
【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】  9/ 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
　　　★8 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年9月1日発行   128号 128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、 昨年のでんくうまつり＆播州つながりマーチの一場面です。
 今年も 9 月 13 日 （日） に開催されます。 このイベントで必ず登場するでんくうのマスコットキャラ
クターは？加東伝の助でもなく、 たか坊でもなく、 牛兵衛でもない右端にはずかしそうに写っている・・

　でんくうとは、 北はりま地域 （西脇市・多可町） の豊かな自然や歴史文化・伝統産業のほか、 住民
の生活そのものまでも含めた有形・無形の地域資源を博物館のサテライト （見どころ） として展示する
「地域まるごと博物館」 です。 豊かな緑の大地をぬける風は、 四季折々の香りを運び、 里には様々な
サテライトが息づき、 人の営みがあります。 私たちが愛する " 北はりま " のことをもっとたくさんの人
に知っていただきたいという思いで様々な活動を行っています。
　　　　　　　　　　

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2015年

  8 月　　　　　　
こんなこと やりました！  8月の活動

    　　親子仲良く､夢中で･･　1(土)・22(土)体験教室「夏休み子どものための工作教室」　22人＋26人参加

　ノート PC 持参の人は順番に
ネット環境の接続から。 スマ
ホの人も多く「メールは少し
するけど、なんちゃらフェイ
ス なんちゃらは見たこともあ
りませんヨ」と。

　講師の中村さん(中村屋)から、まずは良く使う言葉や単語の説
明。いざ、フェイスブックの新規登録へとの流れの中、「ご自分
のアドレスはご存知ですか？」に「？？？？」と数名。そこで、
まずはヤフーでのアドレス登録から。アドレス取得が終わり、よ
うやくフェイスブックの 新規登録。 

  最初は？できるようになれば＼(^o^)／　8(土)・9(日)・25(火)・26(水)　Facebook初心者講習会　13＋6＋14＋9人参加

　連日の真夏日。全国各地で猛暑日を記録。そんな暑い夏休みは
涼しいでんくうの「夏休み子どものための工作教室」へ。神戸や
明石からの参加者もあり、当日飛び入りの参加者も含め、22名の
子ども達が、工作を楽しみました。
　播州織の布を利用したうちわ作りや、クラフトテープを編み込
む小物用カゴ作り。円筒の型紙に色紙などで飾りつけをした小物
入れ、綿ぼこアートなど子ども達は、お気に入りの工作を夢中で
楽しみました。
　低学年の子どもが多く、ちょっと難しいところは保護者がお手
伝い。スタッフの作った見本を見ながら「あ～、そうなんや～」

　その頃には、この講習会で初めて出会われた隣の人とも、なんとな
く連帯感ができ、 共同作業的に、作業（講習）が進んでいき、早速お
隣さん同士で、お友達設定も。 
　友達の検索をすると「あーーうちのパパや」とか、「これ息子なん
よ」と友達申請も。
　限られた時間の中で、全ての講習内容はこなすことができませんで
したが、中には「26日にもう一度来ますね」と申し込みをされる方々
も。
　実際に登録など行いながらの講習のため、人により多少進み具合が
違いますが、初心者講習ですからゆっくりと気軽な気持ちで講習にご
参加ください。9月と10月にも講習会を開きます。

　夏らしい晴天に恵まれ、
明石を出発したバスはでん
くう総合案内所で採れたて
野菜や特産品をお買い物。
その後、バスで談笑を楽し
みながらひと足早いさつま

いも掘りの会場、多可町加美区山寄上へ。集落の方や遠方からの
来客で賑わっていて、早速さつまいも掘りを体験。1区画には10
本の苗が植えてあり品種は「紅あずま」(とても甘くさつまいもの
王様)です。童心に返ってスコップ片手にさつまいもを傷つけない
ように慎重に掘りました。1人あたり３～５kgほど収穫。
　一汗かいたところで、お昼はバスで春蘭荘へ。ラベンダーパー
ク多可のお弁当で、地元産の食材をたくさん使いボリュームたっ
ぷりでどこか懐かしい味がしました。

