
【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！

2015年5月1日発行   124号 124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､4/26 に開催された ふぁみり～カーニバルでサテライト 『はりまコットン○○○銀行や
よい村』 のコットンドール作り体験の一場面です。
　このサテライトでは播磨三白 ( 塩､米､綿花 ) に歌われた綿花の栽培をテーマに､種まき～草引き～収穫
～糸紡ぎ～機織りを行っており､収穫した綿花でコットンドールやリース作りにも取り組んでいます。
 では､このサテライト名は何でしょう。

※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

応募してプレゼントを
　　当てよう！

コットンドール

※ 綿の実 (コットンボール )で
   作るクラフト人形

かわいい♪

http://www.k-denku.com/
http://www.k-denku.com/blog/2015/04/150425.html
http://www.k-denku.com/satellite/00162/
http://www.k-denku.com/satellite/00162/
http://www.k-denku.com/satellite/
http://www.k-denku.com/


2015年

  4 月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    大盛況！で駐車場は満車御礼
　26（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　9,000人来場

    　　初めてのことはとってもわくわく！
19（日）交流バスツアー「たけのこ掘りと菜の花街道」　20人参加

　快晴のもと、イベントは盛大
に開催された。体育館の駐車場
や芝生公園などフリーマーケッ
ト＆青空市がなんと130店舗、そ

のうち播州つながりマーチの手づくり市ブースも45店舗とパワーアッ
プ。洋服・おもちゃ・手芸品からハンドメイドの小物や即興書き下ろ
しにピザ販売など、どのお店もおしゃれにPOPしてあり、ついつい見
入ってしまう。
　特に格安すぎたのか、でんくう出店の10円ポップコーンと10円わた
がしは、開始時から終了時まで、ずっと長蛇の列ができていました。
　体験ブースでは、はりまコットンボール銀行やよい村のコットンド
ール作りが大人気。多くの子供さんが、スタッフの丁寧な指導のも
と、可愛い人形を製作するのに夢中。
　ラベンダーパーク多可のタペストリーづくりや500人会・国際竹と
んぼ協会の昔のあそびもご家族で楽しまれた様子。播磨鉄道のプラレ
ールジオラマも子ども達が釘付け。今回、初参加のエコネットにしわ
きの自転車発電も楽しい体験。また、本年も県立西脇北高校学生の協
力で会場内をゆるキャラ軍団（でんくる、牛兵衛、にっしー、たか
坊、加東伝の助）が歩き、親子連れのお客様に大好評。

　雨降る中バスを降り､カッパ
を着たり傘を差し、歩いて数
分で高嶋の竹林に到着。入り
口には猪よけのトタンや電気
柵があり、すぐには中に入れ
ない。たけのこが顔を出して

待ってますよ～。
　地元の方から掘り方の説明を聞き、早速見つけたたけのこを掘って
みる。「カッパを着てるから､暑い」「見てたら簡単に掘ってたり､根
を切っているけど､自分でやったらなかなか・・」と苦労しながらも、
初体験の人が多く大満足で体験終了。
　みんなでたくさん掘ったのでそれぞれに1～2個お土産ができまし

対外活動
スケジュール  4月

  

  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

た。こみせん比也野で焼きた
けのこやたけのこの天ぷらを
準備。雨が降っていなかった
ら現地で皆さんに試食しても
らう予定でしたが、昼食時になりました。こみせん比也野のお弁当も
彩り鮮やかで､お米も野菜も美味しかったです。
　こみせん比也野から少し歩いてバスに乗車。残念ながら菜の花はピ
ークを過ぎていたのと、鹿の食害にあったのか少しだけでした。その
後の菜の花まつりイベント会場では、午前中の雨で出店や来場者も少
ない様子。ステージやフリーマーケットなどで買い物を楽しみ､最後の
日本へそ公園へ。しばざくらを期待してきたけれど、メタセコイアの
新緑とテラ･ドームが綺麗でした。

