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こんなこと やりました！ でんくうの活動

2016年

5

月

心地よい風とお花に癒やされ･･
15(日）散歩道「オープンガーデンをテクテクと」 23名参加
まずは吉本邸､足立邸

ただでこんな素晴らしい
名所を巡れるなんて！
22(日）散歩道 太平記ゆかりの播磨高野「光明寺」を訪ねる 49名参加

へ。2つのお庭をゆっくり

最初の目的地石上神社は、珍しい西向きの神社。本殿背後の巨大

1時間堪能し牧邸に向けて

な岩塊が祀られているのを、参加者は驚きとともに拝見し、準備体

出発！杉原川沿いの道を

操後出発！

ゆっくりと景色を眺めな
がら歩き牧邸に到着！お

ぬえ

次の長明寺は、源頼政公の鵺退治がとても有名で、その像の前で
予想外の鵺の像に見入り、源頼政公の墓と辞世の句の碑を見学。

のおの庭の中で昼食。牧邸にはスオミガーデンズがあり、店内で

闘竜灘まで約１時間ゆっくり田園風景の中を歩く。闘竜灘の川床

焼き立てのピザ(直径25ｃｍのピザは約7分)の1番人気は4種のチー

一面の奇岩に、皆さん大いに驚愕していた。ここは加東市観光ボラ

ズを使ったクワトロフォルマッジ。昼食も食べ終わり、藤本邸に

ンティア芹生さんの案内。昼食後は闘竜灘の奇岩に上がるなど満

向け出発。

喫。

ごぶさん

田植えも始まった田園風景を横に見ながら、日差しの強さと上

五峰山(258ｍ)は約900ｍの登山道を登る。木々で日陰になってい

り坂の辛さに耐えて、藤本邸に約1時間で到着！皆さん結構疲れて

るのは良かったが、午後から気温も上がり、風もほとんどない状

いたので、藤本さんが出して下さった冷たいお茶とお菓子にとて

態。それでも最後まで皆さん登り切ることが出来た。ここも引き続

も癒された。

き芹生さんの案内。皆さん本堂に腰掛けて、太平記にも記述されて

帰りは下りの坂道をおしゃべりしながらの、ウォーキング♪約
40分で西脇公民館に到着！程よい疲れと達成感に満たされた1日だ
った。

秋田

いる南北朝時代の光明寺合戦の話などをゆっくりと休みながら聞く
ことが出来た。
本堂より駐車場まで下り、素晴らしい播磨平野の景色を堪能す
る。良い天気の日は六甲山から明石海峡大橋までを一望出来るらし

捨てる物でこんなに素敵なバッグが！
22(日）体験教室「エコバッグ作り」 15名参加

い。ここからは滝野駅に向けて下山。
15時頃滝野駅に到着。発車時間まで各自ゆっくりと休憩。皆さ
ん、足が怠いようでマッサージなどをしている方が多かった。

秋田

先ず参加者に好みの絵柄の新聞を選んでもらう。資料を渡し、
基本の作り方を全員に説明した後、各テーブルにスタッフが付き
エコバ ックづくりに入る。
絵柄が表を向くようにして、長さを測り、折る位置を調節。糊

自分で収穫･調理、楽しくて美味しい！
29(日）あぐり体験バスツアー「北はりまの初夏を食べよう」 43名参加

付けをしながらバッグ の形に組み上げる。
皆さん真剣にエコバッグを作っており、室内は良い緊張感に包

西脇市明楽寺町周辺でわ

まれる。細かいところはスタッフの説明を聞いたり、資料とにら

らび探しをする参加者は

めっこしたり。工夫し、最後に新聞紙を細長く丸めて持ち手の部

「あっここにも、ここに

分を付け、チラシで中敷きを作って完成。

も」とみんな童心にかえっ

慣れてくると創作意欲が沸き、 2 個、3 個と、次を作りたくなった

て一生懸命。

よう。 手先を使うよい機会

料理教室では、今日収穫

になった方もいたようで、

した野菜を家に帰ってから

家ではうまく作れるかなと

料理出来るように先生に教えていただきながら皆さんで調理。

新たなアイディアを膨らま
せた。

午後からのジャガイモ掘りは、掘るとジャガイモがコロコロと出
てきて、みんな真剣。掘った芋は1人3ｋｇがお土産に。皆さんの日

岡本

頃の行いが良いため、天気のもなんとかもった。いろんな体験がぎ
ゅっと詰まった一日に、満足して帰路についた。

対外活動
スケジュール

石塚

5月

11日 韓国江原道三捗市より23名視察 でんくうの活動+ローカルフードと六次産業をテーマに受け入れ
12･18･22･27日 バス立ち寄り en旅クラブツーリズム神戸

6月

6日〜10日 西脇南中学校2年生女子2名をトライやるウィークで受け入れ
7日 西脇市立黒田庄中学校フィールドワーク でんくう案内人がこぶ岩など対応

『５月号表紙クイズ』 の答え

④パステル

なごみ

パステル ( 和 ) アート まろん
西脇市黒田庄町石原670
℡080-1400-1821（代表 伊藤）

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
る描く簡単で楽しいアートの教
室。気軽に体験してみませんか？

