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こんなこと やりました！ 9〜10月の活動
笑顔の練習も・・

9/29(火)おもてなし講演会 31人参加

講師に、ひょうごツーリズム
協会の竹井正子さん。
再び訪れたい観光地を目指すた
めに、地域の魅力を感じ、快適
な旅を楽しんでいただく。その
ガイドとして必要な要素を学
ぶ。色々なケースの実践をグル
ープ毎に話し合った。「お客様の年齢にもよるやろな」「そこは
こう言ったほうがええんと違うかな」など、どのグループも活発
な意見交換があり、その結果を発表。 特に、今までの経験談を発
表されると「あーそうなんや」。おもてなし時の表情について
は、手鏡とにらめっこで笑顔の練習。またお箸をくわえたりし口
角を上げる訓練も。２時間が、大変短く感じた有意義な講演であ
山本
った。今回の講座で学んだことを実践しようと思う。

収穫の喜びを満喫

10/4(日)あぐり体験バスツアー「北はりまの秋の実りを味わおう」29人参加

秋晴れの中、六所神社を拠点
に農作業体験が行われた。6月
に植えた苗が立派に育ち、収穫
の時期を迎えたキヌヒカリをカ
マで丁寧に刈っていく。6年間
連続参加の小学校 4 年男子のカ
マ使いは大人たちよりも上手で
感心する参加者たち。刈り取っ
た稲はコンバインで籾と藁に分別されて、あっという間にトラッ
ク一杯と なった。
稲刈りの後はお餅つきに挑戦。大人のかけ声に合わせて子ども
達が一生懸命杵をつきお餅が完成。きなこ餅と大根おろし餅とス
タッフ手作りの豚汁でお腹を十分に満たした。
一息ついた後は里芋掘り。土の中からゴロゴロと大きな里芋が
掘り起こされた。お土産のコシヒカリの新米と里芋を手に嬉しそ
うにバスに乗り込み、次の味覚収穫地・中畑林間ファミリー園に
到着。
500ｇの栗が入った袋をそれぞれ渡され｢山にある栗は追加でい
くらでもお持ち帰り下さい」との言葉にわあーっと歓声が沸き起
こり皆さん栗拾いに夢中 になった。
｢のどかな風景と秋の味覚どっさりのお土産に楽しかったです｣と
の声に、 又、来年も来てくださいねとバスを見送った。 宇仁菅

心地よい疲れと思い出

10/18(日)散歩道「官兵衛の里から
古奈為神社を歩こう」21人参加
雲一つない絶好の秋晴れの
日、黒田公民館に集合。全員が懐かしいラジオ体操で準備運動を
おこない出発。周辺の田んぼの稲は頭を垂らしていて稲刈りの真
っただ中。午前中は、官兵衛遊歩道として整備されている天狗山
(485ｍ)の見張櫓跡まで登り、黒田城址を経由して、荘厳寺まで歩
いた。昔、見張櫓ではのろしを上げていたそうで、遠くの山まで
一望できた。
荘厳寺でお弁当を食べた後は、屋根の修繕が完了した本堂を見
学。その後、官兵衛生誕地の姥が懐に立ち寄り、古奈為神社に向
かった。古奈為神社の境内では、樹齢約500年のケヤキの木が迎
えてくれた。
帰りは、船町口駅から本黒田駅までの１駅だけ電車に乗り黒田
公民館で解散した。黒田官兵衛ゆかりの地をたっぷりと満喫でき
石塚
た１日だった。

盛りだくさんの実地研修！

9/25〜10/23「北はりまボランティアガイド養成講座上級編」11人参加
①9/25(金)西脇市・加東市編 光明寺（加東市上滝野）→闘竜灘→
源頼政公ゆかりの里(長明寺)→犬次神社→兵主神社と巡る。身近な
ところに素晴らしい所がたく
さんあることを知ることが出
来た。
②9/28(月)多可町編 多可ふ
れあいボランティアガイドM
さんの案内。いぶきの森(山
田勢三郎の碑)→善光寺と大
イブキ→安田稲荷神社→法幢寺→円満寺→武嶋山を巡る。地元の
方ならではの中身の濃い内容。
③10/3(土)北播磨編 小野・三木・加西のべストポイントを巡る。
④10/23(金)は京都の南禅寺→哲学の道→法然院を見学。現地ボラ
ンティアガイドSさんの案内。
上級編4回は座学やパンフレットでなく、地元ガイドの案内も
あり充実した実地研修で勉強になった。この経験を自分がガイド
をするときに生かすことが出来るようにしていければと思う。訪
れるお客様に「また北はりまに来たい！」と思って頂けるガイド
秋田
を目指して頑張っていきたい。