　よさこい総踊りにも参加。でんくる君の素晴らしいよさこい踊りに
びっくりする一幕も。今年も変わらず、天神池のほとりでは、丹波市
柏原町吉竹おじさんのシャボン玉が大人気。子ども達が、シャボン玉
を追いかけ芝生の上を駆けまわる。
　ステージイベントも大盛り上がり。恒例の虹の会工房の樽太鼓で幕
開け後、こちらも恒例のファイアーベンチャーズの演奏。和輝愛逢や
ハワイアンフラ西脇アロヒのダンスとのコラボもお見事。　
　初参加の多可町ご当地ヒーローのタカレンジャーは、登場前から子
ども達との写真撮影に大忙し。大道芸では、アクロバットパフォーマ
ンスKAZUMA の登場。風にも負けず大技の連発に会場が沸いた。そし
てこれも初参加の二助企画のさるまわし。子ども達もステージ前に大
集合。とってもコミカルなお猿くんの動きに釘付け。
　よさこいやダンスはあまのじゃく・K-Dream・踊る阿呆 虎拍会。総
勢100人を超える総踊りでは、会場からの飛び入りもあり、大きな踊
りの輪ができた。最後は、太鼓教室げんきの太鼓演奏。子ども達の力
いっぱいの演技に大きな拍手。その他、今回は初めての企画も多く、
まだまだレポートを書きたいところだが、行数の関係もありこれま
で。会場への入場者は、なんと9,000人とこれまでのイベントの最高を
記録。ご来場いただきました方々、本当にありがとうございました。

http://www.k-denku.com/blog/2015/04/-12-20.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/04/150425.html


4月号 『サテライトクイズ』 の答え

多可町八千代区大和774　TEL：0795-38-0350

楊柳寺

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名様に楊柳寺のお守りと北はりまの特産品セットでした。

【総務部】
　　　　　　　新登録サテライト
★官兵衛の湯　西脇市鹿野町 255-2
黒田官兵衛ゆかりの里　官兵衛の湯

★木縫の里　西脇市住吉町 124
豊かな自然 ( 命がいっぱい ) を次の世代につなぐために

・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。

【都市交流部】
・7/12 体験教室「杉原紙でランプシェード作り」をでんく
う体験学習室で 13 時～ 16 時、参加費は 1,500 円です。

【事務局】
・プランターの植替えと植栽の剪定を 6/3( 水 )8 時～ 9 時
30 分に行います。お手伝いいただける方、よろしくお願い
します。

 　楊柳寺は信者寺として参拝や散歩に、また遠方か
ら観光や本尊拝観など、一日の参拝者の数は決して
多くありませんが一年を通じて絶えず人が訪れる場
所です。春は桜につつじにシャクナゲ、初夏は新緑、
秋はもみじの紅葉など楊柳寺を四方囲む観音山が訪
れる人の目を楽しませてくれます。森林ボランティ
ア ( ひょうご森の倶楽部 ) の活動地でもあり、毎月第
一土曜日に観音山の環
境保全の間伐や枝打
ち、台風などで崩れた
山肌や遊歩道の整備な
どをしています。

　楊柳寺は白雉元年
（650 ～ 655）に天竺から渡来した法道仙人が創設し
た寺で、時の天皇である孝徳天皇の病気平癒を祈願
して建立。霊験あらたかで一時はかなり栄えたよう
で す が、天 正 二 年
（1575）野間城落城の兵
火に遭って全山焦土と
化し、江戸時代に中興
の祖隆慶上人が再建。
　

よう　りゅう　じ

　本堂の建築様式は正面から
見た外陣が江戸時代、中央部の内陣は慶長年間、裏堂
は室町時代という継ぎはぎのめずらしい寺でもあり
ます。本堂に木造楊柳観音立像と三体の木造十一面
観音立像、また奥ノ院には木造千手観音立像などが

あり七体が県指定
重要文化財です。ま
た平成 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。

　お寺の行事として地元の方と一緒に取り組んでい
るのが、「夏祭り千灯会」です。昔から地域の人には
「観音さんのお祭り」で親しまれていましたが、平成
９年より境内一帯に各々の願いを込めたろうそくの
灯を奉納する「千灯会」をはじめました。

千灯会 楊柳寺のお守り

仁王門

本堂

檜の大木が並ぶ参道

http://www.k-denku.com/satellite/00138/


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

 5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5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）

