
【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】  3/ 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
　　　★２月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年3月1日発行   134号 134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

以下の 「でんくうサテライト」 登録店でも 「西脇ローストビーフ」 を提供しています。  

◆トラットリア 「オンベリーコ」 西脇市上戸田166-1  TEL/23-4399  ◆ 西脇ロイヤルホテル 西脇市西脇 991 ℡TEL/23-2000 

◆けんしん亭  西脇市黒田庄町大門 75-1  TEL/28-2557         　  　◆ますのみ松屋  西脇市上野 244 ℡TEL/22-5458

◆鮨・割烹 「万松」 西脇市高田井町 245-1  TEL/22-7307  

                        
黒田庄和牛が 「西脇ローストビーフ」 として２０１６年２月に誕生しました。　　　

　　　　　　　　　　   さて クイズです。 西脇ローストビーフは何の動物の肉でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①　豚　②　鶏　③　牛　④　猪　⑤　鹿
 
  黒田庄和牛のほとんどは日本三大和牛の１つ 「神戸ビーフ」 となっています。 その黒田庄和牛を使った
「西脇ローストビーフ」 が２０１６年２月１３日より西脇市内１５店舗で食べることが出来るようになりました。
　なかなか食べることのない黒田庄和牛をぜひ、 この機会に皆さん食べてみてはいかがでしょうか？
              ※西脇ローストビーフについてのお問合せは　　TEL/0795-22-3111 西脇市役所 農林振興課まで

　  　　　　　　　　　

　　

応募してプレゼントを
　　当てよう！



2016年

  2  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

対外活動
スケジュール

 2月

 3月

    　　日本食の伝統を受け継いで　
　21(日）バスツアー味噌作り体験と勾玉づくり　　36人参加

    　　取材初体験、楽しかった！　はばタンは、ムチャクチャ可愛かった！！
　17（水）サンTV「ひょうご“ワイワイ”」  取材　　　放映は28(日)15時15分～　(再)29(月)18時～　

   8日　るるぶウェブサイト｢るるぶドットコム｣デイリーインフォメーション取材
14･20･25･26･27･29日　バス立ち寄り　県関係、西脇市関係、阪急交通社､名鉄観光
15日　西脇市観光交流推進ビジョン策定懇話会　大谷駅長出席
18日　ひょうごツーリズム協会竹井さん取材　内橋、秋田でんくう案内人対応
23日　雑誌まるはり取材　ドライブコースの一部で道の駅を紹介
28日　サンTV「ひょうごワイワイ」15時15分～　でんくう、ASABANプロジェクト、へそバレー、杉原紙研究所など放映
  2日　雑誌BULLATO(日産グループのドライブ情報誌)　道の駅特集の取材
  5･10･12･19･24日　バス立ち寄り　名鉄観光、阪急交通社
29日　韓国龍仁市より農業関係者35名視察　各部長対応･ASABANプロジェクト紹介　　

　農村婦人の家で人気の味噌作り体験。エプロンに着替え調
理室に入り、入念に手を洗う。体験するのは麹の仕込みを含
めると、4日かかる味噌作りの最終工程。蒸した大豆に塩と麹
を混ぜ､ミンチ機にかけ樽に詰め込み､後は冷暗所に置いて約1
年で味噌になる。
　蒸した大豆の香りに誘われ､思わず大豆を口に。やわらかさ
と「おいしい」を確認。蒸した大豆に塩と麹を混ぜミンチ機
にかける。ミンチ機から出てくる物はまるで麺のよう。毎年
参加する人が多く､皆さん慣れた手つきで混ざった大豆をギュ

ッギュッと力を入れて丸
め、パンパンと樽に叩きつ
け、形を整える。5～6 個入
れては平らにし、隙間なく
詰め最後に酒粕で蓋をし
「おいしくな～れ」と願い
も込め作業終了。

