
【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】  6/ 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
　　　★5 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年6月1日発行   125号 125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、 サテライト 『森のようちえん　多可○○○○』 が活動している一場面です。
　このサテライトでは、 多可町の恵まれた自然の中で子どもたちがのびのびとありのままの姿で
遊べる場所を目指し、 保育士と保護者が協力して子どもたちの その時々の気持ちに寄り添いなが
ら活動しています。
 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！



2015年

  5 月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    小東さんと比べれば､NPO法人はまだまだ･･
　15（金）第14回NPO法人北はりま田園空間博物館通常総会

    　　良い天気と目に鮮やかな風景に感激！
10（日）散歩道「亜麻の花とオープンガーデン」　15人参加

　来賓に、北播磨県民局長の代
理として､藪本訓弘 北播磨県民局
県民交流室長、片山象三 西脇市
長、戸田善規 多可町長、坊垣昌

明 加古川流域土地改良事務所長をお迎えして総会が始まった。
　先ず、長谷川俊雄代表理事に代わり、村井副代表理事があいさつを
代読。続いて来賓の方々の祝辞。それぞれに､このNPO活動が継続で
きていることを評価していただいた。
　定数120名、出席37名、委任状49名で総会が成立。26年度事業報告
をパワーポイントを用いて各部長から行った後、26年度決算報告、26
年度監査報告が担当者からなされた。役員改選は、新たな理事に大西
小夜子さん藤原孝三さん、山本和樹さんが加わり、監事に小松原寿人
さんが2年間の任期で承認された。  27年度事業計画案、27年度収支予
算案ともに承認され､総会は無事終了した。

　さわやかな晴天のもと、夫婦や友
人と参加した人やおじいちゃんとお
孫さんとの参加などがあり、新緑の
山並みを楽しみながら、のんびりと
歩いた。
　八千代プラザで集合後、少しだけ
体操をし出発。野間川のゆっくりと

した流れに合わせるように、のんびりと語らいながら歩く。
　最初に立寄ったのがASABANプロジェクトの亜麻の畑。可憐で美し
いブルーの花が、出迎えてくれた。代表の門脇さん
から、亜麻について詳しく説明を聞き、実際に乾燥
させた茎を折り、上手に中の繊維を取り出すのを見
せてもらった。参加者も見よう見まねでチャレン
ジ。またASABANでは亜麻の実を入れた、亜麻仁ケ
ーキも販売していて購入される方も。

　来週は"亜麻の花祭り"の開
催と聞き、また寄りますねと参加者。こいのぼりに見送られ、田植え
準備中の田園風景に目をやり、フキノトウを見つけ、山フジに見と
れ、川のニゴイにおどろき、会話を楽しみながら、貴船神社(八千代区
下野間)に到着。涼しい所で各自昼食。
　その後は歴史に詳しいスタッフから貴船神社の拝殿と本殿の位置が
ずれている理由の説明があり､みなさん納得。歩き始めると｢ワラビが
出てる」と年配の方。「どれ？」と子どもたち。楽しいワラビ取り体
験とお土産ができました。オープンガーデンでは見事に咲く花を見な

がら庭主さんのお話を伺い、エアレーベン八千代へ。
　山際の影のところは涼しいけれど､日向は暑く･･エア
レーベン八千代のあっさりした豆乳ソフトは大好評。
一休みして集合場所の八千代プラザへ。「楽しい散歩
道でした」と、参加者の感想もあり、皆さん大満足の
うちに終了しました。

　休憩をはさみ､サテライト報告
は播州織パッチワークキルトの
小東風彩さん。会場後方に数々
の受賞作品が飾られていた。世
界的に活躍される小東さんは
「パッチワークを始めたのは16歳。それから46年パッチワークを続け
てきたけれど､それはやっぱり播州織が､パッチワークが好きだったか
ら。」若い頃はとても苦労され､パッチワークでやって行こうと決め
られたのは30代半ば。多くの出逢いと家族や多くの方の協力があって
ここまでこられたと。
　華やかな世界を歩いてこられたと思っていたが、苦労されたからこ
そ､パワフルな活動を続けてられたのだろう。小東さんのお話しは感
動的だった。今後もますますお元気で活躍されることを祈っている。

