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  7  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
対外活動
スケジュール

 7月

 8月

    　　和紙の手触りや強さを実感　　10(日）体験教室「ちょっと素敵に和紙と遊ぼう」　10名参加

    　　ブルーベリー狩り初体験！　
　23(土)交流バスツアー「ブルーベリー狩りとコヤノ美術館・浄土寺」　43名参加

 5日　メルヘンツアーバス1台立ち寄り　道の駅スタッフ対応
13日　静岡県掛川市役所2名と津川教授が視察　副代表4名対応　播州織工房館･旧來住家住宅を案内　
29･30日　　神戸市西区西神中央夏まつりに協賛参加　納入者黒糖丸本舗出店

24～26日　西脇工業高校生2名をインターンシップで受け入れ　道の駅スタッフ対応

　講師に多可町加美区
鳥羽の杉原紙販売所
『紙匠庵でんでん』の
スタッフ４名を迎え、
でんくう体験教室で
『杉原和紙三昧～杉原

和紙でランプシェード・ペーパーウェイト・うちわづくり
～』が開催されました。
　杉原紙の歴史と伝統について講師から説明のあとランプ
シェード・うちわ・ペーパーウェイトを制
作開始。まず、杉原紙をランプシェードの
枠やうちわの枠の大きさに切って貼り付け
ていく作業です。ランプシェードの枠は、
杉原紙の原料の楮（こうぞ）の木で出来て
います。
　杉原紙を切る時は折り目を付けてから切

　大暑も過ぎた暑い日に三宮
発のツアーがありました。
　スオミガーデンズさんで
ブルーベリー狩りです。鳥
よけネットで守られた広い
畑に入り、いろんな種類の
ブルーベリーの食べ放題30

分です。たわわに実った実を「こっちのが甘いよ。」「ち
ょっとこれは酸っぱいね。」とか、舌を紫色に染めて鳥の
ようについばみました。目はぱっちりしましたか？おみや
げにお持ち帰りをされる方もいらっしゃいました。
　お楽しみのお昼ごはんは２班に分かれて
頂きました。ホットサンドイッチと石窯焼
きのピザ。お庭で摘みたてのハーブサラダ
にハーブティーかコーヒー。とってもおい
しかったです。食事の交代の時間に庭です
きな花やハーブを摘み、アレンジを楽しみ
ます。

る箇所を水で濡らしてちぎって
いきます。出来るだけハサミ等
を使用しないのは、紙の風合い
を損なわないようにするためで
す。和紙にあまり触れたことのない参加者は、実際にさわ
ってみて和紙の丈夫さに驚かれていました。
　仕上げの作業は飾り模様の貼り付けです。用意した星形
や花の模様の紙や押し花などを貼り付けます。ここは参加
者のアイデアとセンスが一番発揮された場面でした。 部屋

を暗くしてライトを灯すと『わぁ～キレ
イ！！』と声があがり、室内は杉原紙を透した
やさしい光に包まれました。
　杉原紙の風合いを残した素敵な作品が完成
し、参加者からは『ありがとう。またこんな企
画があれば参加したい』という声を多数頂きま
した。ありがとうございました。　　　　石塚

　心温まるおもてなしに
暑さも忘れ、また訪ねて
みたくなる、そんなご家
族の皆さんに癒されました。
　次はコヤノ美術館西脇館です。オーナーの小谷野さんが
出迎えてくださいました。大きくて立派な建物とそこここ
に置かれた美術品に言葉も出ず、ため息が出ます。
　元の所有者の方の暮らしぶりを想像するも、明治・大
正・昭和初期とわからないことばかりです。特別展示の
「櫛と簪」もどんな人がつけていたのだろうと想いが広が
ります。

　広い座敷を吹き抜ける風が心地よく、ごろん
とお昼寝できたらいい夢が見られそうです。
　次に、でんくう総合案内所（道の駅）に立ち
寄り、お買い物をした品を受け取り、小野市の
浄土寺の夕日に輝くご本尊さまを拝観し、帰途
につきました。　　　　竹本



『7月号表紙クイズ』 の答え ①地球

にしわき経緯度地球科学館（テラ・ドーム）

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・でんくうまつりは 9/11（日）でんくう総合案内所と周辺
で例年どおり開催予定。

【都市交流部】
・散歩道「黒田官兵衛の歴史道」を 11/20（日）9時日本へそ
公園集合→極樂寺→兵主神社→光福寺→蓬莱峠→瀧尾神
社→荘厳寺（官兵衛まつり･昼食･もみじ狩り）→官兵衛生
誕の地→JR 本黒田駅⇒JR 日本へそ公園で歩く距離は約
12km、アップダウンあり。参加費 500 円（JR 乗車券含む）。

・交流バスツアー「もみじ狩りと昼食バイキング」を 11/27
（日）明石発 8時 30 分⇒西神中央⇒多可町北播磨余暇村公
園→量興寺→西林寺→でんくう総合案内所（お買い物･西
脇ロイヤルホテルの昼食バイキング）→荘厳寺⇒帰路、参
加費 6,200 円。

【広報部】
・8 月の情報コーナーショーケース展示は岩座神の棚田の
紹介です。

【特産品部】
・秋冬用の制服（エプロン）を発注。お楽しみに。

【事務局】
・玄関入ってすぐの案内カウンターが､新たに情報コーナー
の奥に移設しました。お間違いのないように。
・無料の公衆無線 LANサービス (Wi-Fi）が利用できるよう、
準備中です。便利になります。

