
【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】  4/ 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
　　　★3 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年4月1日発行   123号 123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、
北はりまの特産品セット (2000 円相当 )をプレゼント！

  この写真は、 柳山○○○塔頭 “法持院” です。 ４月上旬から、 しだれ桜が咲き始めます。
○○○の本堂には木造楊柳観音立像と三体の木造十一面観音立像、 奥ノ院には木造千手観音立像な
どがあり七体が県指定重要文化財となっています。 平成２５年には本堂と仁王門が国の登録有形文
化財に指定されました。  地元では 「柳の観音さん」 と呼ばれ親しまれています。
 では、○○○に入るサテライト名は何でしょう。 漢字３文字です。

※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

多可町八千代区大和 774　TEL/0795-38-0350（法持院）
応募してプレゼントを
　　当てよう！

http://www.k-denku.com/
http://www.k-denku.com/satellite/
http://www.k-denku.com/satellite/
http://www.k-denku.com/satellite/00001/
http://www.k-denku.com


2015年

  3 月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    護摩焚きの煙と山伏が神秘的
　21（日）バスツアー 金蔵山の護摩焚きとイチゴ狩り　大人39名＋子ども5名参加

    　　播州織ってすごい！
４（水）交流バスツアー伝統の播州織といちご狩り　42人参加

    　こんな偉い人がいてはったんや
8（日）日本一長い散歩道を歩こう「西光寺と大阿闍梨慶祐上人の墓」　29人参加

　今回は三宮・西神の方々をお
迎えして、金蔵山春の紫燈大護
摩供の見学とイチゴ狩りのツア
ー。天候に恵まれ、満席のバス
はでんくうを出発して金蔵山金
蔵寺へ。
　県道から金蔵寺へ向かう道は
バスが通れないため､約20分木々

に囲まれた山道を歩いて登った。歩くのが辛い方はスタッフの車で移
動。
　杉木立の中から法螺貝の音が響き、護摩焚きの始まり。少し始まっ
た頃に着き、山伏の読経とともに立ちこめる煙と神聖な雰囲気の中で
見学。「護摩焚きに参加したかった」と、初めて見た方が多く「感動
した」「よかった」と。結界（けっかい：境）に張られていた紙垂
（しで）を頂く方も。
　春蘭荘へ移動して、ラベンダーパーク多可の煮しめや酢の物、天ぷ
らなどの田舎料理弁当と味噌汁の昼食。
　最後は箸荷いちご園でイチゴ狩り。イチゴの採り方を聞いた後、ハ
ウスの中へ。皆さん大きなイチゴへまっしぐら。章姫という品種で
「美味しい」と満面の笑みを浮かべながら､心行くまでイチゴを満
喫。その上お土産のイチゴを購入して、帰路に。

    食べられる野草はおいしい！
　29（日）体験教室「身近な食べられる野草教室」18人参加

　前日はあんなに良い天気だったのに、今日はあいにくの雨。合羽や
傘で雨対策をし、野草に詳しいスタッフの同行で参加者は歩いて10分
ほどの堤防沿いへ。
　まず西洋カラシナの柔らかい部分を摘み取り、調味料入りの袋に入
れ振ったり、揉んだりしながら味をなじませ｢ふりふり漬け｣づくり。
　「これは何ですか」「これは食べられますか」と興味津々。今日調
理するノビル、ユキノシタなどの身近にあり食べられる野草をスタッ
フとの会話を楽しみながら探す。
約1時間30分ほど野草摘みをした後、でんくうに戻る。役割を分担し
ながらノビル入りうす揚げサンド、タンポポなどのサラダを調理。ギ
シギシとカラシナの葉を皿にしてのせ、もうひと品はヨーグルトにス
タッフが用意した野草を使った
ジャムと摘んで来た花びらをの
せ完成。
　スタッフの調理したごはん、
味噌汁を受けとり試食。身近な
野草の意外な食べ方を知り皆さ
ん大満足でした。

　姫路、加古川からのバスは播
州織の一貫生産を手がける東播
染工(株)へ。糸の巻き取り、染
色、生地を織る工程を現場職員
の案内で見学。
　続いて播州織工業協同組合の
工場へ。播州織の最終工程、加
工の様子を見学。化粧や洗濯、

アイロン掛けなど日常の家事などに例えた説明は大変わかりやすかっ
た。播州織は多くの手間をかけて作られる事がわかり、お土産のコー
スターを手に、「大切に使わなあかんな」と参加者。
　昼食はでんくう総合案内所体験学習室で、ますのみ松屋の官兵衛御
膳を頂く。昼食後は、播州織のハンカチでバラの花づくりの体験。
その後、播州織のデザイナーtamaki niime shopへ。隣接する作業場で機
織りの様子を見学してから、店内のニットやショールなどを見せても
らう。「すべて1点物ですよ」店員さんとの会話も楽しみながら素敵な
ショールを購入する人もあった。
   最後は篠田いちご園でいちご狩り。心を込て作られた真っ赤なイチゴ
を見ると､皆さん笑顔に。たくさん食べて「満足」とハウスの外に出て
､イチゴのお土産も購入されていた。