　昼食はふるさと工房夢蔵
のお弁当で、巻きずしや煮
しめ、酢の物などが入り「おいしいね。」それに昨年皆さん
で仕込んだ味噌の味噌汁。お代わりをする方もいるほど好評
だった。
　バスで、那珂ふれあい館に移動し勾玉作り。まず白・黒・
ピンクのろう石から好みの物を受け取り体験室へ。勾玉作り
は初めての人が多く、講師の説明を聞き、受け取ったろう石
にハートや水滴形、縄文時代の勾玉などの絵を鉛筆で書きサ
ンドペーパーでひたすら削る。「家帰ったら腕痛いやろな」
と、周りと褒め合い、先生にもアドバイスをもらい手を動か
す。形ができると水ペーパ
ーで艶出し。参加者の1人は
笑顔で「残るものを作れた
のは楽しかった」と､完成し
た勾玉をさっそく首にさげ
ていた。　　　　　岡本

　北はりま地域を紹介する
内容で、私はでんくう案内
人として日本へそ公園を案
内。はばタンと高曽根さん(
番組キャスター)と一緒に
「守護神の槍」の前で簡単
に公園の説明をしながらの

シーン。ある程度セリフが決まっていて、何回かに分けて撮
影。私のセリフはとても短かったが、それでもドキドキ。や
はり高曽根さんはプロのアナウンサーなので、ＮＧもなく笑
顔でセリフを言ってたが、私は何回か失
敗！言い方も棒読みだったよう……。
　その中ではばタンの可愛さは際立って
いた。間近で見たのは初めてだったが、
動きも軽やかで受け答えもバッチリ。

　撮影終了後３人の記念撮
影は､はばタン自から可愛い
ポーズも決めてくれてパチ
リ。放映時は少ししか映ら
ないと思うが、とても良い経験ができた。
　でんくう広報部は取材担当三谷さん以外にも2人も来てい
て､その様子が写真にバッチリ写っていた。
　その後、でんくう総合案内所での取材撮影もあり、そちら
は野次馬よろしく後ろから覗いて見ていた。でんくう案内人
の内橋さんは普段自分の言葉でしゃべるので、セリフがとて

も難しかった様子。内橋さんとでんくる君、はば
タンと高曽根さんの楽しい掛け合いを是非ご覧あ
れ！
　また、この番組を見て、たくさんの来訪者が北
はりまへ足を運んでもらえればうれしい。　秋田



『2月号表紙クイズ』 の答え

天神池

場所　西脇市寺内517-1　天神池の東側　
お問合せ　でんくう総合案内所（道の駅北はりまエコミュージアム）

TEL 0795-23-2571　　FAX 0795-22-2123 　　

芝生広場野外ステージ

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 (2,000円相当 )でした。

【総務部】
･年度末は色々と忙し～い。総会準備もボチボチ進
めています。

【広報部】
・3 月の情報コーナーショーケース展示は西脇ロース
トビーフの登録店の紹介です。
･28 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドは 3
月末発行予定。お楽しみに。

【都市交流部】
･3/13 散歩道 : 護摩焚き、4 月バスツアー：たけのこ掘り
3台、 5/15 散歩道 : オープンガーデン、5/22 散歩道 : 五峰
山、5/29 バスツアー : あぐり、6月バスツアー：ホタル観
賞 3 台、 4/29 ふぁみり～カーニバルのイベント。みんな
で力を合わせやっていきましょう。

【地域交流部】
･今年も｢身近な水環境の全国一斉調査｣を 6/5（日）に
加古川、杉原川、野間川のポイントで実施。エコネット
にしわきに協力要請の予定。
・体験教室「新聞紙でおしゃれなエコバッグを作ろう」
を 5/22（日）13 時～ 16 時、でんくう体験学習室で。参
加費は 300 円です。
・体験教室「播州織の布ぞうり作り」を 6/19（日）13 時
～17時、でんくう体験学習室で。参加費は500円です。

【事務局】
・兵庫県ボランティア保険へ加入していますか？他の
ボランティア団体で加入されていない方は、事務局へ 
3/20 までにお申し込みください。掛け金は 1 年間で 
500 円です。

　昨年末でんくう総合案内所の
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。

木製のステージは幅 7m､奥行き
6m 高さ 0,6m で両サイドに階段
付き。電源は舞台裏に設置され、
音響設備などの利用も可能です。
所定の申込手続きをすれば、原則
無料で利用いただけますが、利用
時間はでんくう総合案内所の開
館時間内です。詳細は直接お問い
合わせください。

