
【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】  7/ 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
　　　★6 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年7月1日発行   126号 126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！

※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

  この写真は、 サテライト 『多可町○○○エコプロジェクト』 が活動している一場面です。
 このサテライト名は何でしょう？○○○に入る漢字を含む３文字をお答えください。

　このサテライトでは、 神戸大学サークル " 木の家 " と交流をおこない、 減農薬にこだわった 「ひょう
ご安心ブランド農産物」 で地域の特産品づくりを推進し、 ひょうごふるさと館、 元町マルシェ、 おい
しんぼ館などでイベント販売をおこなっています。
　4月には "菜の花祭り "、 9月には "とれとれフェスタ "を開催。 加美区観音寺、 箸荷、 門村、 杉原、
中区西安田、 八千代区中野間の多可町 6集落からなっています。
　　　　　　　　　　

　 なたねの菜っちゃん
（減農薬菜の花の菜種から搾油）

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2015年

  ６ 月　　　　　　
こんなこと やりました！  忙しかった6月の活動

    　　新緑の山や庭に思わずシャッター　5/31（日）サテライト訪問スペシャル　29人参加

  美味しい肉じゃが、田舎でのんびり、最高！　7（ 日）あぐり体験バスツアー「北はりまの初夏を食べよう」21人参加

　晴天に恵まれ西脇市の六所神
社周辺で恒例の農作業体験。
まずは野間川の堤防でわらび取
り。時期が遅かったので少なか
ったが、わらびを見つけると嬉
しそうに袋に詰め込む。続いて
田植えに挑戦。苗の入ったカゴ

を持ち、冷たくてヌルヌルとした田んぼに驚きながら入り、一列
に並んで丁寧に苗を植えて行く。バスの運転手さんが「見てるよ
り」とズボンの裾をまくりあげ飛び入り参加。

  子どもの頃を思い出した！　12（ 金）バスツアー「ホタル観賞の夕べ（俵田）」　19人参加
　少し日差しがあり、暑さを感じる午後、バスは加西市北条町の
五百羅漢に到着。早速羅漢寺の中に入り､加西市歴史街道ボランテ
ィアガイド2名の案内で「いつだれがなんのために作ったかもわか
らない」風化して趣が出ている石仏を見学。少し歩いて北条節句
祭りの行われる住吉神社へ。広い境内と拝殿を見学し、お隣の酒
見寺（さがみじ）へ。立派な山門と境内に地蔵堂、多宝塔、新観
音堂、本堂、鐘楼などが並んでいる。1時間あまり、貸し切りのま
ち歩きで参加者にはのんびりと、充実したひと時だったよう。
　バスに乗りでんくう総合案内所へ。続いて緑の美しいエーデル
ささゆりへ。夕食前に広い芝生広場を散策するとリンデンバウム

　　ハーモニーパークで集合し、トーストやサラダ、箸荷いちご
園のイチゴなど、ボリュームたっぷりで豪華なモーニングと和や
かな会話を楽しみ、浄居禅寺へ移動。今日のために枯山水にして
もらった庭に、浴衣姿の幼児のモデルで色んな角度から撮影。
　続いて本堂に入り坐禅体験。今回は通常より短い15 分間。 和尚

  田舎ならではの弁当、お風呂にホタル･･　13（土）バスツアー「日本のへそでホタル観賞（畑谷川）」　36人参加
　三宮を14時に出発したバスは、加東市の地名｢やしろ｣の由来と
なった佐保神社と、山氏（やもり）神社へ。佐保神社は北播磨随
一の大社で、加東市観光ボランティアの案内を聞き境内に入る。
神社の由緒、義経との関係、秋祭などについて耳を傾ける。次に

少し歩き山氏神社へ移動。か
つて義経が戦勝祈願に植えた
「義経御手植えの松」があっ
たとされる場所や山氏神社に
残る白鳥伝説などの案内。バ
スへ向かう道中で興味津々の
参加者はガイ ドに質問攻め。

の花が咲き､甘い香りが漂ってい
た。美味しい夕食を頂き､参加者
同士お話をし、滞在型市民農園フ
ロイデン八千代へ移動。
　地元でのホタルの取組を伺うと
外はすっかり暗くなり、蛍の餌になるカワニナの飼育を見学後、ホタ
ル観賞。川向こうの山裾に点々と光るゲンジホタル。時々こちらに飛
んできたホタルに歓声。カジカガエルも美しい鳴き声で歓迎してくれ
ている。「小さい頃に見た時の気持ちがよみがえってきた」と感激す
る人も。ホタル観賞できる環境､それに関わる人々に感謝。

の鐘の合図で姿勢と心を整える。
厳かな雰囲気の中で、目を半開き
にし鼻で呼吸をしながら、自然の
流れに身を任せた。最後に写真撮
影が許され、坐禅で警策を受けているところを撮影。

