
【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】  10/ 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
　　　★9 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年10月1日発行   129号 129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

この写真のサテライト名は何でしょう？ヒントを参考にサテライト名をフルネームでお答えください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒント：ハーブ＆ログ○○○
　ハーブの香りただよう庭と、 フィンランド製ログハウス。 ハーブのオープンガーデンで、 自然と
共に生きる喜びを、 花の香りを全身で感じてください。 手作りのハーブ製品も販売中。
ログハウスはキットをフィンランドより直輸入で販売。 丸太のチェーンソーアートの作品も販売して
います。 ２０１５年９月OPEN!! - 石窯ピザとハーブ喫茶 - 手作りの石窯で焼くナポリピザ。 庭で
採れたハーブを使った喫茶メニュー。 ぜひお立ち寄りいただいて、 のんびりとお楽しみください。

所在地 /多可町中区安楽田 980-45　TEL/0795-32-4113　FAX/0795-20-3018

E-Mail/suomi-jp@nifty.com　http://www.suomi-jp.com/
応募してプレゼントを
　　当てよう！

手作り石窯でのピザ会



2015年

  9 月　　　　　　
こんなこと やりました！  9月の活動

    　　サテライトの魅力にあふれた作品･･　27年度サテライトフォトコンテスト　応募総数●●点　最優秀作品1点　優秀作品2点　入選23点

　初日は自己紹介や講座の趣旨や概要の説明、でんくう案内人の
説明。ガイドには都会からのお客様に対し、北はりま地域の観
光・歴史・自然などの魅力を紹介するために必要な知識を持ち得
るだけでなく、お客様に対しての応対や話し方を含め、どうおも
てなしをするかなど、基本的なことを学びました。

　2日目は、先輩ので
んくう案内人2名よ
り、西脇市と多可町の
歴史や自然･観光地など
の魅力、伝え方など実

  北はりまの案内人を目指して　15(火)～17(木)　ボランティアガイド養成講座（入門編）8人参加
体験を交え、北はりまの魅力を熱く、時にユーモラスに講義。
　最終日は、北はりまのイベントとでんくうについての講義。市や町
の企画､各地域やお店で開催されるイベントなど年間1,000を超えるイ
ベントが北はりまで開催されており、その中から多可町八千代区内の
秋祭り「りょんりょん」についてビデオで学習。また、NPO 法人北は
りま田園空間博物館の目的や成り立ち、今までの出来事などを学び、
３日間の養成講座を終了。3日間共に参加と修了試験を終えた6名に修
了証が渡され、今後でんくう案内人として活躍が期待されます。
　今後も北はりまの魅力を来訪者に紹介する、ボランティアガイド の
養成を行います。次の機会に受講してみませんか。　（山本）

　爽やかな好天の下広い会場には青空市、サテライトからの出店、
フリーマーケット 60 店舗、播州つながりマーチからは 55 店舗と
食料品や雑貨などたくさんのお店が軒を連ね、開店すると同時にた
くさんの人で賑わっていた。
　特設ステージでは、子ども太鼓教室「げんき」の和太鼓演奏から始
まり、吉川 昌山千さんの竹山流津軽三味線、宮崎 亜衣里さんのギタ
ー弾き語り、でんくうまつりがホームグラウンドと言うファイアー
ベンチャーズとダンスチーム和輝愛逢とハワイアンフラ 西脇アロ
ヒとのコラボレーション。はら☆しょうたとその仲間たちによる大
道芸。ダンスチームあまのじゃく、K-Dreamのよさこい踊りと迫力
のあるパフォーマンスでステージは盛り上がった。　　

  恒例9月のイベント！　13(日)　第13回でんくうまつり＆第３回播州つながりマーチ　来場者6,500人
　ロータリーこどもの森では、兵庫教育大学の学生によるシャボン玉
飛ばしやビー玉迷路、忍者対戦、紙芝居など、体育館では播磨鉄道の鉄
道模型が子ども達の好奇心をぎゅっと掴んでいた様子。
　ゆるキャラは、恒例のでんくる、にっしー、牛兵衛、加東市マスコット
加東伝の助、たか坊に加え北播磨県民局の北歩くん、大山病院のふくち
ゃんが参加し、子ども達との写真撮影では引っ張りだこ。会場内をぐる
っと一周すれば楽しい･おいしいものがいっぱいのお祭りになった。
　イベント運営や片付けまで手伝っていただいた西脇北高校のボラン
ティア部の皆さん、その他大勢のボランティアスタッフの協力により
年を追うごとに良くなっています。年に一度のでんくうまつり、今年来
られた方も来られなかった方も、来年もお待ちしています。　　　（石塚）

