
【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】  8/ 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
　　　★7 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年8月1日発行   127号 127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

  写真は、 『○○の里』 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２文字をお答えください。

　ここでは、 自然環境に親しみながら、 色々な問題に気付き解決するために行動する仲間を増やすこと
をコンセプトにしています。 夏はげんじぼたる、川あそび、秋冬春は森あそびがあり、5、10月にはオー
プンカフェ （ピザ ,クレープ ,コーヒーなど） を開催します。
　四季を通して自然体験するための指導者も常駐しています。
　　　　　　　　　　 所在地 /西脇市住吉町 124　TEL/0795-22-8267　FAX/0795-22-8287 

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2015年

  7 月　　　　　　
こんなこと やりました！  7月の活動

    　　手作りで素敵な健康布ぞうり　6/28（日）体験教室「播州織の布ぞうりづくり」　29人参加

　人気企画の播州織の布
ぞうり作り、今回は初め
ての参加者が多くスタッ
フにも気合が入る。
　播州織をテープ状に細
く裂いたハギレを受け取
りぞうりに編んでいく。

先ず、それぞれ好きな柄のハギレを選ぶ。
　編み板を使って編むが、木製の編み板が足りな
いためハンガーで作った編み機も用意。それに芯
となるハギレをかけ、そこにぞうりになるハギレ
を約 20 本つなぎ 合わせながら編む。まず、つま先
部分を作るのに苦戦、スタッフが付き添いながら
納得するまでやり直す。引っ張る力の入れ方によ
って幅が広すぎたり狭くなったりするため見本と
重ね合わせながら調整する。

  ほのかな明かりで杉原紙の歴史を感じて　12（日）体験教室「杉原紙でランプシェード作り」　19人参加

　講師に多可町加美区鳥
羽の杉原紙販売所でんで
んのスタッフ３名を迎
え、でんくう体験教室に
て『杉原紙でランプシェ
ード作り』が開催されま
した。
　杉原紙の歴史と伝統に

ついてスタッフから説明のあとランプシェード作りの開始です。
　まず、杉原紙をランプシェードの枠の一面ずつの大きさに切っ
て貼り付けていく作業です。ちなみにこの枠は、杉原紙の原料の
楮（こうぞ）の木で出来ています。
　杉原紙を切る場合は折り目を付けてから切る箇所を水で濡らし
てちぎっていきます。出来るだけハサミ等を使用しないのは、紙
の風合いを損なわないようにするためです。和紙
にあまり触れたことのない参加者は、実際にさわ
ってみて和紙の丈夫さに驚かれていました。
　三角形のランプシェードは三面に、四角形のラ
ンプシェードは四面に杉原紙を貼り付ければラン
プシェードらしくなってきました。
　最後の作業は一番個性が出るランプシェードに

　鼻緒の部分を作る工程にも
ひと苦労、スタッフが寄り添
い ながら指導する。鼻緒がで
きると完成に向けて編んでい
く。
　友人同士や親子、家族での
参加が多く、会話や笑い声も

聞こえる。「もう少しで完成かな」と言いつつも
他の方の進み具合も気になるよう。編み終わる
と、布ぞうりの形を整え最後に残ったハギレで 前
緒を付けて完成、この作業を 2 回行い両足作る。
片足作ると慣れてきて編むペースが上がった方も
いた。両足作るのに時間が足りなかった方もいた
が、「いい体験をした」と苦労して編み上げた My 
布ぞうりに満面の笑み。 さっそく「家に帰っても
う一回作る」と。さて上手に出来た かな？

飾り模様を張り付ける作業で
す。スタッフが用意した星形
や丸いドット模様の紙や押し
花などを張り付けます。中に
は、スタッフも驚くようなア
イデアで飾り付けをされる参
加者も。
　出来上がったランプシェー
ドを並べて参加者全員で記念
撮影を行いました。
　「わぁ～キレイ！！」と声があがり、室内は杉原紙を透したやさし
い光に包まれました。
　作業は2時間ほどでしたが立派なランプシェードが完成し、参加者
からは「スタッフの方々ありがとう。またこんな企画があれば参加し

たい。」という声を多数頂きました。ありがとう
ございました。

対外活動
スケジュール

 7月

 8月

 24･25日　神戸市西区西神中央夏まつりに協賛参加　納入者黒糖丸本舗出店

20日　朝来市山東町粟鹿 創作ギャラリー&カフェ沙蔵へ　布ぞうりづくりの講師派遣　藤原部長他2名
24～26日　西脇工業高校インターンシップ2名受け入れ　特産品部対応



7月号 『サテライトクイズ』 の答え　「菜の花」

加美区観音寺、箸荷、門村、杉原、中区西安田、八千代区中野間
http://kannonji.jimdo.com/

多可町菜の花エコプロジェクト

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。

【総務部】
　　　　　　新登録サテライト
〔伊勢和山極楽寺〕　多可町八千代区中野間

【広報部】
・8 月の情報コーナーショーケース展
示は木縫の里です。
・無料 Facebook 初心者講習会を 9 月
もでんくう総合案内所体験室で開催予
定。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）。
・北はりま観光パスポートを編集中！
発行はHP・Facebook でお知らせしま
す。お楽しみに！

【都市交流部】
・あぐり体験バスツアー「稲刈り・里芋掘り・餅つき・秋
の実り！」は 10/4（日）三宮 8時発→西神中央→でんくう
→六所神社（あぐり体験・豚汁と餅の昼食）→でんくう→
帰路。FUNくらぶ会員 4,655 円（新米 1kg・里いも 500g・
秋の実り等お土産付き）、子ども 3,500 円（お土産なし）。
・日本一長い散歩道を歩こう「官兵衛の里から古奈為神社
を歩く」は 10/18（日）、黒田公民館 9時 30 分集合→天狗
山登山→黒田城址→荘厳寺（昼食）→官兵衛生誕の地→八
王子神社→古奈為神社→JR 船町口駅⇒JR 本黒田駅→黒
田公民館（全長 10km）。現地集合･解散で 500 円（JR 乗車
券含む）

