
【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】  1/ 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
　　　★1２月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年1月1日発行   132号 132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

所在地/西脇市明楽寺町　TEL/0795-25-8888　FAX/0795-25-8890

受付時間： 10:00~15:00 （直売所は 17:00 まで） 休業日：不定休

明けましておめでとうございます

　本年もよろしくお願い申し上げます

a あ

この写真のサテライトは観光農園 篠田いちご園です。 それでは、 早速ですがクイズです。

　　1月１５日は何の日でしょうか？　　ヒント：○○○の日
　篠田いちご園では、 1 月 15 日から 5 月下旬頃まで とっても美味しい 「あきひめ」 という品種のいちご   
狩りが体験できます。 ハウス内のいちごは、 高設栽培ですので腰の高さで楽々収穫できます。
　また、バリアフリーも導入されていて通路も広くて車いすのままでもいちご狩りを楽しんでいただけます。
併設されている直売所では、 新鮮ないちごを使ったジャムやアイスも購入できます。
　　　いちご狩り (４５分食べ放題 )：小学生以上１,７００円、 ３歳から幼稚園児１,２００円、 ２歳以下は無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※前日までに予約してください。 特に土日・祝日は人気ですのでお早めに！

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2015年

  12 月　　　　
こんなこと やりました！  12月の活動

手づくりのしめなわで新年を祝いたい人が続 ！々　
12･19(土) 体験教室「しめなわづくり」　12日26人・19日44人参加　

  　出来たての温かい豚汁に舌鼓　　　　　　　
12/20(日)　年末感謝祭　300食提供

  13年目でこんなにたくさんのお客様が　
12/23　でんくう総合案内所来館400万人達成！

対外活動
スケジュール

 12月

  1月

2日　道の駅ひらふくで道の駅連絡会　駅長･店長出席
2～20日の9日間　p-en旅で阪急交通社のバス立ち寄り　道の駅スタッフ対応
14日　生涯学習まちづくりセンターで西脇市観光交流推進ビジョン懇話会　代表理事・駅長出席
14～31日　第２７回姫路グランフェスタ観光展　Ｈ28年度ＦＵＮくらぶ募集チラシ200部設置
21日　朝日新聞社「あさひＧＦＳｕｎｄａｙＣｌｕｂ」がでんくう活動を取材　広報部長対応

18日　神戸兵庫県中央労働センターでひょうご観光ボランティアガイド発表会　秋田（でんくう案内人)　発表

　快晴のなか、日ごろの感謝を込めて年末の感謝祭を開催。
地元の野菜たっぷり入りの、あたたかい豚汁300食が来館者
に振る舞われました。 
　匂いと湯気に誘われ、開始の10時には長蛇の列、テント前
に作ったテーブル席も満席状態になりました。リサイクル音
楽家のマエストロ足立といつものウメダルイス君の大道芸を

楽しみながら美味しい豚汁
をいただきました。同時に
行った、つきたてもちの販
売も好調でした。　　
　　　　　　　　　山本　

　昼前、数取器で来館者を数えていた担当者の「あと30
名！」の一声で事務所待機のでんくる君も玄関前へ移動。駐
車場に観光大型バスが入ってきたので、いよいよと身構えた
ところ、バスから降りてこられた一行は、お隣の「たにし」
さんへ。それから待つこと数十分。いよいよ400万人目の来
館者が。神戸市西区のM様ご夫妻と三木市別所町にお住まい
のお母様。総合案内所には、新鮮な野菜や旬の果物などをお
もとめによくこられており、本日で５回目の来館とのこと。
　このような体験は初めて
で、「あーびっくりしまし
た」と笑顔のお母様。代表
理事・副代表理事から、花
束や多可町岩座神産のコシ
ヒカリ 5kg を贈呈。　　　
　

の所をしっかりと縛り､均
等に3つに割る。その2つ
を縄にない､残りをねじり
ながら先の縄に巻き付け
て完成。
　熟練者の手は､手品のように動き､さも簡単なように見え
る。手にワラを挟んでこすっているように見えあっという
間に先までピンと縄になっている。「絶対覚えたいとしっ
かり見ていても、早すぎて･･もうちょっとゆっくりやっ
て。」2～3時間格闘の後、指導の甲斐もあり、綺麗なしめ
なわを手に参加者は会場を後にした。
　19日は、新年の準備をしなければと参加者の気持ちも高
まったのか、12日の噂を聞きつけた方がいらっしゃったの
か、44人の参加者で指導者も引っ張りだこのにぎわいだっ
た。