対外活動
スケジュール  9月 25日　京都ロイヤルツーリスト:老人クラブ桃和会33名に長明寺､日本へそ公園､けんしん亭､西林寺をガイド　内橋案内人

30日　西脇市:歴史探訪会30名に荘厳寺・兵主神社・極楽寺・旧來住家住宅など観光ガイドとしてでんくう案内人2名対応

優秀賞　「スゴイ」篠田敏宏　
( 杉原川 )最優秀賞　｢水面に浮かぶ紅葉｣村上光臣　

( 多可町北播磨余暇村公園 )

優秀賞　｢たわむれ｣　松岡直美　
( 浄居禅寺 )

＊入選作品はホームページで紹介しています。ご覧下さい。

ほっぽ

ファイアーベンチャーズの演奏と
ハワイアンフラ 西脇アロヒの踊り

でんくるくん（右）とゆるキャラたち

ダンスチームあまのじゃく



9月号 『表紙クイズ』 の答え　「でんくる」

でんくる

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】
・11/6（金）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】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は石窯ピザ
＆喫茶「スオミガーデン」がオープンしたばかりの
ハーブ＆ログ スオミです。
･28 年度版まるごとガイドの編集のため、サテライトの情
報更新に担当者が伺いますのでよろしくお願いします。
・北はりま観光パスポート協力店にはノボリや店頭に
ミニノボリが設置されています。

【地域交流部】
・11/1（日）加東市で行われるゆるキャラフェスティバ
ル in 加東に参加。でんくる君を見かけたら声をかけて

ください。
・年末恒例「体験教室しめなわ作り」は 12/12 と 12/19
どちらも ( 土 )13 時～ 16 時、でんくう体験学習室で。
申込は不要、参加費は 300 円です。

【特産品部】
・お買い物にお得なポイントカードは 10/1 からスタート。
すでにご案内していますが、スタンプカード利用の方はポ
イント移行手続きを 12/28 までにお願いします。また、ポ
イントカード入会特典として 300 ポイント進呈です。ま
だの方は登録お願いします。
・冷蔵ショーケースが扉付きの新し
いものになりました。
・紹介が遅くなりましたが、ニュー
フェイス店長代理として篠原秀明さ
んが 8月より活躍中です。

 　平成 19 年に全国公募し 56 点の中からボクに決まったんだ。名前の由来はでんくうにお客
さんがたくさんくるようにって。当時はまだお友だちも少なく、イベントではチビッコの人気
をひとりじめしていたなぁ。ボクの歌や踊りもできて、イベントで幼稚園児に踊ってもらった
のは、なつかしい思い出。その後、全国でお友だちが次々と登場したよ。

    　　手づくりの燻製に大満足！　27(日)交流バスツアー
「燻製作り体験とグラウンドゴルフを楽しもう！」39人参加　

　  三宮発西神中央経由のバスは満車。でんくう総合案内所でお買
物後、日時計の丘公園に到着。まずは、園内のバーベキューサイ
トで、ベーコンと合鴨の燻製作りにチャレンジ。
　講師からの説明の後、豚バラ肉と合鴨を串にさしコンロの上に
置いた一斗缶の上にセット。そこからは温度との勝負。70度を超
えないよう約30分、手の甲を肉にあて、肉が甲の温度より熱くな
っていれば、次の工程へ。それまで皆さん温度計とにらめっこ。
「アカンて。火とめて」「アカンて、つけてつけて」と、どのグ
ループも賑やかなこと。
　初対面が多いはずだったのに、あっという間に友達のよう。次
はいよいよ山桜のチップを一斗缶の底に入れ、火をつけ煙を出し
ていく。これも温度との勝負。75度を30分間。ここでも、あちこ
ちでコンロの火をつけたり消したり。フタを少し開けたり閉めた
り。おかげで綺麗な燻製が完成。色も良く、香りも最高のでき。