  掘りたてのサツマイモは綺麗！　23(日)あぐりバスツアー「ひと足早いサツマイモ掘り体験」27人参加
　春蘭荘でお昼休みをとった後は、多可町加美区大袋へ移動。食後の
運動にと田んぼの水路脇を散歩し、水路に咲く梅花藻の花を観賞。澄
んだ水の中に、小さくて白い花がとても可愛らしかったです。
　梅花藻の観賞後、バスに乗り千ヶ峰TAiYAKi宮崎で焼きたてのたい
焼きを買いバスの中で食べました。焼きたてで皮もぱりっとしてい
て、しっとりとしたあんことのバランスが絶妙でした。そしてバスは
再び田園風景の中を走りでんくう総合案内所へ。
　休憩とお買い物の後、小野市浄谷町にある国宝浄土寺へ。浄土寺で
は浄土堂中央の須弥壇に安置されている阿弥陀三尊像を見学。三尊像
の後方から西日が射し、堂内全体が朱赤に深く輝くように染まり、雲
座の上に位置する三尊像が浮かびあがって来迎の風景が現れました。
　参加者は、自分達で掘ったさつま
いもの味を楽しみに帰路につきました。　

「よし！できたぞ」と。 子どもも
保護者もニコニコの笑顔。
体験学習室の外から中の様子を見
ていた親子。
「何、作れるんやろ～」「やってみる？」「やりたい！」と、飛び入
り参加となりました。
夢中に黙々と作る子。大満足の笑顔で完成品を見せてくれる子。
ちょっと上手くいかず困り顔の子。隣の作っている物が気になってし
かたな い子。
　のんびりと楽しい工作の教室でした。

対外活動
スケジュール

 9月

 8月
18日　法政大学大学院 政策創造研究科  関さん　卒論調査取材　村井･内橋副代表、大西理事対応
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3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
30日　加古川視力障害協会アイの会27名　でんくう案内人(内橋)が杉原紙研究所、マイスター工房八千代などのガイド

30日　西脇市歴史探訪バスツアーに観光ガイドとしてでんくう案内人2名対応



８月号 『サテライトクイズ』 の答え　「木縫」

西脇市住吉町124
℡0795-22-8267

木縫の里

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名様に木縫の里特製寄せ植えと北はりま
の特産品セットでした。

【総務部】
・でんくうまつりの 12 日の準備･13 日の片付け、お世
話になりますがよろしくお願いします。
・10/31 ～阪南大学、国際観光学部吉兼ゼミ 13 名とで
んくうの観光事業についてコラボの予定。

【広報部】
・9 月の情報コーナーショーケース展示はでんくうま
つり、北はりま観光パスポートの PRです。

【都市交流部】
・バスツアー「紅葉の名勝　柏谷山西林寺と小東風彩パッ
チワークキルト体験」は 11/22（日）三宮 8時発→西神中央
→でんくう→西林寺→宮ノ本春日神社（官兵衛の湯の弁当
で昼食）→ストリートフェスティバル→播州織パッチワー
クキルト ( 体験）→でんくう→帰路。3,990 円。

・ボランティアガイド養成講座、ぜひご参加下さい。

【特産品部】
・お買い物にお得なポイントカード導入に向け準備中で
す。10 月実施予定で、準備が整いましたらお知らせします
ので､登録お願いします。
・冷蔵ショーケースを扉付きの冷蔵庫に交換します。
 
【事務局】
・トイレの照明はセンサー付き LED に切り替え完了。続い
て情報コーナーの照明を順次 LEDに切り替えします。

 　木縫の里は、自宅の庭や裏山を開放し、里山や川で遊
びながら、人と自然が気軽に交流できる場づくり、人間
と自然が会話できる取り組みをしようと始めました。
　夏はゲンジボタル・川あそび、秋冬春は森あそびなど、
里山や川での楽しい自然体験を通じ

