )　→摘み菜体験
　　　　　→でんくう→ 帰路



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

          １ でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー   1 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）
      1 月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所

2019年
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2月予告
募集中
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　 （日）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

募集中
 2/16(土)『 明石発 味噌づくりバスツアー 』
参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員 6,460円）
定　員：42名   雨天決行      お土産：当日仕込んだ味噌2kgと熟成済みの味噌1kg
持ち物：エプロン・マスク・三角巾・タオルなど
行　程：明石→西神中央→でんくう→味噌作り体験（農村婦人の家）昼食
　　　　→でんくう→酒蔵・麹づくり見学（神結酒造）→帰路

※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ TEL(0795)-42-6565へ

満員
御礼

2/24( 日 )  おいしいロースハムの 『燻製体験』

　
時　間：９時３０分～１２時３０分　雨天決行
　場　所：でんくう芝生広場
　参加費：3,000円　　定　員：20組
　持ち物：軍手・タオル・暖かい服装・お茶

 　でんくうから感謝を込めて♪
　

　　　『ぜんざいの振る舞い』

   １０時ごろからでんくう前駐車場でスタートします。
あったか～い ぜんざいを無料で振る舞います。
ぜひご来場くださいませ！　（約４００食　なくなり次第終了）
　ファイアーベンチャーズの演奏♪♪　　
でんくう体験学習室にて干支（亥）のバルーンアートもあります♪

　　
 

     4（金） 新春恒例

 1/27(日)『 三宮発 交流バスツアー 新年最初のいちご狩りと
　　　　　熟成味噌開きお楽しみバスツアー 』

参加費：7,800円（でんくうFUNくらぶ会員 7,410円）
定　員：42名   雨天決行
持ち物：エプロン・マスク・三角巾・タオルなど
行　程：三宮→西神中央→いちご狩り（佐藤果実工房）→でんくう
　　　　→味噌開き体験（農村婦人の家）昼食→こうぞの川ざらし見学
　　　　→でんくう→帰路

～15(火)　第24回杉原紙年賀状全国コンクール　募集中！ 多可町加美区鳥羽768-46  杉原紙研究所   ◆36-0080 
～31(木)　『 2/25(月)17時～19時  ほろ酔い西脇ローストビーフ料理教室』参加者募集  西脇ロイヤルホテル  参加費2000円　◆西脇多可料飲組合 22-3901
～2/11(月)　10時～18時　これなあに？むかしの道具23　西脇市西脇　郷土資料館　入場無料　月曜休館（祝日の場合は翌日）◆23-5992
～2/11(月)  10時～17時「横尾忠則 西脇幻想」展　前期　西脇市上比延町　岡之山美術館　入館料500円　月曜休館（祝日の場合は翌日）◆23-6223
～2/23(土)  18時～19時半  ナイトミュージアム　西脇市市原町コヤノ美術館 西脇館  土曜夜開催(要予約) 　◆090-1919-0481
   6(日)～20(日) 10時～17時　来住邸新春子ども書き初め作品展  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 
12(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
12(土)  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 西脇市上比延町　にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」
　　　参加費無料　小学生(4～6年)10組　ノートパソコンを持参してください　◆申込み  toshikazu00240509@docomo.ne.jp

13(日)  9時半～　新春イベント　西脇市野村町　北はりま旬菜館　大根炊きの振る舞い、里芋ご飯の販売他　◆24-7900
13(日),14(月・祝)  ①13時半～ ②15時半～ ＣＤコマをつくろう　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　 
13(日)  11時～15時　猿まわしがやってくる　西脇市寺内 北はりま田園空間博物館（道の駅北はりまエコミュージアム）雨天中止 ◆25-2651
14(月・祝)  8時～　ゑびす祭　多可町加美区清水　西宮神社　8時～吉兆売り　干支の絵馬展示、福餅投げ10時
　　　　　　　　イベントカレンダー1月に掲載の「ゑびす祭　加美区清水西宮神社」は14(月・祝)です。お詫びし訂正いたします。
14(月・祝)  10時～15時　2019年 耐寒登り初め！！　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
19(土)  18時45分～19時15分　天使たちが奏でる癒やしのベル演奏　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
20(日)  ①13時半～ ②15時半～  くるくるマグネットをつくろう　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　 
27(日)  8時45分～12時　ウオーキングマップ完成記念ウオーキング会　頼政公コース 西脇市野村町茜が丘　西脇市茜が丘複合施設Miraie 　◆22-5996
27(日)  10時～12時　ピザ窯体験教室（もちポテ明太の合わせピザ）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 　要予約  参加費1500円　◆28-4851
27(日)  11時半～　CHATTA!!　～ベルディーホールライブハウス化計画～　多可町中区中村町ベルディーホール　一般1000円（当日500円増）◆32-1300
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