　今回は多可町加美区の風景と初春を感じながら歩く約 8.8kmのコー
ス。前日の雨も上がりバスで新松が井の水公園へ。到着すると入念
にストレッチをし、 肌寒さを感じながら出発。
「いい景色やな」と山々に囲まれた景色を眺めながら、車通りのあ
る道を集落まで下る。
　そこからは民家や田んぼが見える道を、地元住民とのふれあい、
所々でスタッフの案内を聞きながら加美の朝市に到着。トイレ休憩
と朝市を楽しみ出発、再び田舎道を西光寺 へ向け歩く。
　西光寺は十一面観音とみろく信仰のお寺。山を背にした境内と山
門を見上げる。境内の散策ではお参りや興味深く見学をして、その
後常楽寺へ向かう。
　常楽寺では「外では寒いでしょう」と地元の方のご厚意で本堂を
開けてもらい、そこで昼食に。昼食を終えると常楽寺の約 200 年前の
住職、大阿闍梨慶祐上人の墓へ向け出発。
　大阿闍梨慶祐上人の墓では地元の方にお話を聞く。「首から上の
病気に御利益がある」と聞き、皆さん健康をお祈りする。また、裏
の山道を行くと常楽寺の歴代住
職のお墓があり、神聖な雰囲気
の中でお参り。その後は集落や
杉原川の堤道を歩き足立醸造に
到着。買い物を楽しみバスに乗
車。今回の散歩道も無事に終え
ることが出来た。

http://www.k-denku.com/blog/2015/03/150304-1.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/150308.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/150321.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/-10-130-18.html


⇑

神戸新聞 3/6 掲載

３月号 『サテライトクイズ』 の答えは「はた織り」でした。

西脇市郷瀬町605　
TEL/0795-22-5715　FAX/0795-38-7270　火曜休館
http://www.nishiwaki-cs.or.jp/shiminkaikan/

西脇市民会館

でんくう各部からのお知らせ

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
1名様に北はりまの特産品セットでした。

3 月号表紙の
サテライト紹介

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に川崎ふさ子さん、藤田登
さん、角田一雄さん（いずれも西脇市）、園田守さん
( 多可町 ) が入会。よろしくお願いします。
・5/15（金）19 時～でんくう総合案内所体験学習室で
第 14 回通常総会を開催します。サテライトの活動報
告は播州織パッチワークキルトを予定。正会員の方、
ぜひご出席下さい。　

【広報部】
・４月中旬から情報コーナーショーケース展示は杉原
紙研究所・杉原紙販売所でんでん・和紙博物館「寿岳
文庫」です。

･27 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイド完
成！まもなく関係者へ配布します。

【都市交流部】
･5/31 日）サテライト訪問スペシャル「ハーモニーパーク
でモーニングを食べよう！＆浄居禅寺で坐禅体験」を企
画。10 時 30 分現地集合で参加費 1,000 円です。
・27 年度サテライトフォトコンテストは作品受付期間
8/1 ～ 8/31。詳細はチラシをご覧下さい。

 　西脇市の中心部にある西脇市民会館は「いのちいきいき、
自然きらきら、共生のまちにしわき」をテーマに活動する文
化交流の拠点施設です。西脇市最大の集客を誇る大ホール
（660 席）や中ホール･会議室･和室などがあり、各種イベント
や会議等にも使用され、市民にとって集いの場として親しま
れています。
　今年で開館 50 周年を迎え、今後もボランティアで組織す
る市民企画委員会「０」（ゼロ）が中心になり、映画会や演劇、
あなたが主役フェスティバルなどの自主事業を企画運営し
ていきます。
　7月 12 日 ( 日 ) には第 17 回あなたが主役フェスティバル
を開催予定。その出演者の募集を開始しました。詳細は直接
西脇市民会館へお問い合わせ下さい。

対外活動
スケジュール

 3月

 4月

  
  5日　重点道の駅候補 認定授与 　全国1,040箇所ある道の駅から選定された90箇所のひとつに選ばれた
18日　韓国錦山（クムサン）より住民組織26名視察　長谷川代表、村井･池田副代表対応　旧來住家住宅見学
18～29日　姫路グランフェスタ6番街でふるさと観光展　ふぁみり～カーニバルPR他

  4日　神戸市西区西神桜まつりに　ふるさと工房夢蔵･黒糖丸本舗出店　ふぁみり～カーニバルPR
26日　稲美町コスモホールでTT未来遺産運動フォーラム　パネリストで足立理事出席

和室は小さな子どもさんのある親子の
集いなどの利用が多い

数々のコンサートやイベントを開催
多くの素晴らしい思い出がある

杉原川や山もちかくにあり自然環境にも
恵まれ、50 年の歴史を刻んだ

あなたが主役フェスティバルはその名の通り
地域住民が主体となり進めるイベント

大ホールの舞台緞帳は播州織をイメージし
はた織りの女性が描かれています。

西脇市役所の北側で、利便性のいい立地

このステージに立った市民は多数

http://www.k-denku.com/satellite/00295/
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/post-237.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/150318.html