ドングリ
で作った

カレンダ
ーボード

手づくりのピザ窯で
　季節のピザを楽しむ

田車除草の体験中！

「人も自然も大切にする人になってね」「身の周りの物を大
切にする人になってね」 を伝えています。
　5・10 月にオープンカフェを開催。また四季を通して自
然体験するためのインタープリター（人と自然をつなぐ案
内人）も常駐。ご興味のある方は是非、お問 い合わせくださ
い。
　

き　ぬ

雑木林はおもしろい
ことがいっぱい！

竹や
木で
作る
クラ
フト
は

世界
にひ
とつ
だけ

川で魚取り＆水遊び

365 日オープン

ただし、ゴミとケガは

お持ち帰り下さい。



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

 9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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー9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）

9月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

10月予告 

　　　

　　

　

 

　

　　　　　　
参加者

募集中

（火）
                                

～9/27(日)     「つくし誰の子スギナの子」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　◆23-2772
～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
  6日(日) 13時～　西脇高等学校吹奏楽部♪定期演奏会♪第33回へそコンサート西脇市郷瀬町　西脇市民会館　大ホール　◆22-5715
12日(土) 9時半～11時　考古学博士になれる！！親子で発掘体験　多可町中区東山　那珂ふれあい館  参加費  150円【要申込】　◆32-0685
12日(土) 13時～ 　高齢者の生活と暮らし方   西脇市立音楽ホール   アピカホール   無料　◆24-0177　織錦在郷倶楽部
13日(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 　無料【要申込】　◆32-0685
19日(土) 10時～　石窯ピザ＆カフェ  スオミ ガーデンズ  オープン!!   多可町中区安楽田　ハーブ＆ログ　スオミ　◆32-4113
20日(日) 10時～15時　 月に一度の喫茶店(※毎月第三日曜日のみ）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(日) 13時半～ ﾗﾍ ﾝ゙ﾀﾞー ﾊﾟー ｸ多可の花あそび 植物を素敵に活ける point 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可  3000円【要申込】　◆36-1616
22日(火・祝)  ①13時半～②15時半～ つくって食べよう！電気パン 西脇市上比延町にしわき経緯度地球科学館「ﾃﾗ・ﾄﾞー ﾑ」【入館者無料】◆23-2772
23日(水・祝)  ①10時～②13時半～ 糸のこ教室！ハロウィンに飾ろう♪  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
23日(水・祝)  13時半～15時半  美術館講座 第1回「ﾄ ﾛ゙ー ｲﾝｸ゙ から始めよう！」西脇市上比延町西脇市岡之山美術館研修室  3000円【要申込】◆23-6223
26日(土)  13時～16時 木のﾊﾞﾀｰﾅｲﾌづくり  多可町中区牧野北播磨余暇村公園内ココロン那珂・chattanaの森  3500円【要申込】　◆32-4111

 8  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周辺
時　間：10時～15時半
フリーマーケットやステージアトラクションなど
楽しい催し物を用意しています
　　　　　　　　　※詳細はチラシをご覧下さい

『燻製作り体験とグラウンドゴルフを楽しもう』

 27（日）

10/4(日)　   あぐり体験ツアー
                            『秋の味覚を味わおう』
　　　　　　稲刈り・里いも掘り・餅つき等

10/18(日) 　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』

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： 9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

満員

　御礼

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

でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

 29（火）おもてなし講演会【無料】要申込

場  所 ：でんくう総合案内所 体験学習室
時  間 ：19時～21時
講  師 ：竹井 正子 氏 （ひょうごツーリズム協会）
　観光客が再び訪れたいと思うような観光地づくりを一緒に
　学びましょう。店頭で接客をされている方は是非ご参加ください。
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