    捨ててしまう新聞紙が･･こんな素敵なバッグに！
　24（日）体験教室「新聞紙を使いエコバッグをつくろう」　20人参加

　身近にある新聞紙を使ってエコ
バッグを作る体験教室は、飛び入
り参加5名、外から教室内を覗き込
む方などもあり大盛況。
　参加者は全員女性で､作り方の資

料を受け取り様々な絵柄の新聞紙から好きな物を選び、見本のトート
バッグ・スマートバッグの作り方をスタッフから教わって作り始め
る。新聞紙を折る前に表に出る絵柄を考え､縦長横長どちらのデザイ
ンで作るかを決め､定規で型を付けたり、ボンドでのり付けしながら
新聞紙を折り、バッグの形にする。

　「ここはどうするの？」「もう少しこうしたらどう？」と同じテー
ブルの参加者と会話を楽しみながら､最後に新聞紙で作った取っ手を
付けて完成。慣れてくると「次
はどれを作ろうかな」と見本を
じっくり見直す。
　「またやってほしい」と言う
声が多く､指導したスタッフも満
足の様子。終了時には全員がい
くつもの作品を手に「楽しかっ
た｣と笑顔で教室を後にした。



５月号 『サテライトクイズ』 の答え　「ボール」

西脇市上比延町762　TEL：0795-23-0734

はりまコットンボール銀行やよい村

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
コットンボール各種と北はりまの特産品セットでした。

【総務部】
・新入会員の紹介、正会員に岸田光江さん（西脇市） が
入会。よろしくお願いします。
・6/3（水）8～9時半プランターの植え替え、
植栽の剪定作業を行います。ご協力お願い
します。

【広報部】
・6 月から情報コーナーショーケース展示は
森のようちえん多可こころねです。
・西脇市制 10 周年企画として､カウントダ
ウン画像応募があり、でんくうは 59 日前
（8/3 に西脇市HPか Facebook で掲載？）に

決定。内橋さんとでんくるの壁ドンです。

【都市交流部】
・9/27（日）交流バスツアー「燻製づくり
とグラウンドゴルフを楽しもう」を企
画。三宮 8 時発→西神中央→でんくう→
日時計の丘公園で燻製づくりとグラウ
ンドゴルフ（昼食は黒っこマザース弁
当）→帰路、参加費 5,200 円 (FUN くらぶ
4,940 円）。

 　ある外国人が「西脇は播州織の産地なのに、綿の
花はどこにも咲いていないのね。」
　その言葉にハッとした「エンヤス織布」の遠藤多久
雄さんは、早速自宅花壇で栽培してみて「花は短命だ
がきれい。コットンボール（綿玉）もかわいく、手軽に
育てられる」とわかり、種子を提供して収穫後に綿の
一部をもらう銀行を思い立った。
　この活動は全国に広がり、再び
日本で綿を栽培するきっかけにも
なっている。
　綿は世界で栽培されているが、
その繊維の長さや色、花の付き方
などで､用途や栽培地が決まる。ま
た、大量に栽培するため､農薬など
の使用も多い。しかし肌の過敏な

人や赤ちゃん用にオーガニック
コットンも栽培されるように
なった。大切に育てた綿を自ら
糸つむぎし､布に織る人もいる。
20 年前に始まった活動は､多く
の人に広がり､種は蒔かれ､毎年
収穫されている。

　綿はアオイ科の植物で、オクラ
の花に似ている。ちょうど今頃芽
を出し､大きく育つ。秋になる頃

堅い実を付けるが､熟す
と実がはじけ中から白い
綿が出てくる。
　その綿の実から､種と
白い ( 緑や茶色もある )
繊維を分け、繊維を揃え､

糸に紡ぐ。繊維の短い種の
綿は､布団などに使う。糸車
などを使って､時間をかけ
紡がれた糸は､織機でまた
時間をかけ1枚の布になる。
1 枚の布になるには慣れた
人でも何ヶ月もかかり、昔
の人の根気強さや､ものを
大切に使う気持ちに納得。

