
【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】  10/ 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
　　　★ 9 月号のクイズの答えは３P を見てね！
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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

にゅーすにゅーす

 〒679-1102 多可郡多可町中区安楽田 980-45　ＴＥＬ 090-5130-0881
  営業時間 10:00 ～ 17:00(Lo.16:30)　/ ピザ…11:00 ～ 15:00(１日 30 枚限定 )　

 営業日 金・土・日・月曜日 (年末年始、２月は休業 )

 http://www.suomi-garden.com

　 　このサテライトは 「suomi garden’ s」 です。 さて早速クイズです。
　　　「suomi garden’ｓ」 のおススメ料理は何でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　① スパゲティ　② ピザ　③ ハンバーグ　④ カレー 
　
自然の中に建つ 「suomi garden’ s」 は今年９月に１周年を迎えました。
石窯で焼く手作りナポリピザは、 薪火であたためた石窯で１枚ずつ丁寧に焼き上げます。 パリッとしてもち
もちした生地のピザは、 １日３０枚限定！！　ぜひ、 皆さんご賞味下さい。
また、 庭には農薬を使わず育てたハーブやバラ、 果樹や野菜などが植えられており、 庭で収穫された季節ご
との果物や野菜、 ハーブを取り入れたメニューを提供されています。
さわやかな秋風の中、 素敵な庭を眺めながらゆっくりとお食事をお楽しんでみてはいかがでしょうか♪

スオミガーデンズ

スオミガーデンズ

スオミガーデンズ

応募してプレゼントを応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！

ml



2016年

  9  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

 9月

    　　雨の天気予報が暑いくらいの好天に！　
　9/11(日)　第14回でんくうまつり＆第5回播州つながりマーチ　6,600名来場

4日　関西学院大学商学部学生4名道の駅調査　山崎対応
6日　県民局職員3名･インターンシップ大学生3名視察　長谷川代表･大谷事務局長･篠原駅長対応
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

　天神池スポーツセンター北側にある「ロータリーこども
の森」は15年ほど前に西脇ロータリークラブによってでき
ました。全国の県木が植栽されていますが､残念ながらあま
り利用されていません。そこで、NPOでんくうが県・西脇
市の支援を受け仮称「ハーブ園」をここに作り新たな魅力
創造を計画中です。
　ハーブの苗や種をみんなで持ち寄り､自分たちで植栽した

いと思いますので､ご協力下さい。ご家庭
でハーブを育てている方、ぜひご参加下
さい。また、苗はないけれど作業で協力
してもいいという方、大歓迎です。
　お手数ですが､お手伝い･協力いただけ
る方はでんくう事務所へご連絡下さい。
　   　　℡0795-25-2370　　
　　　　FAX0795-22-2123

　青空市、サテライトから
の出店、フリーマーケット
６０店舗、播州つながりマ
ーチからは５０店舗のハン
ドメイド雑貨や布小物など
たくさんのお店が軒を連
ね、開店すると同時にたく

さんの人で賑わった。
　芝生ステージでは、ダンススタジオSTEPによるヒップホ
ップダンスから始まり、ファイアーベンチャーズ＆和輝愛
逢のバンド＆ダンス。Duo Abimanola（デュオ・アビマノー
ラ）によるアクロバットショー。ひやさとバンド＋西脇高
校生のバンド演奏。Zeeksのヒップホップダンス。ダンスチ
ームあまのじゃく、よさこい匠、K-Dreamのよさこい踊り、

旗士衆弾纏屋の旗の演武と
迫力のあるパフォーマンス
でステージを盛り上げた。
　ロータリーこどもの森で
は、兵庫教育大学の学生に
よる魔法使い検定がおこな
われた。5つの試験に合格
した可愛い見習い魔法使い
がたくさん誕生。
　体育館では、西脇工業高
校生による工作教室＆ロボ