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
北はりま田園空間博物館 (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

 4月のでんくう自主企画月のでんくう自主企画 ★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー4月に掲載以外の情報です。
詳細・最新情報はでんくう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）

4月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

（日） でんくうFUNくらぶ交流バスツアー　
                                

５ 月予告 

26
　　　　　　

　　　

                                 「親子３世代のおまつり」
開催場所：でんくう総合案内所　周辺
時間：10時～15時
ドキドキわくわくのステージアトラクション
いいものいっぱい120店舗のフリーマーケット
かわいい♪ゆるキャラも大集合の『親子３世代のおまつり』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はチラシをご覧ください

～4月中旬  見ごろ　西林寺の『唐子つばき』　　西脇市坂本  西林寺　◆22-2387
～4/12(日)  エーデルスペシャルコース『Sakurairo 桜彩』　多可町八千代区中野間エーデルささゆり　3500円　【要予約】　◆ 37-1200
～4/5(日）極楽寺本堂落慶法要のイベント     多可町八千代区中野間   極楽寺     1日 声明公演、4日  講談 、5日  閉幕イベント、六道絵   ･江口大象書  公開◆37-0214

5（日)  ①13時半～ ②15時半 子ども科学教室「空とぶタネの秘密」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

　　

　　

行程：明石(8:30発)→西神中央(9:00発)→
　　　でんくう総合案内所(10:10発)→高嶋たけのこ畑→昼食→
             菜の花街道・日本へそ公園→でんくう総合案内所(15:30発）
    　　→西神中央→明石(17:30)
服装:   汚れても良い靴と服
持ち物: 作業用手袋、タオル、帽子、あれば長靴
参加費：5,225円（会員の家族友人 5,500円）

「たけのこ堀り-菜の花街道と日本のへそ公園」

19 (日)  9時～12時半　比也野里菜の花ウォーク   西脇市上比延町工場公園集合   参加費300円【要予約 4/10まで】◆24-0120  こみせん比也野
19 (日)  9時～14時　    菜の花フェステバル2015      西脇市上比延町工場公園           ◆24-0120　こみせん比也野

　19(日)  夕方～5月5日(火)　俵田の鯉のぼり 多可町八千代区俵田　滞在型市民農園フロイデン八千代の近く

～ 4月中旬    10時～17時       ひな祭り展         西脇市市原町　コヤノ美術館西脇館　開館日　毎週土・日曜日　◆ 06-6358-7555　(月～土 18時まで)

18  (土)～19(日)   播州織 春のストールフェア　西脇市寺内  北はりま田園空間博物館　総合案内所体験学習室　◆25-2370

(日)  第10回 ふぁみり～カーニバル
     ＆ 第2回 播州つながりマーチ

 
10(日)  日本一長い散歩道を歩こうin八千代

　　     亜麻の花とオープンガーデン

24(日)  体験教室　新聞紙クラフト
　　　新聞紙でエコバッグを作ろう

　

19

　　　　　　

（火）
                                
7

　　25  (土)  10時～  まち多可フェスティバル　オープン3周年イベント  香住の鮮魚や瀬戸内海のじゃこなど特別販売他　多可町中区岸上 まちの駅  たか ◆20-7087

 パソコン教室【毎週火曜日実施】

場  所 ：でんくう総合案内所 体験学習室

時  間  ：11時～12時
参加費 ：  1回 500円　
持ち物 ：ノートパソコンを持参下さい
　　　　　初心者大歓迎！

参加者募集中

（日) 10時～14時  お花見ウォーキング＆山歩き！  多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　湖畔の広場 参加費100円【要申込】◆30-00505
（日) 14時～ガーデンLIVE　西脇市黒田庄町喜多　フォルクスガーデン“Na-sya” 　演奏：マサバンド  ◆28-51205

（日) ～30日(木)　菜たね街道花まつり 　西脇市上比延町　◆24-0120　こみせん比也野12
（日) 10時～  東山古墳群めぐり～多可町の歴史を学ぼう～　多可町中区東山　那珂ふれあい館 【要予約】　◆32-068512
（日) 13時半～14時半   杉原紙で、香るバラ作り（ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー 精油付）多可町加美区轟 ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー ﾊﾟー ｸ多可　体験料1500円【要予約】◆36-161612

29 (水・祝)   ～5/24（日）　多可オープンガーデン2015　多可町・西脇市の個人庭園約30箇所　◆32-4779　多可町観光交流協会

（日) ～26日(日)  菜の花摘み　多可町加美区観音寺・門村・杉原・箸荷の菜の花畑 のぼりの立っている所に限ります◆32-4779多可町観光協会12

http://www.k-denku.com/blog/2013/09/post-210.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/426.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/02/510-1.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/03/524.html
http://www.k-denku.com

	123-1a
	123-2
	123-3
	123-4a