5月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

（日） 日本一長い散歩道を歩こうin八千代
                                

６ 月予告 

24
　　　　　　

                                 「新聞紙でエコバッグを作ろう」
開催場所：でんくう総合案内所　体験学習室

時    間：1３時～1６時
参加費：２００円
定　員：２０名　※要事前申し込み
　　　　（定員に達しない場合は当日参加もOKです）

  

　　

　

行程：八千代プラザ(9:30集合)→ASABANプロジェクト→
　　　下野間の貴船神社（昼食）→オープンガーデン→
             エアレーベン八千代→八千代プラザ（15：00解散）
    　　全行程約９kmを歩きます
集合場所：多可町八千代区中野間650-1　八千代プラザ
持ち物：お弁当･お茶･レジャーシート･天候により雨具等
参加費：５００円

「亜麻の花とオープンガーデン」

(日)  体験教室　新聞紙クラフト

12(金)  でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（加古川発姫路経由）
　　～ホタル観賞の夕べ（俵田）～

13(土)  でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（三宮発西神中央経由）
　　～日本のへそでホタル観賞（畑谷川）～

　

10

　　　　　　

（火）
                                
５  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

参加者募集中

     

   7(日)  あぐり体験交流バスツアー 北はりまの初夏を食べよう
　　楽農体験と黒田庄牛の肉じゃがと県下最古の宝篋印塔

28 (日)  体験教室
　　播州織の布ぞうりづくり

ほうきょういんとう

 ～  6(水）GW限定　スイーツフェア西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル   レストラン「ラフィネ」和食処「織乃里」食事代＋450円で90分ｽｲー ﾂ食べ放題◆23-7833
～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
～31(日) 　加美区市原地区ちょっと照れくさい孝行のメッセージ展　多可町中区東山 那珂ふれあい館　5月の休館は11(月)12(火)17(日)18(月)25(月)26(火)◆32-0685
 ～31(日)      10時～18時  ブライトンクラブ  シャドーボックス展    西脇市西脇　旧来住家住宅◆月曜休館（祝日は開館、翌日に振り替え）◆23-9119　西脇TMO推進室
 ～6/30(火）多可町    第１回  山遊びフォトコンテスト　多可町の自然をテーマにした作品を募集　http://taka-yamaasobi.net/ 　◆32-4779　多可町観光交流協会
8(金)～ 10(日)10時～17時　春日焼龍胆窯個展　西脇市住吉町　春日焼龍胆窯　◆23-4080
10(日)１3時～16時（受付11時～）第21回   ﾀ゙ ｲﾜﾊｳｽ 全国少年少女野球教室　多可町中区岸上 多可町中央公園グラウンド   ◆32-2381多可町役場 生涯学習課
16(土)　子ども教室  緑の中で風とあそぼう～風車の万華鏡～ 多可町八千代区中野間エーデルささゆり芝生広場  参加費100円◆ 32-4328 多可町中児童館
16(土)～18(月)   佳生流多可支部　生け花展　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
17(日)10時～15時   月に一度の喫茶店(毎月第三日曜日）西脇市住吉町　カフェあんずの里  ワンコインランチ、コーヒー200円など◆ 22-8180
24(日)10時～11時半   体験教室　フレンチラベンダーとハーブのブーケ 多可町加美区轟 ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー ﾊﾟー ｸ多可　体験料2000円【要予約】◆36-1616
26(火)10時～17時　アトリエ個展シリーズ ＶＯＬ．３「古川樹」展～6/14 　 西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館◆ 月曜休館（祝日は開館、翌日に振り替え）　◆ 23-6223
30(土)①10時～12時半②13時半～16時  節句に飾ろう！糸のこ教室 "七夕人形編"  多可町中区糀屋なか・やちよの森公園湖畔の広場 参加費600円【要申込】◆30-0050
31(日)①13時半～ ②15時半 子ども科学教室　のぼり虫をつくろう  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
31(日) 9時半～11時　組みひもストラップ～伝統技法でオリジナルストラップ～ 多可町中区東山　那珂ふれあい館 参加費300円【要予約】◆32-0685

http://www.k-denku.com/blog/2015/03/524.html
http://www.k-denku.com/blog/2015/02/510-1.html
http://www.k-denku.com/event/
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