京都ロイヤルツーリストの稲寿会行楽部34名 長明寺、日本へそ公園、テラドーム、けんしん亭、西林寺､旧來住家住宅を見学
10月 28日
31日 阪南大学国際観光学部吉兼ゼミ13名来所 でんくうとの共同企画を検討
対外 活 動
スケジュール

11月

でんくう案内人対応

1日 加東市キャラクターフェスティバル でんくる君参加、でんくうのPR 地域交流部会対応
12･13･14･16･17･19･20･21日 阪急交通「隠れた紅葉の3名所巡りと西脇」各バス1〜2台の立ち寄り でんくう案内人対応
20日 神河町古文書教室15名 兵主神社、荘厳寺､姥が懐の見学 でんくう案内人対応
29日 養父市浅野校区自治協議会20名 でんくう活動の視察見学

10 月号 『サテライトクイズ』 の答え 「ハーブ＆ログ スオミ」

ハーブ＆ログ スオミ
右のログハウスがカフェ

多可町中区安楽田980-45
http://www.suomi-jp.com/
TEL/0795-32-4113
090-5130-0881

多可町中区安楽田の R427 号から東に曲がり､住宅街
の一番奥のログハウス。23 年前から少しずつ自分たち
の手で整地し､ログハウスを建て､ハーブ園まで。いつか

これはトマトソースのない、野菜ピザ
生地のおいしさとチーズの味が冴える

石窯ピザを提供するお店を持ちたいと口にし始めてか
らでも、約 10 年の月日がたった。

Open

すでに完成していた石窯とログハウスをうまくつな

カウンター席からはピザの仕込みがよく見える

ぎ、建て増し内装をして、カフェをオープンさせたのは

言いながらも笑顔で対応する牧さん。ウェイトレスは奥さまと

9 月。

お嫁さん。オープンして間がないが、遠方から噂を聞きつけ来店

「焼くのはボクだけだから、ボクは風邪も引けない」と

11 〜 12 月のメニュー
ザ
石窯ピ
定！
0 枚限
3
毎日

900 円から
長いものベーコンピザ
クアトロフォルマッジ
グレープフルーツのデザートピザ
など
パン
300 円から
ホットサンド
ブルーチーズのオープンサンド
ハーブトースト

されるので土日は予約客でいっぱいとか。でき

カフェ
スの
モングラ
レ
と
ト
･ミン
ィー
ハーブテ
ュ
シ
ッ
フレ
ティー
スハーブ
イ
ア
の
･2 層
から
など 350 円
ス
ピ
ル
･自家製カ
ーキ
フォンケ
･紅茶のシ
ケーキ
ったチース
入
の
腐
豆
･煮リンゴと
00 円
キ など 4
ー
ケ
ー
ャ
･ジンジ
15 時から セット 500 円
ェタイム
お得なカフ

★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。

金、土、日、月
時
10 時〜 17

れば平日に､土日なら予約をしておく方がい
い。
また、メニューは 2 ヶ月ごとに変わるようで
行く度にどんなピザが食べられるのか楽しみ。
カウンター席が空いていればそこに座り、牧さ
んとお話をしながら､焼き上がる様子を見て食
べるとより味わい深い。
来夏からはブルーベリー園での摘みとりも
できるようになり、自分で収穫したブルーベ
リーやハーブでピザを焼いてもらえるらしい。
池田

★「北はりま観光パスポート」を提示すれば素敵なプレゼントが！

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・正会員に三谷直加さん（神戸市）、藤川達夫さん（多可
町）が入会されました。よろしくお願いします。
・11/6（金）8 時〜 9 時 30 分プランターの植え替え、
駐車場まわりの植栽管理作業を行います。ご都合の付
く方お手伝い下さい。
・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の研修
日帰りバスツアーは 1/19（火）に 7 時 50 分集合→とれ
とれ亭（海鮮バイキングの昼食）→道の駅南部梅振興
館→道成寺→中野 BC( 酒蔵見学 ) →帰路。参加費は
3000 円、定員 86 名、12/8（火）11 時から受付。詳細は該
当者へ郵送予定。
【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は官兵衛の
湯です。

