
【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】  5 / 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
　　　★４月号のクイズの答えは３P を見てね！

2019年5月1日発行   172号2012019年5月1日発行  日発行   172172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！

にゅーすにゅーす

 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇 394-1　
  Ｔ  Ｅ  Ｌ / ０７９５-２２-３９０１(西脇商工会議所) 　

  E-MAIL / banpaku.sanchi@gmail.com　

　 　こちらは播州織産地博覧会 ( 播博）です。さて早速クイズです。
　　　播博はどこで開催するでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 西脇市役所　② しばざくら通り  ③ 旧来住家住宅周辺　④日本のへそ公園  

昨年に引き続き第２回播州織産地博覧会（播博）を５月２６日（日）に開催！今年は昨年より多い２１店舗が出展します。
またスペシャル企画としてスタンプラリーや播博まち歩き、 なつかしの播州織写真展や播州織の歴史展示＆織物見本帳の特
別公開など楽しい企画が盛りだくさん♪ワークショップやフード＆ドリンクもあるので、 １日家族で楽しめます。
この機会しか購入できない生地を、 ぜひ自分で見て手に入れて下さい (^^♪

　　　開催日時：５月２６日 （日） 10： 00～ 17： 00　　開催場所：旧来住家住宅

ばんぱく

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！

　　　★４月号の　 　★４月号の　



    　北はりまの魅力を満喫！　6（土）三宮発バスツアー「春を満喫！いちご狩りとさくら観賞、座禅体験」　19名参加　

    　自分で見つけて掘るのは一苦労！　20（土）体験教室「たけのこ掘り体験」　6組参加　

2019年

  4 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

 4月

 5月

8日　多可町長と西脇市長を表敬訪問　　長谷川代表、内橋･藤原副代表、大谷事務局長、篠原駅長
16日　北播磨県民局濱西局長を表敬訪問　長谷川代表、内橋･藤原副代表、大谷事務局長、篠原駅長

26日　西脇市西田町子ども会約40名受け入れ（予定）　でんくう案内人対応
26日　西脇市 播州織博覧会でまち歩き　でんくう案内人対応
27～28日　ハートンホテル北梅田でリクルートマネージメントセミナー　篠原駅長受講

　たけのこの生育が思わしく
なく、1 週間ずらし実施。でん
くう総合案内所体験学習室前
に親子連れなど 6 組の参加者
が集合。マイクロバスで高嶋
のたけのこ畑へ移動し、見つ

   北はりまの春の味覚を堪能！　　20（土）三宮発バスツアー「幻のたけのこ掘りと黒田庄和牛」　　28名参加

け方や掘り方などの説明を受け体験スタート。
　先ずはたけのこを見つけること。竹林をウロウロし、見つけたら道具
を使って慎重に掘る。周辺を掘ろうとしても邪魔な地下茎や根があり
切らなくてはならない。また、最後の一振りがうまく行かず･･汗が吹き
出る。今年は裏年との情報もあったが、1組3本以上を掘り、1時間半ほ
どで体験を終了。８本掘上げたグループもあった。　　　岡本　　

　気持ちのいい好天の1日。三
宮周辺では満開の桜を車窓か
ら眺めながら道の駅北はりま
エコミュージアムに到着。お買
い物をした、その荷物は帰路に
立ち寄るまで預けられるので､
安心して買い物ができると好
評。でも春は野菜が品薄になる

のがちょっと残念。
　北はりまの咲き始めた桜を眺めながら、箸荷いち
ご園へ。ハウスの中はいちごの甘い香りと､赤いいち
ごがズラリ。おいしい新鮮ないちごをお腹いっぱい
食べた後、桜公園へ。道路が細く奥まではバスが行か
ないので､少し歩いて桜公園へ。桜はほんのりピンク
色になっているが､少し早いかなぁと見上げながら

の散策。次は昼食の多可青雲の家
へ。まだあまりお腹がすいてない
なぁと言いながら、目の前におい
しいお弁当が置かれると､不思議
とお腹の中へ。窓からは桜並木と連なる山景色を見ながら昼食。
　続いて立派な佇まいの浄居禅寺へ。鐘楼が二つある珍しいお寺、お庭
やそこからの眺めも素晴らしく、ここで1日過ごすのも素敵と話をし
ながら本堂へ。初体験の方も多かった坐禅体験。30 分近く姿勢を正し

て坐り、その後和尚の講話。非日常がそれぞれの人
に印象深かったよう。
　最後は少し日常に戻り、リニューアルした足立醸
造でお買い物。色々なお醤油があり、どれを買おう
か迷ってしまうほど。北はりまの魅力あるサテライ
ト巡りに参加者も大満足の1日だった。　
     　　三村