西脇市上比延町334-2　日本へそ公園内　TEL/0795-23-2772
開館時間／10時～18時（月曜、祝日の翌日が休館）
http://www.nishiwaki-cs.or.jp/terra/
http://blog.goo.ne.jp/terra-dome

　テラ・ドームでは、様々なイベントで皆さまのお越しを
お待ちしております！  暑い夏、へそ公園で遊び疲れたら
涼しいテラ・ドームで楽しい時間をお過ごしください。
★子ども科学教室　日･祝日　13時30分～と15時30分～
★お昼の天体観測　毎日　毎時０分から（約25分間）
★プラネタリウム　毎日　30分ごとに上映（約25分間）
☆夜のスターウォッチング　木･金･土曜日　19時30分～21時(要予約）
　　小学生以上ひとり200円　土星は９月末ごろまで見ていただくことが
できます！
★プラネタおはなし会「月へ  アポロ11号のはるかなる旅」
　土曜日　13時30分～と15時30分～

★は入館料のみで利用できます。入館料は大人510円、高校
生･大学生200円、小中学生100円。ココロンカード使えます｡
団体割引や岡之山美術館共通入館料もお得です。

8月は休まず
　開館します！

「バランスであそぼう」展　開催中 自然写真シリーズVol.21「つくし誰の子
スギナの子」展　パート２

へそ公園の中にあるテラ･ドーム

1階常設展示

2階常設展示

プラネタリウム

天文台の81cm反射望遠鏡

夜のスターウォッチング
テラ・ドームスタッフの星空の案内を
聞きながらの観測は、子どもから大人
まで幅広い方が楽しめます。



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　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

    8 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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー   8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）
  8月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

９月予告（参加者募集中！） 

　　

　

  

場　所：でんくう総合案内所体験学習室
時　間：１３時～１６時頃まで（受付は１５時まで）
参加費：ひとり200円（当日集金）

※材料・工具は準備しています。
※事前に申込みください。当日参加は材料の都合によります。

　　　　　　　　　

 

夏休み親子で身近な水調査   7
 

   （日）

9/11(日)  １４周年『でんくうまつり』
　　　　同時開催『播州つながりマーチ』
9/17(土)  日本一長い散歩道を歩こうin 西脇
『彼岸花と比延の歴史を訪ねて』

～8/21(日)     参加者募集　第15回 ひと足早いさつまいも掘り体験 (8/21)　多可町加美区山寄上集会所前  参加費1000円 ◆36-1919

～8/31(水)　ブルーベリー摘みとり園オープン　多可町中区安楽田   スオミ ガーデンズ  　入園料大人500円 ◆予約専用 090-5130-0881

～8/31(水)　エーデル 夏のプレミアムメニュー「ロコモコ丼」多可町八千代区中野間　エーデルささゆり◆37-1200

～9/25(日)   10～18時　お金の歴史～北播札を中心に～   西脇市西脇　郷土資料館　月曜定休◆23-5992

～9/30(金)   17時半～22時半　ビアテラス ステーキ＆生ビール　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル      ◆23-7833

～11/6(日) 「バランスであそぼう」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」8月無休  月曜定休（日の場合は翌日） 入館料510円 ◆23-2772

  4(木)  18時～　成田山夏祭り・供養盆踊り大会　西脇市小坂町成田山法輪寺　盆踊り　花火大会　夜店

  7(日)  10～16時    青少年のための科学の祭典2016北はりま会場   多可町中区茂利　多可町中央公民館  入場無料  ◆32-1250

  9(火)  18～20時　納涼感謝祭　河内家菊水丸出演　西脇市鹿野町255番2 　官兵衛の湯◆22-5526

11(木・祝)  13時半～15時半 「つくってみよう！はじめてのレザーキーホルダー」西脇市上比延町　西脇市 岡之山美術館   要予約   参加料300円 ◆23-6223

14(日)  10時～　東山古墳群巡り　多可町の歴史を実感   多可町中区東山　那珂ふれあい館　要申込◆32-0685

16(火)  19時～　にしわき市・黒田庄夏まつり  西脇市黒田庄町前坂 黒田庄グラウンド　花火　踊り　夜店他

27(土)・28(日)   9～17時  西脇市子ども美術展  西脇市郷瀬町　西脇市民会館  ◆22-5715

27(土)  13～15時  森の時計づくり  多可町八千代区俵田　なか･やちよの森公園　渓流の広場  参加費1000円  ◆30-0050

27(土)  19～21時  第２３回　講座「出雲風土記」多可町加美区的場　NPO妙見山麓遺跡調査会　事務所   ◆35-0555

28(日)  13時半～15時 体験教室「アロマジェルキャンドル」多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　要申込 体験料1500円  ◆36-1616

サテライト訪問スペシャル   8
 

   （月）

   （日） 21
 『夏休みこどものための工作教室』

体験教室

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 施】

『日本のへそで夏の夜空を探検』

子供向けの楽しい工作を用意しています♪
工作を教えるスタッフは数名います

場　所：でんくう総合案内所体験学習室集合
時　間：１３時～１６時
対　象：小学３年生以下の親子　参加費：ひとり200円
持ち物：タオル、帽子、お茶

　　　　　　　　　

 場　所：にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム集合
　　　　住所（西脇市上比延町334－2）
時　間：集合１９時２０分（解散２１時ごろ）
参加費：200円（入館料）定員：２０名
　　  ※雨天・曇天の場合は8/9(火)に延期します。

　　　　　　　　　

 

   （火）
※ 8/16(火)はお休み
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