　12日、例年より多い参
加者。来年こそよい年に
したいと願う人が年々多
くなるのでしょう。
　用意された綺麗な青い
ワラは、10月あぐり体験
バスツアーでの稲刈りの

ワラを雨にぬれないように乾燥したもの。今はワラも貴重
で、触ることも少ないが、この会場はワラの香りが立ちこ
め､みなさんの熱気むんむん。
　まずはワラ束の先を持ち汚
い外葉を落とす。次に丸太の
台にワラ束を置き槌でたた
く。ゴワゴワだったものが､
たたくことで柔らかくなり、
ないやすくなる。
　作るしめなわの､ない始め



12月号 『サテライトクイズ』 の答え　「JAみのり特産開発センター」

兵庫県 西脇市黒田庄町岡22-1　TEL/0795-28-5155 FAX/0795-28-5158 
http://www.ejam.jp/webmall/
営業時間  9時～17時30分　年末年始以外無休

JA みのり特産開発センター

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】
・Ｈ28 年度ＦＵＮくらぶ会員募集中。
・4/29 には恒例のふぁみり～カーニバル開催予定。

【広報部】
・1 月の情報コーナーショーケース展示は中旬から観
光農園「篠田いちご園」の予定です。

【都市交流部】
・日本一長い散歩道を歩こう「いぶきの森散策と武嶋
山の護摩焚き」は 3/13（日）いぶきの森集合 10 時→安
田稲荷神社→武嶋山護摩焚き→いぶきの森解散、500
円です。
・4/17（日）でんくう FUNくらぶバスツアー「たけのこ
掘り･いちご狩り･道の駅・官兵衛の湯」は明石発 8時
⇒西神中央⇒ハーモニーパークのいちご園⇒道の駅
北はりま（昼食:ローストビーフのハンバーガーセット）
⇒たけのこ掘り⇒官兵衛の湯⇒帰路で 6,800 円です。

・4/23（土）でんくう FUNくらぶバスツアー「たけのこ
掘り･いちご狩り･道の駅・官兵衛の湯」は三宮発でい
ちご狩りは篠田いちご園、6,800 円です。
・4/24（日）でんくう FUNくらぶバスツアー「たけのこ
掘り･いちご狩り･道の駅・官兵衛の湯」は加古川 8時
発⇒姫路⇒ハーモニーパークのいちご園⇒・・・
6,800 円です。
・バスツアーの申込などは詳細のチラシが届いてから
お願いします。また、６月にはホタル･アジサイツアー
を予定。2/21 味噌バスツアー少し余裕があります。】
・日本一長い散歩道を歩こう「五峰山森林浴のみち」は
５/22（日）JR 西脇市駅集合 9：15→石上神社→長明寺
→闘竜灘→五峰山光明寺→JR 滝野駅⇒JR 西脇市駅で、
参加費 500 円。

【地域交流部】
・体験教室「燻製づくり」は 3/27（日）13 時～でんくう
総合案内所で燻製体験。参加費 2,800 円で､作った燻製
は持ち帰ります。当日大道芸も同時に行われる予定。

