
【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】  2/ 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
　　　★1 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年2月1日発行   133号 133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！

にゅーす

北はりま田園空間博物館　総合案内所 （道の駅 北はりまエコミュージアム）

所在地 /西脇市寺内 517－1　TEL/0795-25-2370　FAX/0795-22-2123

営業時間： 9:00~19:00 （11月～ 2月 9:00 ～ 18:00） 休業日：年末年始 (12/30 ～ 1/2)
a あ

開放感あふれる野外ステージが完成しました。 それでは、 早速ですがクイズです。

　野外ステージのバックに見える池の名前は何でしょうか？　　ヒント：○○池　漢字３文字です。

　でんくうのお隣の芝生広場に念願の “みんなで使える “野外ステージが完成しました。 コンサートに、
ダンスパフォーマンスに、 その他さまざまなイベントにご利用いただけます。 本番だけでなく、 リハーサル
にもお使いください。
　” 貴方の やりたいことを、 ここ 野外ステージで！！” （原則として無料でご利用いただけます）

　  　　　　　　　　　　※お問い合わせはTEL/0795-25-2370 北はりま田園空間博物館 総合案内所 まで

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2016年

  1 月　　　　
こんなこと やりました！  1月の活動

今年も元気にGO!　
1/4(月) 新春ぜんざいの振る舞い＆芝生舞台ぷちお披露目　約1,500人来場　

  　バス2台で行ってきました～！　　　　　　　
1/19(火)　研修バスツアー　84人参加

対外活動
スケジュール

 1月

  2月

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

28日　サンTV県広報テレビ「ひょうご ワイワイ」15：15～45　でんくう総合案内所や北はりまを紹介

　風は強いが空は晴れて
絶好のツアー日和。8 時
にでんくうを出発したバ
スは、一路和歌山県へ。バ

スの車中では、ビンゴゲームや○×クイズを楽しみました。
　12時前には、南紀白浜「とれとれ亭」に到着。ここでは青い
空と青い海が望める席で海鮮バイキング。ゆっくりと景色を
見ながら食事をする方や、時間制のバイキングと聞いて「どれ
だけ食べられるかな～」と花より団子と言う方も。 
　食後は予定を変更し､すぐ近くの「とれとれ市場」へ。和歌山
県白浜町堅田漁業協同組合が運営する西日本最大級の海鮮マ
ーケット。地元の海鮮や特産物が大
集合。駐車場も何台止められるのっ
てくらいに広い。
　売り場ではマグロの解体ショー
や生きたままでピッチピチの伊勢
海老など新鮮な魚介類がズラリ。市
場さながらの活気に溢れていまし

　新しい舞台上や芝生広場でお馴染みファイアーベンチャ
ーズの演奏・日本舞踊の華麗な舞い・去年ボウ大道芸大会
で４位入賞された"大道芸人ウメダルイス"・いつも元気爆

発よさこいＫ－Ｄreamの方々
の出演もあり、年始から楽し
い時間をお客様に持って頂け
たようです。
　今年も北はりまでんくうで
は魅力いっぱい"Happy wind"が
吹きつづけます♪よろしくお
願いします！　　　田正司　

　今年のでんくう一発目の
恒例イベントが芝生広場で
盛大に行われました！４
月に正式披露がある、"み
んなで使える"舞台のぷち
お披露目と300食以上のメ
ッチャ美味しいぜんざい

の振舞い、干支のキーホルダー作り、毎年年始の楽しみで
わざわざお越しにいらっしゃる方や、たまたまお立ち寄り
のお客様もあわせて、会場は拍手喝采のメガハッピーな雰
囲気になりました。

県内の観光ボランティアガイドの育成及び地域活性化を促進・支援することを目的としており、
県内各地の観光ボランティアガイドが日ごろのガイド活動を発表するもので、北はりま田園空間
博物館からは、でんくう案内人の秋田恵さんが出場。「日本のへその町　西脇市」を主題に、日
ごろの観光案内を実演しました。結果は、見事「ひょうごツーリズム協会理事長賞」を受賞。