コマで糸を紡ぐ

種
取
り
機
を
使
う

糸車 繊維を揃える弓（左）と種取り機（右）

綿
の
茎
を
使
っ
た
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド

綿の実を使ったナチュラルなリース



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

 6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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー6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）

6月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

（金） でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

7月予告 

13
　　　　　　

　　　

『日本のへそでホタル観賞（畑谷川）』

行程：三宮(14:00発)→西神中央→加東市まち歩き→
　　　でんくう総合案内所→官兵衛の湯→こみせん比也野（夕食）
　　　→畑谷川（ホタル観賞）→西神中央→三宮(23:00頃）
持ち物 :   お風呂セット・懐中電灯（あれば）・天候により雨具等
参加費：4,560円（会員の家族友人 4,800円/小学生以下3,800円）

時    間：1３時～1６時
参加費：５００円
定　員：２５名　※要事前申し込み

　　

　

行程：加古川(14:00発)→姫路→加西まち歩き(五百羅漢周辺）→
　　　でんくう総合案内所→エーデルささゆり（夕食）→
　　　フロイデン八千代（ホタル観賞）→姫路→加古川(23:00頃）
持ち物 :   懐中電灯（あれば）・天候により雨具等
参加費：4,560円
　　　（会員の家族友人 4,800円/小学生以下3,800円）

(土)  でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

 

　

12
　　　　　　

　　

参加者募集中
12(日)  体験教室

　　杉原紙のランプシェード作り

ほうきょういんとう

（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～

7

（日） 体験教室
『播州織の布ぞうりづくり』    

28

行程：三宮(8:00発)→西神中央→でんくう総合案内所→
　　　（わらび探し）→六所神社と周辺の田園（楽農体験・
　　　昼食）→でんくう総合案内所→西神中央→三宮(17:00頃)
持ち物: 着替え・お茶等・汚れてもよい服装でお越しください
参加費：5,130円
　　　（会員の家族友人 5,400円/小学生以下2,700円）
                                            

～8日(月) 9時半～16時半 最終日13時まで   多可町の書家  ごとうみのる展覧会  多可町加美区鳥羽 杉原紙研究所 新ギャラリー  【水曜日定休日】 ◆36-0080
～9月30日(水)　17時半～22時半　ビアテラス　ステーキ＆生ビール 　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル   レストラン北側オープンテラス・店内◆23-2000
 2日(火)～14日(日)10時～16時  第23回  酒井義己水彩画展　西脇市西脇　旧来住家住宅◆休館日  月曜日（祝日の場合は翌日）◆23-9119　西脇TMO推進室
2日(火) 11時～12時　でんくうパソコン教室　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　1回500円　毎週火曜日開催  ◆25-2370
6日(土) 図書館まつり  本のリサイクル広場、おはなし会、布絵本展示、本の装丁体験、オープンカフェなど 多可町中区糀屋多可図書館◆32-5170

7日(日) 10時～12時  体験教室 そば打ち　西脇市黒田庄町門柳 西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場 【要申込】 ２，００0円◆28-4851
13日(土)13時半～ 第26回比也野よってけライブ「さわやかコンサート緑の風にのせて」西脇市鹿野町 こみせん比也野　入場料300円◆24-0120　　
14日(日)10時～12時 水辺の生き物調査　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】池に入れる服装で◆30-0050
17日(水) ～21日(日)10時～18時「ちぎり絵展」（芳田の里ふれあい館ちぎり絵教室作品） 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
20日(土)  13時半～15時半 セミナー「杉原紙雑記あれこれ～杉原紙総合調査事始～」 多可町中区東山　那珂ふれあい館 参加費１00円【要申込】◆32-0685
21日(日)10時～　曽我井のジュンサイまつり 　多可町中区曽我井

21日(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
21日(日)10時～15時　都麻乃郷あじさい園　あじさいまつり　西脇市坂本西林寺　都麻乃郷あじさい園　◆22-2387
26日(金)10時～講演「エスコヤマを支える～豊かな発想力の源は～」（講師パティシエ小山進さん）西脇市西脇　西脇市総合市民センター  体育館　◆22-5996

『ホタル観賞の夕べ（俵田）』

道の駅の割引券
１，０００円付！

道の駅の割引券
１，０００円付！
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