　朝から雲一つ無い晴天に恵まれた。道の駅北はりまエコミュージ
アムに到着した一行は地元特産品などのお買い物＆休憩。その後、本
日のメインの一つであるたけのこ掘り体験。高嶋町の公民館から少
し歩き、竹林へ。
　頭が少しだけ出ているたけのこでも土の中には大物が潜んでいて
ビックリ。苦労の末、掘り出したたけのこは一味も二味も違うに違い
ない。今日は天ぷらにしようか、たけのこご飯にしようか。
　たけのこ掘りでお腹を空かせた一行は、西脇市日本のへそ日時計
の丘公園オートキャンプ場 内にある農家レストラン日時計へ。この
レストランは、地元のお母さんたちが黒田庄和牛や地場野菜などの

地元食材を使い、手づくりにこ
だわったメニューが豊富。本日
のランチは、黒田庄和牛の焼き
しゃぶ定食。「お肉が柔らかく
ておいしいわ。お肉だけじゃな

く白ご飯もおいしいね」との声
多数。
　食後は、日時計の丘公園内を
散策。園内には春の女神とも言
われる「ギフチョウ」も飼育され
ていた。その後、時間の合間を
縫った飛び入り企画で、近くの畔でわらび採りも。
　わらび採りの後は、JAみのり特産開発センターへ。ここでは、和牛の
王様「黒田庄和牛」や黒田庄和牛を使ったコロッケなどをお買い物。
ツアーの締めくくりは、西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクス
ガーデンへ。ここでは、喫茶店内テラスで一休みするグループと映画
「火垂るの墓」のロケ地の秋谷公園に向かうグループに別れた。園内で
は綺麗に咲いたしだれ桜などを見ながらのんびりと散策。
　6 月下旬並みの夏日だったが、旬に触れ北はりまの自然の恵みを満
喫できた一日だった。　　    石塚



『４月号表紙クイズ』 の答え 　②  楠丘小学校

Ｋ－Ｄｒｅａｍ 

でんくう各部からのお知らせ

　　　　　兵庫県西脇市黒田庄町　
　T  E  L  ： 0795-28-2158
　活動日： 毎週土曜日 19:00～21:30
　　　　　 楠丘小学校体育館で練習しています。
　代　表： 藤本博之（ヒーサン）
　ﾁｰﾑHP ： http://k-dream.amsstudio.jp/
  
　平成１４年１０月に結成した小学生中心のよさこいチー
ムです。
　踊りを通して子供と大人の絆、メンバーの心のつながり
を深める気持ちを大切に、幼児から大人まで年齢に関係な
く楽しさの中にも厳しさや礼儀ある活動をしています。
　Ｋ－Ｄｒｅａｍでは新規メンバーを募集しています。
　４歳以上の踊り好きな方なら誰でもＯＫです。保護者の
方も一緒に踊って頂けます！子供だけ参加の方は、保護者
に見学してもらいながら練習を進める参観スタイルですの
で安心です(^^♪
　４月に開催される「でんくうふぁみり～カーニバル」を
はじめ、５月「踊っこまつり(加古川)」、８月「加西サイ
サイまつり」「おの恋おどり」「加杉野おどり(西脇
市)」、９月「三木さんさんまつり」など、いろいろなイ
ベントに参加して踊っています。
　踊るメンバーだけでなく、踊り・ダンス指導者、振り付
けの出来る方、音楽の出来る方も大募集♪
　日々、心ひとつに大人と子供が共に育つ「共育の場」を
目指して頑張っています。
　ぜひ皆様も一緒にＫ－Ｄｒｅａｍで活動してみません
か！

　でんくうふぁみり～カーニバル

Ｋ－Ｄｒｅａｍ受賞
Ｋ－Ｄｒｅａｍ チーム旗

道の駅　ＤＶＤ放映

道の駅 ショーケース展示

ケイ・ドリーム

　おの恋おどり

【総務部】
・5/14（火）平成 31 年度北はりま田園空間博物館 通常総会
　時　間 :  19 時～
　場　所：でんくう体験学習室
・5/14（火）18 時から受付開始   参加費 3000 円
                        7/5( 金 ) でんくう正会員親睦研修バスツアー
・6/7（金）でんくう周辺プランター植え替え、植栽の剪定
　時　間：8時～ 9時半
　持ち物：移植ゴテ、トリマー（ある方のみ）
　
【地域交流部】
・7/7( 日 ) 体験教室『陶芸教室』を実施。
　参加費：1800 円　定員：20 名　時間：13 時～ 16 時
　場　所：でんくう体験学習室　※要事前申し込み
・8/11( 日 ),8/24( 土 ) 体験教室『夏休み工作教室』を実施。
　参加費：300 円　定員：25 名　時間：13 時～ 16 時
　場　所：でんくう体験学習室　※当日参加可

【広報部】
・５月の情報コーナーショーケース展示は
　「第 2回  播博 （播州織産地博覧会）」です。

【都市交流部】
・7/27（土 ) 明石発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『夏の果実 ブルーベリー狩り＆石窯焼きピザ
　　杉原紙ランタン作り 国宝浄土寺見学』を実施。
    5/20（月）申込受付開始　神姫観光社支店℡0795-42-6565
　参加費：6,500 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　持ち物：帽子・タオル・お茶
　行　程：明石発→西神中央→でんくう→スオミガーデンズ
　　　　　（ブルーベリー狩り・昼食）→ 那珂ふれあい館
　　　　　（ランタン作り）→道の駅「山田錦発祥のまち・多可」
　　　　　 → でんくう → 国宝浄土寺（小野市）→ 帰路