JA みのり特産開発センター外観

く

　黒田庄和牛は西脇市黒田庄町で育てられた神戸ビーフのひ

とつであるブランド牛です。ステーキのほか、霜降りの多い箇

所はすき焼きにしたり、多くの方法で楽しんでいただける上

質なお肉です。

　JA みのり特産開発センターはその黒田庄和牛の枝肉を部

位 ( ロース・モモ・バラ肉など ) にし県内各地の販売店に供

給したり、スライスカットして直売や全国宅配販売も行って

います。「西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデ

ン」の近くとわかりやすい場所にあります。

　この他に黒田庄和牛を使った加工品、地元産山田錦を使用

してつくられたお酒、お米や地元産の材料を使用してつくら

れたお味噌、お菓子などを販売しています。

　お気軽にお立ち寄りください。

広い店内、ソファーもあり休憩できる

美味しそうな黒田庄和牛がギュウヅメ

こんな美味しそうな黒田庄和牛
贈ってみたい､もらってみたい

黒田庄和牛コロッケは化学調
味料を使用せず、素材の美味し
さをそのまま活かした、大人気
の商品。調理法は冷凍のまま
170 ～ 180 度に熱した油にコ
ロッケを入れて揚げればOK（約
3 分）。カレー風味もあります。
その他ミンチカツ、ハンバーグ
レトルトカレーなども製造。



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～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.com
　E-mail　jk@k-denku.com

    1 でんくう自主企画月の ★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー   1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）

  1 月の サテライト イベント ＆ 地域情報

2016年

で　　　ん　　　く　　　う

２月予告 

Ｈ28年度ＦＵＮくらぶ会員募集中！

2/21(日)　  でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
　　『味噌作りと太古のパワーストーン勾玉作り』
　

　★ 臨時休館 のお知らせ 　
　　でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムは
　　1/19（火）お休みさせていただきます。

10日(日)～31(日)  第１２回来住邸新春子ども書き初め作品展   西脇市西脇 旧来住家住宅 休館日毎週月曜（祝日の場合は翌日）◆23-9119   西脇TMO推進室
15日(金) 13時半～15時  西脇高齢者大学公開講座「エスペランサ」   西脇市郷瀬町 西脇市総合市民センター大ホール ◆22-5996
16・23・30日(土)  ナイトミュージアム　 西脇市市原町　コヤノ美術館　西脇館【要予約】◆ 090-1919-0481
17日(日)  9時～   とんど火まつり  西脇市鹿野町　こみせん比也野前  (内容 : 七草粥の振る舞い、ひょうたん焼きの販売) ◆24-0120
17日(日)  みろく大祭  多可町加美区西脇　西光寺 ◆35-0208
17日(日) 「おむすびの日」  多可町中区天田 おむすびキッチン夢蔵（道の駅山田錦発祥のまち多可の前）白むすび100円、豚汁無料 等◆32-4477
17日(日)  ２０１６年 耐寒登り初め！！　　多可町中区糀屋 　なか・やちよの森公園湖畔の広場【要申込】300円◆30-0050
17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(水) ～31日(日) 10時～17時  つばき坂書道展   西脇市西脇 旧来住家住宅 休館日毎週月曜（祝日の場合は翌日）◆23-9119   西脇TMO推進室
23(土)～2/26(金) 巡回共同企画展「西脇・多可の中世の祈り」多可町中区東山　那珂ふれあい館 休館日毎週月・火曜 ◆32-0685
23(土)～31日(日)  播州織で和装「和・わ・Wa」 西脇市西脇　播州織工房館 休館日毎週月曜（祝日の場合は翌日） ◆22-3775 
23日(土)14時～ 井草聖二 ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟベルディーホール ロビー  無料 【要申込1/15まで】ギターを持参できる方 ◆32-1300
24日(日)  第１０回多可町駅伝競走大会    多可町加美区　加美中学校および周辺コース  ◆32-5122

24日(日)  第４回定期演奏会　西脇市民オーケストラ   西脇市西脇　西脇市立音楽ホール　アピカホール ◆22-5996
30日(土) 13時半～15時　播州織のハギレを使った手織りコースターづくり   多可町中区東山　那珂ふれあい館 【要予約】150円◆32-0685

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
  1回 500円　

持ち物 ：ノートパソコンを持参下さい

12
26

（火）
（火）

明けまして おめでとうございます

２０１６年も変わらず 

ごひいき賜りますようお願い申し上げます

ＦＵＮくらぶ会員限定
の北はりまの楽しい・おいしい

イベントも満載だよ！

うれしい入会特典はこちら！
★北はりまの楽しいお得な地域情報をお届け
★でんくるグッズプレゼント
★でんくうバスツアー参加費５％割引
★道の駅お買物割引券1,000円分プレゼント
年会費：1,000円
有効期間：4月～翌年3月末まで

乞
う
ご
期
待
！
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