・28 年度版まるごとガイドの情報収集、でんくうガイ
ドマップのサテライト紹介などのお願いに担当者が
サテライトを訪問します。
【地域交流部】
・1/4（月）新春恒例の干支のキーホルダー作りは 10 時か
ら材料がなくなるまで､参加費は 200 円。同時に新春ぜん
ざいの振る舞い、芝生広場ステージのぷちお披露目も行わ
れます。ファイアーベンチャーズの演奏や大道芸等のス
テージとミカン投げもします。また、このステージの貸し
出しは 11 月中旬からできる予定です。
【特産品部】
・12/20（日）10 時〜恒例の年末感謝祭「豚汁の振る舞い」
を正面駐車場西側で行います。

11 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

（日）࡛ࢇࡃ࠺)81ࡃࡽࡪὶࣂࢫࢶ࣮

北はりま観光パスポート 好評発売中！！
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「 紅葉の名勝栢谷山西林寺と
小東風彩パッチワークキルト体験 」

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。今月号の表紙のあの
温泉も掲載されていますよ〜♪

行程：三宮(8:00発)→西神中央(8:30)→でんくう総合案内所→
宮ノ本春日神社→西林寺（紅葉鑑賞・昼食）→
西脇市市制10周年ストリートフェスティバル→
小東風彩播州織パッチワークキルト体験→
でんくう総合案内所→西神中央（17:00)→三宮(18:00着)

※１冊１
０
北はりま ０円で道の駅
エコミュ
販売して
ージアム
います
で

募集対象：でんくうFUNくらぶ会員 その家族・友人（会員含め2名まで）
定
員：４０名 ※要事前申し込み
参 加 費：3,990円（会員の家族友人 4,200円）

27
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「 古刹円満寺・いぶきの森（山田勢三郎の碑）訪問 」
集 合：10:00いぶきの森または9:30でんくう総合案内所（雨天決行）
持ち物：弁当
定 員：2０名 ※要事前申し込み
参加費：500円

11 月の サテライトイベント ＆ 地域情報
日(曜日)

開始時間

イベント名

開催場所

12月予告
12/12(土)・19(土) 体験教室『しめなわづくり』
12/20(日) 道の駅年末感謝祭『豚汁の振舞』
季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー11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。
0795 (開催地と違う場合の名前）
内容

◆問合せ先℡ 市外局番は

1日(日)〜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」休館日 月・祝日の翌日◆23-2772
1日(日)〜15(日) 森川桂石 書作展 西脇市西脇 旧来住家住宅 休館日 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） ◆23-9119 西脇TMO推進室
1日(日)〜16(月)

作る喜び 趣味の作品展 多可町加美区鳥羽 杉原紙の里「展示・体験工房」◆36-0080

1日(日)〜11/30(月)
1日(日)〜3/27(日)

季節限定エーデルのプレミアムランチHarvest 多可町八千代区中野間 エーデルささゆり ◆37-1200
映画とともに山田洋次×横尾忠則展 西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館 休館日 月・祝日の翌日◆23-6223

8日(日) 成田山の七五三祭典 西脇市小坂町 播州西脇成田山◆22-3912
8日(日) 9時〜15時 第１７回 もみじまつり 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園 小雨決行◆32-1543
8日(日) 9時半〜15時 東山古墳まつり 多可町中区東山 那珂ふれあい館 予約不要◆32-0685
8日(日) 10時〜 日野の里ふれあいフェスティバル 西脇市西田町 日野小学校体育館、サンパル日野◆23-7393
15日(日) 10時〜15時 第１３回里山のふれあい祭り 多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園 湖畔の広場 入場無料◆30-0050
15日(日) 14時〜 第３５回定期演奏会 西脇市吹奏楽団 西脇市郷瀬町 西脇市民会館大ホール 入場無料 ◆22-5715
21日(土) 9時半〜16時 図書館まつり 西脇市野村町 茜が丘複合施設「Miraie」 内西脇市図書館◆23-5991
21日(土) 19時〜 平安音楽の調べ「雅楽」多可町中区中村町 ベルディーホール 一般2,000円/高校生以下1500円 ◆32-1300
29日(日) 13時半〜14時 Xmasの寄せ植えを楽しもう 多可町加美区轟 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰｸ多可 体験料2,500円 受付11/27まで◆36-1616
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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。

〒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〜 18 時 (3月〜 1 0 月 は 1 9 時 閉 館 ) 年末年始以外無休
TEL 0795-25-2370
FAX 0795-22-2123
URL http://www.k-denku . c o m
E-mail jk@k-denku.com