た。接客方法や商品ポップの
表示方法など実際に自分達
が客になって体験できまし
た。お土産も沢山調達 (̂ ^♪
 　一行が次に向かったの
は、千三百年の歴史がある「道成寺」（新西国三十三ヶ所観音霊
場五番）。境内をひと回りし、宝仏殿では国宝の千手観音像、日
光菩薩像・月光菩薩像を拝観。その後、日本中で道成寺だけと
いう絵巻を使う「絵とき説法」を聴きました。説法とはいえ住
職が綾小路きみまろの様な漫談調で、場内は笑い声も出るく
らい和やかムード。
　最後は、「中野酒造」。ここでは日本酒や梅酒の製造工程を
見学。「大吟醸の原料には兵庫県産の山田錦を使用していま
す。」との説明に何だか誇らしげに感じました。ここでも、皆
さんお気に入りのお酒をお土産に。
　帰路では雪が降り始め心配したが、大阪府に入った頃に
は止んで一安心。沢山のお土産と満足を積んだバスは 20時
にでんくうに帰着しました。　　　　石塚



1月号 『サテライトクイズ』 の答え　「イチゴの日」

兵庫県 西脇市明楽寺町470　TEL/0795-25ｰ8888　不定休
いちご狩り受付時間  10時～15時（直売所は17時まで）　
料金：小学生以上1,700円　3歳～幼稚園児1200円
前日までに予約してください

観光農園「篠田いちご園」

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
　　　スオミ ガーデンズ
スオミの庭とともに食事とおしゃべりで心温まる時間
多可町中区安楽田　代表 : 牧靖一郎

・第15回NPO法人総会は5/18（水）で準備を始めます。
・でんくう FUN くらぶは 28 年度より単年度会員登録
から継続手続き不要の会員規定に変更。

【広報部】
・28 年度版まるごとガイド･でんくうガイドマップ編
集中です。

【都市交流部】
・散歩道「新緑薫る多可町をテクテクとオープンガー
デン巡り♪」は 5/15（日）10 時加美区西脇公会堂集合

→吉本邸･足立邸→ハーブ＆ログ スオミ（牧邸）で昼食
→藤本邸→西脇公会堂。現地集合解散参加費 500 円。
・散歩道「太平記 ゆかり播磨高野　光明寺を訪ねる」
（JR ふれあいハイキング）は 9時 15 分 JR 西脇市駅集
合→石上神社→長明寺→闘竜灘（昼食）→五峰山光明
寺→JR 滝野駅。参加費は無料。
・あぐり交流バスツアー「野菜収穫体験と郷土の料理
教室」は明石発 9時→西神中央→でんくう→六所神社
→近くの畑で収穫体験→料理教室と昼食→でんくう
→帰路、5,130 円でじゃが芋 3kg のお土産。
・交流バスツアーホタル観賞は 6/10（金）三宮発、6/11
（土）明石発、6/12（日）加古川発大人 4,800 円。詳細は企
画中。

【事務局】
・道の駅北はりまエコミュージアム周辺お楽しみマッ
プの残部わずかとなったので、増刷を計画。紹介情報
の更新、紙面を A2から B2 に拡大します。

　オープンして 13 年。今や
西脇市のイチゴ農家のリー
ダーとして、研修生を受け入
れたり活躍中の篠田さん。主
力品種「章姫」は酸味の少な
い甘さが特徴で、練乳や砂糖
をかけなくても美味しくいただけると好評。また、果
肉がとても柔かいので輸送が難しく、遠隔地の店頭に
はなかなか出回りません。いちご園でしか食べられな
い「摘みたての美味しさ」をぜひいちご狩りで味わっ
てください。特有の明るい赤色がきれいです。他に「さ
ちのか」も栽培しています。
　高設栽培なので、お年寄りから子どもまで「腰を曲げたりしゃがんだりしなくて
いい」楽な姿勢でいちご狩りが楽しめます。またトイレとハウスの一部はバリアフ
リーです。
　耳寄り情報「冬の寒い時に時間をかけて育った実はより甘い！」とのことです。

