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  ８  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

 8月
 9月

    　何年前の光？
　8（月）サテライト訪問
　　　　　「日本のへそで夏の夜空を探検」　12名参加

    　　1日カンヅメで頑張りました！　
　7/26(火)観光ボランティアガイド養成講座　45名参加

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

8日　神戸市で近畿労務管理協会主催「就業規則でトラブル回避」セミナー　篠原駅長出席

　テラ・ドームの屋上へ上がり、天体観測の指導者から
「あの星が・・ですよ」と夏の星空の予習。その後天文台
に移動し天体観測の開始。まず天体望遠鏡の説明から始ま
り、実際に望遠鏡が動き始めると｢おぉ｣という歓声。指導
者を質問攻めにしながら天体望遠鏡から見える星々や星
団、月、｢ドーナツみたい｣な土星を観測。
　最後にもう一度屋上に上がり、天文台より広がった星空
を「どこやろ」と夏の夜空の観賞。地球から行くとしたら
かかる時間や、星の色が違う理由を聞きながらの観測に感

心する人も多く、大人も子どもと同じようにはし
ゃいでいた。充実した時間を過ごすことができま
した。皆さんもぜひ夜のスターウォッチングに参
加してみては？　　　　　　　　　　　　岡本
　

    　　自分でつくる体験が大切
　21（日）体験教室「夏休みこどものための工作教室」　19名参加

　毎年恒例の工作教室。
折り紙と爪楊枝を使った
傘、ペットボトルの貯金
箱、牛乳パックで作るカ
ラフルボックス、水引や
PPバンドを編んで作る作
品など身近にある物を利
用した楽しい工作を用
意。それぞれのスタッフのもとに分かれ指導を受けた。
　切ったり、貼ったり、編んだり、わからない所は「ここ
どうするの」と何度も確認しに来る子どもたちに、指導す
るスタッフにも力が入る。
　牛乳パックとゴムで作ったカエル、ストローの竹とんぼ
で遊ぶ姿もあり、教室内は賑やかな雰囲気に。
　一緒に来ている大人は、熱心に作っている子の様子を見
守ったり、作り方を覚えて家で一緒に作ろうとしている人

もいて、大人の方が楽しんでいたような。
「難しい工作もあった」との意見も出たが、参加
者の多くが笑顔でたくさんの作品を抱えていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本
　

    　　調べてみると、おもしろい！
　7（日）体験教室「夏休み親子で身近な水調査」　2家族参加

　車で上戸田浄水場へ。スライドで井戸水から水道水にな
るまでの話や浄水場の役割を聞き、実際に機械を開けて見
学･質疑応答。次に薬品を使う検査やウェットティッシュや
トイレットペーパーなどが水で溶けるか等の実験。
　いよいよ杉原川（蓬莱橋付近）と加古川（へそ公園付
近）に分かれて水の採取へ。気温と水温を測り、ペットボ
トルに水の採取、手の届かない所はペットボトルにロープ
を巻き投げ入れて採取。でんくう体験室に戻る。
　室内で比色検査とCOD検査。使用する薬品や検査機に興
味津々でスタッフに確認しながら検査機を
動かす。
　参加者の両親も初めは我が子の姿を見守
っていたが、親子協力して検査に取り組ん
でいた。最後に透視度の検査をして体験教
室を終えた。人数が少なく、参加者は充実
した経験ができたようだ。　　　　岡本

　30年以上添乗員をされているベテランガイドの埒見雅行氏
を招いての講習会。参加者も多く、関心が高い事がわか
る。まち歩きガイド、バスツアーガイドをする上での心構
えや注意点などを中心とした話で、これからのツアーをす
る時に、役に立つ話が多かった。
　特にトラブルが起こった時の対処法はとても勉強になっ
た。何かトラブルが起こった時、自分一人で解決しようと
せず、すぐ｢ほうれんそう(報告､連絡､相談)｣＋｢確認｣を団体
の上の人や旅行会社の添乗員ととる。また、前もって団体
でマニュアルを作成しておいて、何か起こった時にマニュ
アルに沿った対応が出来るようにしておく。そうすればお
客様を守ることが出来るとともに、
ガイド自身も守ることが出来る。 
　また、いかにお客様に満足して貰
えるツアーにしていくか、いろんな
お客様に対する対応の仕方なども、
とても勉強になった。
　途中で参加者との質疑応答。最初
は遠慮していた参加者も終わりにはドンドン質問が飛び出
し､皆さん体験された疑問点を聞くことが出来て､スッキリ。
「自分たちも楽しめるガイドをして下さい！」埒見先生の
言葉がボランティアガイドを長く続ける秘訣だ。　　　秋田

