
【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】  5/ 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
　　　★4 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年5月1日発行   136号 136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

パステル ( 和 ) アートまろん              
日本パステルホープアート協会公認
　正インストラクター　伊 藤
所 在 地 / 西脇市黒田庄町石原 670
Ｔ Ｅ Ｌ / 080-1400-1821

　「パステル（和）アートまろん」ではパステルを使って楽しく簡単に絵を描いています。 さてクイズです。

　「パステル （和） アートまろん」 の絵は、 何を使って描くでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 絵具　② 色鉛筆　③ クレヨン　④ パステル

　棒状になったパステルを削ってパウダー状にしたものを、 指でくるくると描く簡単で楽しいアートです。
　癒しパワーをもらって、　自分だけのパステルアートをワクワクした気持ちで体験しませんか？
　毎週土曜日、 自宅でパステル教室＆まろん小屋を開催中！
　お子様向けのパステル描き・他の体験教室 （ホイップデコ・ストーンデコ・レジンなど） です。 お弁当・
水筒　持参で 1日、 みんなで楽しみましょう。

　※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

  4  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

 4月

 5月

    　　たけのこ掘り、この年で初体験でした！　
　17(日）満腹×満足 春の魅力満喫バスツアー　明石発39名参加　23日三宮発40名　24日加古川発29名

    　　家族みんなで楽しみました！！
　29(日)　第11回ふぁみり～カーニバル＆第4回播州つながりマーチ　約4000名来場　

  
9日　神戸市西区西神中央桜まつりに黒糖丸本舗・かみ特産品クラブ出店
13･14･15･21･22日　バス立ち寄り　ニッコウトラベル、en旅クラツー京都

8･12･18･22･27日　バス立ち寄り　en旅クラブツーリズム神戸

　明け方の激しい雨･風にど
うなることかと心配した
が、予定どおりツアーも実
施され、最初は箸荷いちご
園へ。いちご園スタッフか
ら採り方の説明を受けた
後、ビニールハウスに入っ

ていちご狩り開始！
　赤く大きく実ったいちごを、皆さん思い思いに食べてニッ
コリ。いちごの品種は、章姫･紅ほっぺ･さちのか･おいCベリ
ーの4種類。紅ほっぺが一番甘いようで、皆さん「とても甘
い」と大満足。その後、バスで一路でんくう総合案内所へ。
　昼食は、ネーブルバーガーの「黒田庄ローストビーフバー
ガーセット」。バンズからあふれるばかりのローストビーフ

が挟まったバーガーはとて
も食べ応えがあり､ミネス
トローネのスープも野菜が盛りだくさんでとっても美味。
　昼食を終え楽しみの買い物をした後、いよいよたけのこ堀
りへ。下車後しばらく歩き、いざ高嶋の竹林へ。たくさん出
ているたけのこを、頑張って掘りました！深く掘って、大き
なたけのこを掘り出した方も多数！
　皆さんで掘ったたけのこを、天ぷらと焼きたけのこにして
さ早速試食。塩を振っただけで、たけのこの美味しさが引き
立っていた。
　残ったたけのこは、参加者のお土産に。「どれがいいかな
ぁ～」最後に官兵衛の湯でゆっくりと温泉に浸かり、疲れを
癒して帰路へ。皆さんのお蔭で朝の天候が嘘のような、良い
天気のツアーとなった。　　秋田
　

　少し肌寒むかったGW初日のイベント。前日の準備前から
降り続く雨も上がったが残念ながら曇り空でのスタート。今
年のメインは念願の芝生広場“野外ステージ”の完成お披露
目。ステージでは恒例のファイアーベンチャーズの演奏・和
輝愛逢のダンス・ハワイアンフラ 西脇アロヒのフラダンスや
虹の会工房の樽太鼓、よさこい匠のよさこいなどを披露。
今回初めての参加となった西脇南中学校吹奏楽部の48名の生
徒さんの合奏は圧巻。
　ステージ完成を祝っての“キャンディーシャ
ワー”はメインステージと第２会場の播州つな
がりマーチでも行い、｢こっちー!!｣｢もっとー!!｣
と大盛り上がり。キャンディー入りの袋の中
には、西脇大橋ラーメン提供の“播州ラーメン
券”の交換券も入っており、見事ゲットされた

方は｢やったー!!｣と大喜び。
　芝生広場の販売・体験コー
ナーは、初参加のパステル(和)
アート まろんのパステル体験
が子ども達に大人気。指でく
るくると上手に描いていた。