　ようやくお楽しみの昼食。スタッフ手作りの新じゃがと黒田庄ビー
フがたっぷり入った肉じゃがとごはん。｢自然に囲まれて食べるのは
心地よくて美味しい、大満足です｣との声にスタッフたちも微笑む。
　昼食後ひと息つき、ツタンカーメン豆（エンドウ豆）の収穫。袋い
っぱいに詰め込み、次にじゃがいも掘り。土の中からゴロゴロと出て
くるじゃがいもを掘り、土産用の３㌔分を袋に詰め込んだ。
　「忙しい日々、田舎でのんびりとひと時を過ごせたのがとても癒さ
れ楽しかった。また来ます。」との言葉にスタッフ一同笑顔でバスを
　　　見送った。

　バスに乗りでんくう総合案内所へ移動し、買い物とトイレ休憩後官
兵衛の湯へ。多くの方が入浴し汗を流す。お風呂から上がると「気持
ち良かった」と晴れやかな表情。また浴室の床が畳だったことに「珍
しいな～」とも。ええまち比也野里へそ・で・ちゃの夕食弁当。田舎
のおばちゃんの手作り料理とお吸い物を堪能して、お楽しみのホタル
観賞へ向う。
　西脇市中畑町の畑谷川沿いは土曜日で大盛況。ホタルが光り始める
と「ホタル近くに来るかな」と思いながら待つ。「すごいな～」「あ
そこにいる」という声とホタルの乱舞。地元の方のおすすめスポット
も巡り、木に止まり光るたくさんのホタルには「まるでクリスマス ツ
リーのようだ」と感動の声も聞かれた。

対外活動
スケジュール  6月

  4日　西脇市立黒田庄中のフィールドワークで播州織関係のサテライトを案内　内橋副代表対応
14日　身近な水辺の環境一斉調査で加古川、杉原川、野間川3ヶ所でCOD、透明度などを観測　地域交流部対応
24日　鳥取男性１名に黒田庄官兵衛の地を案内　内橋副代表対応



６月号 『サテライトクイズ』 の答え　「こころね」

活動場所：多可町内の山、川、公園など　http://ameblo.jp/kokorone-taka/　

森のようちえん 多可 こころね

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名様にこころねの子どもたちが作ったうちわ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
〔道の駅 R427 かみ〕　多可町加美区鳥羽
播州百日鶏が味わえる道の駅 R427 かみ

【広報部】
・7 月の情報コーナーショーケース展示は多可町菜の
花プロジェクトです。
・無料 Facebook 初心者講習会を 8/8（土）、9（日）、25
（火）、26（水）の 13 時～ 15 時（9日のみ 10 時～）でん
くう総合案内所体験室で開催。スマホ、タブレット、
ノート PC持参、講師は中村稔さん（中村屋）。
・北はりまのお得情報満載のメールマガジン、発信に向
け準備中です。

【都市交流部】
・9/13（日）でんくうまつりは例年どおり開催予定で企画
中。ステージアトラクション、青空市で協力頂けるサテラ
イト募集中です。
・バスツアー「ひと足早いサツマイモ掘り」は 8/23（日）8
時明石発→西神中央→でんくう総合案内所→ひと足早い
サツマイモ掘り→春蘭荘（ラベンダーパーク多可の弁当で
昼食）→梅花藻→でんくう→小野市浄土寺→帰路。大人
4,200 円、子ども 3,800 円、3 ㎏のサツマイモと千ヶ峰
TAiYAKi 宮崎のたい焼きがお土産。
・ボランティアガイド養成講座入門編は 9/15 ～ 17 の 3
日連続で 13 ～ 16 時、でんくう総合案内所体験学習室、定
員 20 名、受講料は 500 円。9/29（火）には 19 ～ 21 時でん
くう総合案内所体験学習室でおもてなし講演会（ひょうご
ツーリズム協会竹井正子氏）を開催。
・入門編修了者対象のボランティアガイド養成講座上級
編は全 4回、9～ 10 月に開講。
 

 　森のようちえんは 1950 年頃デンマークで「幼い時から自然とふれあう
機会を与え、子どもたちに自然の中でのびのびと遊ばせたい」という願いを
持つ母親たちが自分の子どもたちを連れ毎日森に出かけたのが始まり。そ
の後北欧を中心に広がり、日本でも 10 年ほど前から広がりをみせていま
す。
　森のようちえん多可こころねは、多可町の豊かな自然を舞台に､様々な体
験をすることにより子どもたちの心の根っこが大きく育つよう開園しまし
た。日々自然の中で活動しています。
　自然の中に身を置くことで､四季の移り変わり、命の大切さを子ども自身
が学び取り、こころと体のバランス感覚を養います。
　子どもたちのやりたい気持ちを大切に、子どもの気持ちに寄り添う保育
をしています。
　年間を通して季節ごとの行事を大切にし、昔からある手遊び、わらべ歌、
絵本の読み聞かせ、造形、自然農、野外料理、田植え、餅つきなどの活動もし
ています。