・9/28（土 ) 三宮発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『ブルーメンやまとで燻製＆グラウンドゴルフ』を企画。
　参加費：6,800 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　持ち物：帽子・タオル・お茶・軍手
　　　　　汚れてもよい服装でお越しください。
　行　程：三宮発→西神中央→でんくう→ブルーメンやまと
　　　　　（燻製体験・昼食・グラウンドゴルフ）→ 
　　　　　栗拾い体験 → 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～ 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

           5 でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ５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）
      ５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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　 （日）体験教室

　　　　『 北はりまの初夏
　　　　　　　　　オープンガーデンをウォーク！』

       11（土）日本一長い散歩道を歩こう
　　　　　　　　　『 多肉もろもろ市場 vol.４』
             

     12　 （日）
                場　所：道の駅北はりまエコミュージアム駐車場周辺 雨天決行
             時　間：10時～15時    皆様のお越しをお待ちしております。 
             内　容： サボテン・多肉植物単体苗・多肉植物寄せ植え
　　　　　　　ミニ盆栽・ハーバリウム・苔テラリウムなどの販売
                                  その他フード出店もあります！
　　　　　　　

 6/8(土)  『 三宮発   ホタル観賞バスツアー』

 6/1(土)  『 明石発
　　　　　     田舎料理教室と野菜収穫体験バスツアー』

　　　　『 播州織の布草履づくり 』

               集　合：道の駅北はりまエコミュージアム（9時出発）
　　  参加費：700円（当日集金）
　       定　員：25名   雨天決行 
　       持ち物：弁当・お茶・帽子・タオルなど
　　　　　　  天候により雨具
　　                     ※朝7時に北播丹波地域に警報発令の場合は中止                                
　       行　程：道の駅北はりまエコミュージアム(9時出発)→  藤原 邸
                                →  杉岡 邸 → 斎藤 邸 → 細川 邸 → ふるさと工房夢蔵
                                周辺（昼食）→  橋本 邸 → 遠藤 邸 → 安平 邸 → 那珂
                                 ふれあい館 → 道の駅北はりまエコミュージアム(15時半)

多可オープンガーデン2019  　多可町・西脇市の各個人庭園 公開日はお庭ごとに異なります。各お庭のページでご確認下さい。

～   6(月)　ランチ11時半～ ディナー17時半～　GWファミリーバイキング  西脇市西脇  西脇ロイヤルホテル　◆ 23-2000
～12(日)　10時～17時　藤井千誠(ちあき)　細密画展　 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 
～26(日)　2019財田順子展　和紙に魅せられた40年　多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」　◆ 36-0080
～7/21(日)　10時～17時　花とアート展  西脇市上比延町　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 
11(土)　しばざくら100円商店街　西脇市野村町　しばざくら商店街

12(日)  14時～　ケロポンズコンサート  多可町中区中村町　ベルディーホール　当日500円増し 大人1500円 高校生以下500円 ）◆ 32-1300
15(水)～30(木)　10時～17時　齋藤公志郎・ごとうみのる展"　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 
18(土)   9時半～13時　多可の森健康ウォーキング　岩座神公会堂（多可町加美区岩座神378）集合  〆切 5/10 　参加料金+1000円　◆ 080-8306-0551

18(土)   13時半～14時半　スオミガーデンズ ハーブ講座　多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ 　1000～1500円（材料費込）   ◆ 090-5130-0881
18(土)   14時～　蓄音機で味わう名曲シリーズ  第8回 懐かしの昭和歌謡の世界　西脇市西脇　アピカホール 　入場料500円　◆ 23-9000 
25(土)   18時45分～19時15分　第27回プラネタコンサート  オカリナ音楽会　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　無料  ◆ 23-2772
26(日)   10時～13時　森を育てよう！シリーズ①親子で間伐体験　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100円 ◆ 30-0050
26(日)   10時～17時　第２回  播州織産地博覧会（ばんぱく）　西脇市西脇　播州織工房館と周辺　◆ 22-3901   西脇商工会議所

満員
御礼

重要なお知らせ

　　今号をもちまして、にゅーすでんくうの紙面を紙媒体から電子媒体へと移行させていただいきます。
　つきましては、次号からは北はりま田園空間博物館ホームページに掲載しますのでそちらをご覧ください。
　ホームページアドレス　http://www.k-denku.com/

               場　所：でんくう体験学習室
             時　間：13時～16時     参加費：900円
　       定　員：15名 
　       

北はりまで多肉まつり開催！！

　 （土）体験教室

               場　所：でんくう芝生広場
             時　間：9時半～12時半
　　  参加費：3000円
　       定　員：20組 
　       

　　　　『 燻製体験 』
     25

満員
御礼

募集中

募集中

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

※この企画の申し込みはハロートラベル TEL(0794)-63-6315へ

募集中
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