また同じく初参加の芳田
ふれあい直売所は地元の
農産物・特産品の販売。
手作りポシェットも大変可愛いと好評。西脇警察の白バイと
一緒に記念写真撮影コーナーもたくさんの子ども達がバイク
にまたがり撮影。恒例のでんくる君などのゆるキャラ達も大
人気。子ども達との写真撮影に大忙し。

　青空市・フリーマーケットも70を超える出
店。播州つながりマーチの手づくり市も約50
の出店があり、欲しいものや楽しいことがい
っぱい。フリーマーケットではお店の方と
の、値段交渉も楽しみのひとつ。｢もうちょ
っと!!｣｢あかんて!!｣と笑顔でのやりとりを見て
いるだけでこちらも笑顔に。

　ロータリーこどもの森では、兵庫教育大学の学生たちの紙
芝居・忍者海賊などたくさんの催しで子どもたちを魅了。風
船鉄砲やバルーンでたくさんのしゃぼん玉が会場をふわふ
わ。お昼をまわる頃には青空にもなり、予定通り終了。
　天候の関係か昨年よりは入場者数が少なかったが、子ども
たちが多く賑やかな１日であった。　　　　　　　山本



『4月号表紙クイズ』 の答え ぶどうパン
芳田ふれあい直売所

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】
･28 年度 NPO法人の総会は 5/18（水）19 時～で
んくう総合案内所体験学習室で行います。ぜひご
出席下さい。
　　　　　　新登録サテライト
★布工房風花～ kazahana～　西脇市小坂町
たくさんの生地の中からお気に入りを見つけませんか？
★NPO法人妙見山麓遺跡調査会　多可町加美区的場
むかしの懐かしい時代へタイムトラベルしてみませんか

【広報部】
・5月の情報コーナーショーケースはパステル (和 )
アートまろんの紹介です。
・このニュースでんくうの印刷が 6 月号より綺麗にな
ります！お楽しみに！

【都市交流部】
・8/9( 火 ) サテライト訪問スペシャル「日本のへそで夜
空を探検」を 19 時 30 分～にしわき経緯度地球科学館テ
ラドームで行います。参加費は 200 円、現地集合です。
・総合案内所玄関を入った正面の案内カウンター、情報
コーナー奥のスペースに引っ越し予定。資料やパンフ
レットも整理し案内業務がスムーズになるでしょう。

【事務局】
・プランターの植替えと植栽の剪定を 6/3( 金 )8 時～ 
9 時 30 分に行います。お手伝いいただける方、よろし
くお願いします。

西脇市岡崎町471番地
開店/水・金曜日14時～16時　　
　　 土曜日10時～12時

直売所は平成19年にテント販売から
スタ-トし、2年後には常設の建物
に。そして昨年(27年)念願の加工施
設が完成。週3日わずか2時間の開店
ながら地道に続け､今では地元住民
以外にも､遠方からの来訪者も増え
だしたとか。

野間川沿いの道(県道34号)を野村か
ら八千代の方へ行く途中、右(東)側
の建物、手書きの看板(西脇南中学
校美術部の作)が目印です。水尾橋
の信号の手前、八王子神社の看板
の所を右に入った所。

その活動を支えるのは地元のおば
ちゃんたち。農薬を使わない新鮮
な野菜と、その野菜を使った手作
り惣菜、日用品などを販売してい
ます。上の写真はメンバーと看板
を作った西脇南中学校美術部との
記念撮影♪

開店時間はちょっとコーヒーとお
菓子がほしくなる時間帯。100円で
コーヒー200円でコーヒー＋お菓子
もいただけます。近くを通った時
はぜひお立ち寄りください。

偶数月の第2土曜日10時～11時無料
でふれあいサロンを開催していま
す。お気軽にご参加下さい。 人気はcookingとものお総菜、

あすか加工さんの巻き寿司(第2
･4土曜日)、仲田しいたけ、長
谷川製菓のせんべい、播州織生
地や播州織手づくり小物、生田
製パンのぶどうパンなど。

　直売所はその名の通り、
お客さんとのふれあいを大切に
　　今日も頑張っています。

なごみ



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

    5 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   5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）
  5 月の サテライト イベント ＆ 地域情報