2/28 このス テージ
で野外ライブが行われ ました。
音楽好きの若者達が企画し、元気 に演奏や
歌を披露。2 月にしては暖かく、ベンチでバー
ガーを食べながら聞く人も。どんどん利用者が
増え、ここに来れば音楽が聴けるようになれば
いいですね。



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

    3 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 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー   3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）
  3 月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

で　　　ん　　　く　　　う

4月予告 

　　

　

 

　　　　　　

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

  4/17(日)  明石発・西神中央経由    ←残席わずか
  4/23(土)  三宮発・西神中央経由　←
  4/24(日)  加古川発・姫路経由　←募集中
　でんくうFUNくらぶ 『春の魅力満喫バスツアー』
                          参  加  費：6,800円 （でんくうFUNくらぶ会員6,460円）

  4/29(金・祝)  『ふぁみり～カーニバル』
　

行程：いぶきの森→安田稲荷神社（昼食）→武嶋山（護摩焚き見学）
全行程　約７Km  、午後3時ごろ解散予定

集       合：いぶきの森　午前１０時（駐車場あります）
　　　　　多可町中区東安田
　　　　　（県道139号線石原坂トンネル多可町側少し下る）

定　    員：４０名　※要事前申し込み
参  加  費：500円
持  ち  物：お茶・お弁当・雨具（天候によっては）
　　　　　お持ちの方はトレッキングポール（杖）
※少雨決行、当日朝6時のNHKニュースの天気予報で
　降水確率が50％以上の場合は中止します。

『いぶきの森散策と
　　　　　     武嶋山の麓で護摩焚き』

 13    （日）日本一長い散歩道を歩こうin中

集合場所：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）
時　　間： １３時～１６時（集合１３時）　※雨天決行
参  加  費：2,800円
定　    員：２０名　※申込締切 3/17（木）まで。
　　　　　　　　　　申込後のキャンセルについて
　　　　　　　　　　3/18以降はキャンセル料がかかります。

 

『 本格 合鴨＆ベーコン 燻製体験 』

体験教室 27    （日）

2(水)～15(火) 神月信三・大西洋子　水彩いとこ展 　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
9(水)～14(月)  9時～19時  作品展  パステル和アート   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
12(土)～13(日) 華道光風流　春よ来い恋♥いけばな展  西脇市西脇 旧来住家住宅 　◆23-9119   西脇TMO推進室
13(日) 10時～ 3世代子育てフェスティバル  みらいえ謎解きスタンプラリー　西脇市野村町茜が丘　茜が丘複合施設「Miraie」◆25-2801

13(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 　月・火定休【要予約】無料◆32-0685 
13(日) 13時半～ 特別講演会「播磨と経塚」西脇市西脇　生活文化総合センター　郷土資料館　視聴覚室【要予約】参加費100円◆23-5992
17(木)～31(木)  書展  ちょっと照れくさい孝行のﾒｯｾー ｼ  ゙西脇市西脇 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) 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) 13時半～14時半 体験教室「春のチューリップbouquet」多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可【要予約】2500円   ◆36-1616
24(木) ～27(日)  9時～19時  西脇高校・小野高校・社高校美術部生徒の作品展   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
27(日) ①11時～②14時～「ﾊﾟﾍﾟｯﾄ×ｼｮｰﾀｲﾑ じゃん・じゃが・じゃん」（幼児向け）多可町中区中村町 ベルディーホールロビー　500円◆32-1300
27(日)第４回「アピカ・ジュニア・ストリングス　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
27(日)13時半～ Pure Heart Live～いのちの音～　多可町八千代区中野間エーデルささゆり 催事ホール　 一般 1000円・ 小中学生  500円◆ 37-1318
 

4月上旬　桜が見ごろ　西脇市西脇  童子山公園  /  西脇市黒田庄町田高  子午線モニュメントの川沿い
　　　　　　　　　　    多可町加美区丹治 桜公園   /  多可町中区 翠明湖 湖畔　など各所

参加者

募集中
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