小さい頃クレヨンを持つとうれ
しくて、絵が描けなくてもくる
くると、そこらにその綺麗な色
を塗りたくっていた。そんな子
どもが大人になってする体験で
しょうか。

★ご自宅へ出張もいたします。
5名以上(加東市･多可町･西脇市
・山南町）

絵はがきサイズから、大きな色紙に
も。色を重ねたり、消しゴムで消した
り､工夫次第で色んな作品ができま
す。

また、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。
★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。

でんくう各部 からのお 知らせ
【総務部】
5/18、でんくう体験学
習室での 28 年度 NPO 法
人の総会は来賓に、貝塚
北播磨県民局長、片山 西
脇市長、戸田 多可町長、喜
多 北播磨県民局県民交流
室長補佐を迎え総会が始
まった。
来賓からそれぞれに､活動に対する評価や今後の課
題等のお話しをいただい た。
定数 114 名、出席 38 名、委任状 61 名で総会が成立。
H27 年度の事業報告･決算報告や監査報告が各担当者
からなされた。続いて H28 年度事業計画案、収支予算
案が提案され、これも拍手多数で承認された。皆さまの
慎重審議の中、スムーズに総会が終了、ありがとうござ
いました。

ボランティアスタッフ募集！私たちと一緒にやりませ
んか？総合案内所で道案内やお勧めを紹介したり、イベ
ントやバスツアーの企画運営、HP やニュースでイベン
トや北はりまの魅力紹介、ボランティアガイドなど､あ
なたの特技やパワーを活かしてみませんか？
【広報部】
6 月の情報コーナーショーケース展示は布工房 風 花〜
kazahana 〜の紹介です。
【都市交流部】
らちみまさゆき
7/26（火）ボランティアガイド養成講座は埓見雅行氏を
講師に招きでんくう体験学習室で 10 〜 16 時、参加費無
料、定員 40 名です
【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。

2016年

6 月の でんくう自主企画
Ճ ᅇ
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10
11

（三宮発）
日本のへそ
（金）
蛍観賞と官兵衛の湯バスツアー

★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

14

（火）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
習室

Ճ ᅇ
⅙ࣂ

1回 500円

（明石発）
日本のへそ
（土）
蛍観賞と官兵衛の湯バスツアー

12

（加古川発姫路経由）
日本のへそ
（日）
蛍観賞と官兵衛の湯バスツアー

持ち物 ：ノートパソコンを持参下さい

19

（日） 体験教室
Ճ ᅇ 『播州織の布ぞうりづくり』
⅙ࣂ

参加費：大人4,800円 (でんくうFUNくらぶ会員4,560円)
子ども 3,800円

ᎍ
Ӌьᨼɶ
Ѫ

7月予告（参加者募集中！）

定 員：４０名
7/10(日) 体験教室
行 程：加古川発 (14:00) → 姫路（14:20）→
加西五百羅漢（見学）→ 道の駅北はりまエコミュージアム（買い物） 『杉原和紙で
ランプシェード・ペーパーウエイト・うちわづくり』
→官兵衛の湯（入浴・夕食）→畑谷川（ホタル観賞）→
姫路 → 加古川着（22:30頃）
7/23(土) 北はりまを楽しむバスツアー（三宮発）
持ち物：歩きやすい服装と靴、雨具、懐中電灯、タオル（入浴時）
『ブルーベリー狩りとコヤノ美術館と浄土寺見学』
※小雨決行（行程の変更があります）
※天候、生育状況により、蛍の飛翔状況は異なります。
7/26(火)『観光ボランティアガイド養成講座』

6 月の サテライトイベント ＆ 地域情報

日(曜日)

開始時間

〜6/12( 日)10〜17時

イベント名

「郡 佑見子」展

開催場所

季刊紙 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー 6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。
・
内容

西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館

◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

月曜定休（祝日の場合は翌日） ◆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・ﾄﾞｰﾑ」月曜定休（祝日の場合は翌日） 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 ◆25-3111 内線268 商工観光課

2(木)〜15(水)10〜18時 「酒井義己」 水彩画展 西脇市西脇 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
10(金)〜12(日)10〜17時 播磨の野鳥展 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
12(日)13時半〜 ≪第九≫を歌いましょう 北はりま第九合唱団 結団式 西脇市鹿野町 こみせん比也野 要申込 ◆22-2512 事務局
14(火)13時半〜 ジンバブエの民族音楽♪JENAGURUJrコンサート 多可町加美区 加美中学校 体育館 無料 要申込 先着50名 ◆32-5122
17(金)18時半〜20時 男の料理教室「家庭の保存食」 西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル 要申込 参加費3500円 ◆23-2000
18(土)、19(日)13時半〜 スオミ 春のガーデンコンサート第2弾「マーブル」 多可町中区安楽田 スオミ ガーデンズ ◆090-5130-0881
19(日) 第27回楽久園会夏まつり 多可町八千代区俵田 社会福祉法人 楽久園会 ◆37-0174
19(日)10〜15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
24(金)〜26(日) 10時〜17時 加寿美会「墨彩画展」 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
25(土)10〜14時 夏野菜カレーづくり！ 多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園 湖畔の広場 要予約 参加費300円 ◆30-0050
25(土)19〜21時 第22回 講座「出雲風土記」多可町加美区的場 NPO法人妙見山麓遺跡調査会 事務所 ◆35-0555

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே
࡛ࠉࠉࠉࢇࠉࠉࠉࡃࠉࠉࠉ࠺

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〜 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 ht t p : / / www. k - d enk u.com
E-mail jk @k - d enk u. c o m