3歳から就学前　　★月～金曜　9時 15 分～ 14 時　預かり保育（保護者のお当番あり）

赤ちゃんから就学前　　★第 1、2､3 金曜開催　平日親子クラス

　　　　　　　　　　　★第 4日曜開催　休日親子クラス

☆保育士 ( 有資格 )2 名が保育しています。

kokorone_taka@yahoo.co.jp へご連絡下さい

　

森の小さな水たまりに何かいる！

自分の着替えやおにぎりを持って

何か見つかるとみんなで観察

5月の暑い日、元気に水遊び

レンゲやタンポポで素敵な髪飾り

銀杏に登ってウクレレを･･

随時園
児募集

中



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

 7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7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）

7月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

８月予告 

　　　

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：（三角のランプシェード制作の方）１,３００円
　　　　（四角のランプシェード制作の方）１,５００円　
定　員：２０名　※要事前申し込み
　　　　　　　　　　　　　　
講師は、杉原和紙販売所でんでんのスタッフが行います。
「和紙の手触りの良さ・温かみ」に魅せられてください。
　

　　

　

 

　 12

　　　　　　

　　

参加者

募集中

22
（火）

                                

～10日(金)10時～18時　ラベンダーのシーズン!!ラベンダーファーム　多可町中区間子ラベンダーファーム   入園無料   期間中は無休◆090-1678-8455
～12日(日) 都麻乃郷あじさい園開園　西脇市坂本西林寺　都麻乃郷あじさい園　◆22-2387
～7/28(火) 柿渋染め和紙の作品展　多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」（杉原紙研究所となり）◆水曜日定休   最終日１3時まで◆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(木)～14日(火)クラフト三人展  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
  4日(土)17時～18時半  ﾌｧｲｱｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ七夕＆打ち水ライブinﾌｫﾙｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ   西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン"Na-sya"◆28-5120
  5日(日) 14時～ 結成20周年記念公演  和太鼓衆響  多可町中区中村町 ベルディーホール 【要チケット購入】◆35-0062　きはら呉服店
12日(日)①13時半～②15時半～  偏光まんげきょうをつくろう  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　
16日(木)～31日(金)ごとうみのる＆齊藤公志郎コラボ企画作品展   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
18日(土) 10時～15時　ブライダルフェア　　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル  　入場無料　先着３０名様限定　◆23-2000 
19日(日) 10時～ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰｸ多可の花あそび ラベンダー精油抽出＆香りmist　多可町加美区轟 ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー ﾊﾟー ｸ多可【要予約 3,500円】 ◆36-1616
19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
20日(月)10時～14時　ダッチオーブンでピザづくり　多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　湖畔の広場  参加費  500円【要申込】◆30-0050
25日(土)13時半～15時  伝統の食文化  体にやさしいお豆腐づくり  多可町中区東山　那珂ふれあい館 参加費  500円【要申込】◆32-0685
26日(日)10時～15時　昆虫観察会　多可町中区糀屋なか・やちよの森公園湖畔の広場 　参加費   300円【要申込】　◆30-0050

７  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

  1回 500円　
持ち物 ：ノートパソコンを持参下さい

 　  体験教室
 『杉原紙でランプシェード作り』
     和紙を通した優しい灯りを楽しもう♪

（日）

  １ (土)・              (土)     夏休み子どものための 工作教室
場　所：でんくう総合案内所 体験学習室・特設テント
時　間：1３時～1６時ごろ
参加費：２００円　
定　員：３０名　※要事前申し込み
木・竹・紙・布・ペットボトル・牛乳パック・ストローなどを
使っていろんな物を作ってみよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　※小学生向きの工作です

  23  (日)     あぐり体験ツアー
『ひと足早いさつまいも堀り
　　　　　　大袋の梅花藻　小野の国宝浄土寺』

行程：明石(8:00発)→西神中央→でんくう総合案内所→
　　　ひと足早いさつまいも堀り(山寄上）→春蘭荘（昼食）
　　　→ 梅花藻（大袋）→でんくう総合案内所 → 浄土寺 
             → 西神中央→三宮(17:00頃)
定　員：４０名　※要事前申し込み
持ち物： 軍手・スコップ・お茶等・汚れてもよい服装
参加費：3,990円（会員の家族友人 4,200円/小学生以下3,800円）
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