　昼食は、黒っこマザーズの
お弁当。西脇市黒田庄町にち
なんだ黒米を使った巻き寿司
など、田舎ならではのお袋の
味。
 　食後はグラウンドゴルフ。初心者がほとんどなので、まずは簡単な
ルールや注意点の説明。5人1組に分かれ、半分の8ホールでの勝負。
最初こそ、カラ振りやとんでもない方向に飛ぶこともあったが、少し
すると見違えるように上達。そして夢中に。
「やったー！」「頑張って！」どの組も本当に楽しそう。「なあ、何
か大会に出よか」とハマられた方々も。バスへ向かう途中、「ブービ
ーやったよ」と笑顔で教えていただいた方。お孫さんの話をたくさん
教えていただいた方。今回も楽しく、たくさんの出会いがあったバス
ツアーでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　（山本）

9 月の活動　つづき

いっと  かん

日時計の丘公園の交流施設
体験棟･農家レストランとグラウンド



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

 10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10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）

10月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

11月予告 

　　　

　　

　

 

　

　　　　　　

参加者

募集中

                                

北はりま観光パスポートに掲載され
ている１４カ所のお得なサービスが
受けられます。

　内容は中を見てのお楽しみ(^^♪

  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』

  4（日）
11/22(日)　   でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
                            『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』

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： 10/20（火）、10/21（水）ともに１９時～２１時
　　　　 講習内容は毎回同じです

1（木）北はりま観光パスポート発売開始！

でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

4日(日) 8時半～　第６２回　西脇市民体育大会　西脇市小坂町　西脇中学校グラウンド（総合開会式）

10日(土)～12(月) 秋の味覚!!とれとれ黒豆まつり　多可町加美区西脇　足立醸造株式会社  ◆35-0031
10月中旬～11月中　七五三詣　西脇市小坂町　播州西脇成田山   ◆22-3912
17日(土)・18(日) ①9時半～②12時～③14時半～(両日共) ﾁｪｰﾝｿｰｱｰﾄ 世界ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｶｰﾋﾞﾝｸﾞｼｮ-　多可町加美区轟  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰｸ多可◆36-1616
18日(日) 13時半～ 石窯ピザ＆カフェ スオミガーデンズ　多可町中区安楽田　ハーブ＆ログ　スオミ◆32-4113
18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
21日(水) 13時半～23日(金) 西脇高齢者大学 学園祭 西脇市西脇 西脇市総合市民センター◆22-5996 西脇市教育委員会 中央公民館

23日(金)～25日(日) 8時半～20時　第１１回多可町公募美術展  多可町中区中村町　ベルディーホール ◆32-1300
24日(土) 10時～　ハッピーハロウィーン２０１５ 　西脇市下戸田　西脇市民病院駐車場（メイン会場）・自遊空間きらら周辺

24日(土) 14時～     第３２回フレッシュコンサート  西脇南中学校吹奏楽部　西脇市郷瀬町　西脇市民会館大ホール 入場無料◆22-5715
25日(日)～26日(月) ｳｴﾙﾈｽｳｫｰｷﾝｸﾞﾓﾆﾀｰﾂｱ  ー多可町八千代区中野間 ｴｰﾃﾞﾙささゆり 8000円(1泊4食付) 【要申込10/16まで】◆32-2381多可町役場
30日(金) 18時半～20時　男の料理塾「お鍋料理 具材と出し汁」西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル　参加費3500円 【要申込】◆23-2000

（日） 日本一長い散歩道を歩こうin黒田庄

行程：黒田公民館(9:30集合)→天狗山山登り→
　　　荘厳寺（昼食）→姥が懐（黒田官兵衛生誕地）→
　　　八王子神社→古奈為神社→ 電車移動→
　　　黒田公民館（15：30解散）         　全行程約10kmを歩きます
集合場所：西脇市黒田庄町黒田242 黒田公民館（駐車場有り）
持ち物: お弁当・お茶・ﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙ(杖)（あれば）・天候により雨具等
参加費：５００円 （JRの乗車券代も含んでいます。）

「官兵衛の里から古奈為神社を歩こう」

18

　　　※１冊１００円で道の駅
　　　北はりまエコミュージアムで
　　　販売しています

『１００円で１００倍お得に！』
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