←　売 店 で は 通 常
パックの他に、２パッ
ク入り化粧箱（1,380
円～）、４パック入り
化粧箱（2,660 円～）
など。そのほか、篠田

いちご園のいちごをぜいた
くに使ったオリジナル商品
として、シャーベット、アイ
スクリーム、ジャム、いちご
餅などがあり、こちらもお
みやげに人気です。

あきひめ



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

    2 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   2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）
  2 月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

で　　　ん　　　く　　　う

3月予告 

　　　

　　

　

 

　　　　　　

                                
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

 9（火）

1日(月)～14(日)  年末年始写真展  多可町加美区豊部　多可町立青年の家   ◆35-1572

1日(月)～14(日)  アトリエ個展シリーズ ＶＯＬ．５「松原政祐」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
1日(月)～26(金)  9時～17時   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 月・火・祝日◆32-0685 
1日(月)～7(日)  10時～18時　特別展～これなあに・むかしの道具２０～西脇市西脇　生活文化総合センター郷土資料館展示室◆23-5992
2日(火)～14(日)  うれしの学園生涯大学　絵画クラブ作品展   西脇市西脇 旧来住家住宅 月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-9119   西脇TMO推進室
6日(土)～5/29(日) 自然写真シリーズVol.20   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・祝日の翌日定休 入館料510円◆23-2772
6・13・20・27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】一般800円 小中学生300円◆ 090-1919-0481
11日(木)～14(日)  9時～18時  (11日は14時から) 西脇東中学校 美術部作品展   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　
13日(土)～3/31(木)　 西脇ローストビーフ食べ歩き　スタンプラリー開催 　西脇市◆22-3111

13日(土)～14(日) 　こだわりの日本酒ＢＡＲ in にしわき 西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル　２Fグランドホール◆22-3111
14(日) ①10時～②14時～ 上映会「うまれる ずっと、いっしょ。」西脇市野村町茜が丘　茜が丘複合施設「Miraie」多目的ホール  500円◆22-3217
14(日) 13時半～17時　ときめく運動会♡ココロもカラダもポッカポカ♡多可町中区岸上　多可町北アリーナ

17日(水)～28(日)　土工房・千楽　癒しの陶芸展 　西脇市西脇 旧来住家住宅 月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-9119   西脇TMO推進室
20日(土)  10時～12時　秋には収穫！ヒラタケづくり！　多可町中区糀屋 　なか・やちよの森公園湖畔の広場【要申込】500円◆30-0050
21(日) 14時～ 南  里沙 ｸﾛﾏﾁｯｸﾊー ﾓﾆｶｺﾝｻー ﾄ 多可町八千代区中野間エーデルささゆり 入場料 高校生以上1500円(当日500円増)中学生以下500円◆ 37-1318
28日(日)アピカ児童合唱・混声Co’roアピカ　4thコンサート　西脇市西脇　西脇市立音楽ホール　アピカホール　◆23-9000

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

3/13(日)　  日本一長い散歩道を歩こう in 中
　　　　『いぶきの森散策と
　　　　　                       武嶋山の麓で護摩焚き』
                             参  加  費：500円

3/27(日)  　体験教室『燻製体験』
                             参  加  費：2,800円

　

 21   （日）

行程：三宮(8:00発)→西神中央(8:40)→でんくう総合案内所→
　　　味噌作り体験と昼食（農村婦人の家）→勾玉作り→
             でんくう総合案内所→西神中央→三宮(17:30頃 着)

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：4,750円（会員の家族友人 5,000円）
持  ち  物：エプロン・マスク・三角巾・手拭きタオル
お  土  産：昨年仕込みの手作り味噌 ２ｋｇ（追加購入１ｋｇ1,000円）

でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

「 味噌作り体験と
　　　　　　太古のパワーストーン勾玉づくり 」

定員まであとわずかです。
お申込みはお早めに♪

まがたま
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