【特産品部】
・8月末まで「お買い上げ 1,000 円ごとに 200 円の商品券
をプレゼント」を実施中。この機会に道の駅でお得なお買
い物をどうぞ。
 

 　私たちは多可町（加美区観音寺、箸荷、門村、杉原、中区西安田、
八千代区中野間）6集落の農家で構成。農作の過程で出る廃棄物ま
で残さず再利用する、環境に優しい次世代の農業（循環農業）を実
践しています。私たちの菜の花栽培は従来のようにただ菜種油に 
加工するだけにはとどまりません。加工後に残った油かすは単な
るゴミとするのではなく、肥料や飼料として使い切ります。
　また、菜の花はさまざまな面で私たちのむらづくりに一役買っ
てくれます。まず、製造された油は、「菜種油 “なたねの菜っちゃ
ん”」としてブランドを確立、都市部でも販売し、ご好評をいただい
ています。さらに、放棄田となった土地を菜の花畑とすることで、
景観づくりにも役立ってくれています。春、菜の花畑は咲き誇る
花で一面黄色に美しく染まり、菜の花祭が行われます。
　それぞれで取組は違いますが、例えば観音寺集落では菜の花と
そばの二毛作を行っており、菜種油とそばは観音寺の特産品とし
て販売しています。また霊峰千ヶ峰の綺麗なお水で育てたお米
「千のしずく米」も観音寺の特産品です。そして神戸大学サークル
" 木の家 " と交流して 6 年になります。都市部と農村との交流を
しながら地域の特産品の販路拡大を推進しています。
　道の駅北はりまエコミュージアムでもなたねの菜っちゃん（菜
種油）やそば粉を販売中です！

安心安全な加工品の販売

今年の菜の花まつり　鹿の被害など
ありながらも、無事花が咲きました。

田植えには神戸大学サークル“木の家”の
メンバーが手伝いに来てくれました。

田植機の田植えも体験中！

“木の家”のメンバーはここでも活躍。菜種は
さやをよく乾燥し、足で踏みつけ脱粒。

次に唐箕を使って種とゴミを選別します。

種から絞った貴重な油は秋のとれとれ
フェスタや各所で販売されています。

とうみ



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

 8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8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）

8月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

9月予告 

　　　

　　

　

 

　

　　　　　　

　　

参加者

募集中

（火）
                                

～8/9(日)        合併１５周年記念「黒田庄和牛肉のお中元セール！」西脇市黒田庄町岡　JAみのり特産開発センター ◆28-5155
～8/31(月)　書家　ごとうみのる展　8/1・8/9・8/13・8/16・8/31の10:00～ごとうみのる氏 来園予定　多可町加美区轟 ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー ﾊﾟー ｸ多可 ◆36-1616 
～9/28(月)      高校生による「第14回清流の書展」多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」◆水曜日定休   最終日１3時まで◆36-0080
～9/30(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
～11/8(日)「木でつくる恐竜ワールド」展 ～   西脇市上比延町  にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」◆月曜休館（祝日は閉館、翌日に振り替え）◆23-2772　
  2日(日)～30日(日)  10時～17時 第１回  西脇 ｱー ﾄﾌｪｽﾃｨﾊ ﾙ゙2015   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(火) 18時～20時　官兵衛の湯　納涼感謝祭　西脇市鹿野町　官兵衛の湯　◆22-5526
15日(土) 13時半～15時　ビーズで飾るオリジナルキーホルダー　多可町中区東山　那珂ふれあい館 参加費  400円【要申込】◆32-0685
16日(日) 11時～15時　夏のこどもまつり 西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル　2Fグランドホール   ◆23-2000
19日(水)～21日(金)「花と千穂の世界」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　
21日(金)13時～15時 夏休み宿題お助け企画 森の貯金箱づくり 多可町八千代区俵田なか・やちよの森公園渓流の広場  参加費500円【要申込】◆30-0050
22日(土) 第19回「リトルピアニストの大っきなコンサート」西脇市立音楽ホール   アピカホール◆23-9000
22日(土) 17時～ 落語と講談  二人会ー桂九雀＆旭堂南海－  多可町八千代区中野間八千代プラザ大ホール 大人1500円 高校生以下500円

29日(土) 10時～  図書館まつり「ありがとう図書館」西脇市西脇　生活文化総合センター 西脇市図書館　◆23-5991
30日(日) 11時半～ 音楽がやりたくて　夏フェスしちゃいました2015in多可　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可 ◆36-1616

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

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

『ひと足早いさつまいも堀り
　　　　　　大袋の梅花藻　小野市の国宝浄土寺』

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 （小野市）→ 西神中央→明石(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）

  1             （土）

（土） 22 
・　　　　　夏休み子どものための 工作教室  23（日）あぐり体験ツアー

9/13(日)『第１３回  でんくうまつり』
　　　　　同時開催　第３回播州つながりマーチ

9/27(日) 　バスツアー『燻製作り体験と
　　　　　　　　　　    グラウンドゴルフを楽しもう』

フェイスブック初心者講習会【無料】要申込

場  所 ：でんくう総合案内所 体験学習室
持ち物 ：スマホ・タブレット・ノートPCいずれかを持参下さい

開催日： 8月～10月 時間・曜日も色々お問い合わせ下さい
　　　　 講習内容は毎回同じです

参加者

募集中
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