2016年

で　　　ん　　　く　　　う

６月予告 

行　程：明石発(9:00）→ 西神中央（9:30）→
　　　　道の駅北はりまエコミュージアム（10:00）→
　　　　西脇市明楽寺町周辺（ワラビ探し・玉ねぎ収穫体験）→
　　　　八千代プラザ（料理教室）→じゃがいも・えんどう豆収穫体験
　　　　→道の駅北はりまエコミュージアム(15:00)→西神中央→明石(17:00)
持ち物：帽子・タオル・お茶・土で汚れてもよい服装
　　　　軍手・エプロン・三角巾・マスク・ハンカチ
                                                   ※小雨決行（行程の変更があります）

　　　　　　　　　

 

あぐり体験バスツアー 29    （日）
参加者

募集中

日本一長い散歩道を歩こうin多可 15    （日）
集合場所：多可郡多可町加美区西脇309-5 西脇公会堂（10：00集合）
　　　　（国道427号線・加美西脇信号を南に100m）
行　　程：西脇公会堂（10:00）→ 吉本・足立邸 →（2.5km）→
　　　　　牧邸（スオミガーデンズ） (昼食) → （4km） →
　　　　　藤本邸 →（2.5km）→西脇公会堂（15:00頃解散）
持  ち  物：お弁当・お茶・天候により雨具等
参  加  費：５００円　　定　員：４０名

『新緑薫る多可町のオープンガーデンを
　テクテクとお散歩巡り』※全行程約９kmを歩きます

集合場所：ＪＲ加古川線  西脇市駅（9：15集合）
行        程： ＪＲ西脇市駅（9:15）→  石上神社 → 長明寺 →
　　　　　闘龍灘 (昼食)→ 五峰山光明寺 →ＪＲ滝野駅（15:30頃解散）
           　　  ※全行程約９kmを歩きます
持  ち  物：お弁当・お茶・天候により雨具等
参  加  費：無　料　　定　員：５０名 

 22    （日）JR加古川線ICOCA導入記念　　　  JRふれあいハイキング
『太平記ゆかりの播磨高野「光明寺」を訪ねる』

6/19(日)  体験教室『播州織で布ぞうりづくり』

『野菜収穫体験と郷土料理教室』

体験教室 22    （日）
『新聞紙でエコバックを作ろう』

開催場所：北はりま田園空間博物館総合案内所体験教室
　　　　　（道の駅北はりまエコミュージアム）
時　　間：13時～16時　※要事前申し込み
参  加  費：３００円　　定　員：２０名

満員

　御礼

参加者

募集中

～5/26( 木) 多可オープンガーデン2016　多可町･西脇市の個人庭園 約30箇所　◆32-4779　多可町観光交流協会

～5/29( 日) 五月人形の展示　西脇市市原町　コヤノ美術館　西脇館　◆06-6358-7555
～6/12( 日)10時～17時「丸沼芸術の森コレクション」展 西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館   月・祝日の翌日定休◆23-6223
～6/26( 日) 「光と目のふしぎ」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」月・祝日の翌日定休 入館料510円 ◆23-2772
～6/30( 木) にしわきごはん　第２弾　スタンプラリー開催中　◆22-3111　内線268　商工観光課

  7(土) 10時～15時  第12回メダカ釣り大会　多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園  湖畔の広場　要予約  参加費300円◆30-0050
  8(日)14時～  村上成美の優美なる世界～フルートとハーブ 絵画の世界～西脇市西脇　西脇市立音楽ﾎｰﾙ アピカホール◆23-9000
15(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
15(日)11時～15時 ブライダルフェアエーデルささゆり  多可町八千代区中野間  エーデルささゆり　要申込◆37-1200
18(水)～31(火)10時～18時 墨彩画爛漫～墨の域もっと拡げて～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 
20(金)～29(日)10時～17時  展示即売会hatsutoki  西脇市西脇　播州織工房館  月曜定休  ◆22-3775
21(土) ハーブ講習会「フレッシュハーブのリース作り」多可町中区安楽田 スオミ ガーデンズ   参加費1080円～ ◆090-5130-0881
28(土)14時～ 第133回しばざくらｺﾝｻ ﾄー「歌がつむぐ♪日本の地図」西脇市西脇 西脇市立音楽ﾎｰﾙ アピカホール   ﾁｹｯﾄ一般1000円 ◆23-9000
29(日)12時半～　LIVE　おtomo達   西脇市寺内　ぶどうの木　大人1500円 (1ﾄﾞﾘﾝｸ別）　学生1000円(1ﾄﾞﾘﾝｸ別）◆22-6805
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