らちみまさゆき



『8月号表紙クイズ』 の答え ④いさりがみ

岩座神棚田、石垣、景観

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・9/11 でんくうまつりの準備 5日（月）と 10 日（土）の協力
よろしくお願いします。
・研修日帰りバスツアーは 1/18（水）に道の駅但馬のまほ
ろば→JR 香住駅→JR 餘部駅→道の駅あまるべ→浜坂 : 海
鮮バイキング→但馬長寿の里→豊岡鞄団地たなか→道の
駅但馬まほろばの行程で計画中。対象者には別途案内をし
ます。受付開始は 12/6（火）11 時～参加費 3,000 円を持参
下さい。

【都市交流部】
・交流バスツアー｢燻製づくり体験といちご狩り」を 2/5
( 日 ) 明石発→でんくう ( 燻製づくり体験･買い物 )→旧來
住家住宅で梅吉亭の弁当→篠田いちご園→布工房
kazahana→帰路。参加費 7,000 円に燻製の合鴨とベーコ
ンのお土産付き ( 企画中 )。
・交流バスツアー「味噌作りといちご狩り」を 2/19（日）三
宮発→でんくう→農村婦人の家で味噌づくり体験と昼食
→箸荷いちご園→千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎→帰路。参加費
6,800円で味噌2kgとたい焼き1匹のお土産付き。(企画中)
★バスツアーの受付は 12 月初旬 ( 予定 ) より、神姫バスツアーズで。

・散歩道「西脇まちあるき」は 3/19（日）JR 西脇市駅 9：30
集合→西脇ロイヤルホテル→播州織工房館→童子山公園→
西脇小学校→西林寺→日本へそ公園駅。　JR ふれあいハイ
キングのため参加費無料（JR 乗車券は各自負担）。

【広報部】
・9 月の情報コーナーショーケース展示はレストランたに
し ( 西脇ロイヤルホテル）の紹介です。

【でんくう案内人】
・総合案内所正面玄関入り口にあった案内カウンターを情
報コーナーの奥に 8/10 引っ越し。お問合せの間の椅子も
ご用意し、資料も手早くお渡しできるようになりました。

【事務局】
・職員の担当が 8 月から変わりました。道の駅長は大谷さ
んから篠原さんに。NPO 担当が越川さんから山崎さんに。
越川さんは店長代理に。

多可町加美区岩座神
http://isarigami.net/
https://www.facebook.com/isarigami

　兵庫県のちょうど真ん中あたり､北播磨の山奥に
存在する岩座神は､日本棚田百選にも選ばれた美し
い石積みの棚田に恵まれた小さな集落です。
　戸数わずか20にも満たない村で､高齢化も進み､
いわゆる限界集落です。けれども、岩座神の住民
は、先人が守り伝えてくれた貴重な遺産･棚田と､ 
この自然と調和した生活環境を誇りに思っていま
す。そして、これを大切に守って次の世代に引き渡
したいと、行政・大学・ボランティア・都市部住民
組織・NPO・企業などからの支援や協力を積極的に
受け入れながら、知恵と労力を一所懸命に振り絞っ
て、自律的な村作り活動を展開しています。彼らを
応援するためにも、ぜひ岩座神を訪れてください。
クラインガルテンでは短期･長期宿泊も可能です。
　9/4(日)11時～2時、棚田カフェが行われます。稲
刈り間近の田んぼを眺め豊かな一時を過ごしてみま
せんか。そばの花も少し咲き始めているような。
「なかなか行けないわ」とおっしゃる方には、棚田
米やそば、そばクッキー、そば殻枕など特産品の販
売もありますので､道の駅北はりまエコミュージア
ムでお買い求め下さい。

6月水鏡の棚田を空撮

棚田の北西にあるクラインガルテンと
地域の守り神？神光寺(右奥)

手入れされた石垣は地域の財産

そばの実は黒いけれど､花は白い。

冬にはそば打ち大会が開かれる

岩座神の
魅力満載

の冊子



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

    9 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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー   9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）
  9月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

１０月予告（参加者募集中！） 

　　

　

  
集　合：官兵衛の湯（西脇市鹿野町255番２）に10時集合　
行　程：官兵衛の湯（10時）→こみせん比也野→住吉神社（上比延）→
へそ公園（昼食）→水車のある庭園・岡之山公園→比延地区→官兵衛の湯
参加費：ひとり500円（当日集金）
持ち物：お弁当・お茶・雨具（天候により）

※全長約８km（軽いアップダウン有り）
※申込時に巻寿司の予約ができます。
※当日の朝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。

　　　　　　　　　

 

   11   （日）祝☆１４周年

10/2(日)  でんくうFUNくらぶ交流ツアー加古川発姫路経由

　　　
　昼食バイキング・燻製づくり・収穫体験

10/9(日)  でんくうＦＵＮくらぶ交流ツアー三宮発西神中央経由

　　　　西脇の秋祭り宮ノ本春日神社暴れ太鼓と兵主神社の布団太鼓

10/15(土)  田舎満喫ツアー（収穫体験）明石発西神中央経由

　　　　  さつまいも掘り・稲刈り・黒豆収穫

～  4(日)   つくし誰の子スギナの子展    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（日の場合は翌日） 入館料510円   ◆23-2772

～11(日)   10時～17時    アトリエ個展シリーズ「中山  トモ子」展 　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館 　月曜定休（祝日の場合は翌日）◆23-6223

～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

2(金)～15(木) 10時～18時　織･蔓･木･陶　四人展   　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 

4(日)   11時～14時　岩座神棚田カフェ　棚田 岩座神特産品の販売　多可町加美区岩座神　◆090-2597-8154　安田利雄

5(月)～9(金)　tamaki niime　移転のため休業　9/10(土)  tamaki niime へそでオープン  新住所  西脇市比延町550-1　◆38-8113

6(火)  19時～20時半  ステップアップデジカメ講座  参加者募集　西脇市西脇　西脇ロイヤルホテル【受講料】3ヶ月全6回 9,720円　別途教材費　◆23-7840

11(日)  13時半～15時　体験教室「ドライフラワーでリースアレンジ」 多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　要申込   体験料 2,000円  ◆36-1616

17(土)  19時～　　量興寺 観月会　あまゆーずコンサート　多可町中区天田160　量興寺   ◆32-2301

18(日)  13時半～　オープン1周年記念　ピアノとチェロのデュオ「マーズ」ジャズコンサート 多可町中区安楽田980-45   スオミ ガーデンズ   ◆090-5130-0881

18(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

23(金)～26(月)  うれしの学園生涯大学　西脇多可丹波支部作品展示    北はりま田園空間博物館　総合案内所　体験学習室   ◆25-2370

24(土)   13時～   山田錦発祥のまち多可町のPRイベント  杉玉をつくろう   多可町中区中村町　ベルディーホール　要申込9/10まで 参加費300円　◆32-1300

24(土)   13時半～16時半　木工教室　しずくのお皿づくり   多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森  要申込 参加費3,500円　◆32-4111　

24(土)   18時～　観月会 (芸能発表・ライブ)　多可町加美区豊部　加美体育館・加美プラザ    ◆35-0080  加美プラザ

   （土） 17
 『彼岸花と比延の歴史を訪ねて』

日本一長い散歩道を歩こうin西脇市

『でんくうまつり』
　同時開催　第5回   播州つながりマーチ
場　所：北はりま田園空間博物館　総合案内所周辺
　　　　芝生ステージ天神池スポーツセンター
時　間：１０時～１５時（雨天決行）

　　　　　　　　　

 

ステージアトラクション
よさこい・ダンス・アクロバット・演奏などが会場を
盛り上げます

地域の特産品販売
特産品を活かした商品やこだわりの商品が大集合

フリーマーケット
掘り出し物は見つかるかな？
充実の６０店舗の出店

空くじなしガラガラ抽選会
道の駅店内でお買い上げ
1,000円ごとに１回抽選！！
特等　国内ペア宿泊券
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