ットショーがおこなわれ
こども達は目の前で踊っ
ているロボットに夢中に
なっていた。
　ゆるキャラは、毎年恒
例のでんくる、にっし
ー、牛兵衛、加東伝の
助、たか坊が登場し、一
緒に記念撮影してと引っ
張りだこに。会場内をぐ
るっと一周すれば楽しいものおいしいものがいっぱいつま
ったお祭りだった。
　準備から片付けまで手伝っていただいた西脇北高校のボ
ランティア部の方々、その他大勢のボランティアスタッフ
の協力により14回目のでんくうまつりも無事フィナーレを
迎える事ができ、ありが
とうございました。年に
一度のでんくうまつり、
今年来られた方も来られ
なかった方も、来年もお
待ちしています。　　　
　　　　　　　　　石塚

ハーブ園を一緒に作りませんか？
みんなでハーブの苗を植えましょう！

日時：10月29日(土)AM10時
場所：でんくう総合案内所
持ち物：作業ができる服装と道具
　　　ご家庭にあるハーブの苗数株
　＊作業だけの参加も歓迎します
　＊作業は雨天でも行います。苗等を
　　お持ちいただくだけでも結構です

き  し  しゅう  だん　まとい  や

▲魔法使いゴッコ　▼ロボットショー

9/17 散歩道「彼岸花と比延の歴史を訪ねて」は
　都合で中止になりました。



『9月号表紙クイズ』 の答え ④旨いもん

レストランたにし

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・11/4（金）プランター植え替え（8時～ 9時半）の協力よろ
しくお願いします。
・12/18（日）「道の駅 年末感謝祭 豚汁の振る舞い」を行い
ます。

【地域交流部】
・12/10（土）、12/18（日）「体験教室 しめなわづくり」を行い
ます。お正月に向けてしめなわをつくります。
・1/4（水）「体験教室 干支のキーホルダーづくり」を行いま
す。
・1/4（水）「新春ぜんざいの振る舞い」を行います。当日は、
バンド演奏なども楽しんでもらえます。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示はスオミガーデ
ンズの紹介です。
・29 年度版まるごとガイド、でんくうガイドマップの制作
が決定しました。

【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
報コーナーの奥へ 8/10 に引っ越し。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。
案内カウンターの場所が入ってきたらすぐにわかるように
するための看板設置を計画中。

【事務局】
・兵庫県内「道の駅」ラジオによる情報発信。
毎週土曜（9:00 ～ 9:05）ラジオ関西（AM558/1395KHZ）
「谷五郎の笑って暮らそう」（出演：谷五郎・田名部真理）
で兵庫県内の「道の駅」を毎週１施設ずつ順番に紹介されま
す。
北はりまエコミュージアムは 12/10（土）と来年の 9/2（土）
の 2回の放送スケージュールが決定しました。
当日は、道の駅駅長篠原さんが電話インタビューで出演予
定です。

西脇市寺内517-1
TEL・FAX  0795-24-3400
営業時間 8:30～16:00  定休日 火曜日(祝日営業)

　「道の駅 北はりまエコミュージアム」に隣接す
る「レストランたにし」は７月よりリニューアル
オープン！西脇ロイヤルホテルの運営となりまし
た。
　黒田庄和牛や播州百日どり、そして旬の滋味を
たっぷりたくわえた季節の地場産野菜。
北はりまには穏やかで自然豊かな風土に育まれた美
味しい食べ物がたくさんあります。
　「レストランたにし」ではそんな北はりまの「旨
いもん」を気軽にお楽しみ頂ける食事をいろいろご
用意しています。
　特にホテル料理長絶賛の黒田庄和牛を使った「黒
田庄和牛丼」は、バラ肉の程よい脂身の甘さと玉ね
ぎの風味が合わさり、上にのせた薬味のネギとゴマ
が肉の味を引き立てています。
　料理長こだわりのご飯は、生産者を指定のお米を
ふっくらと炊き上げ、醤油ベースの甘さ抑えめのタ
レが肉とご飯にからみ、肉そのものの旨味を堪能で
きる自信作となっています。
　他にも豊富なメニューを揃えた「レストランたに
し」へぜひ足をお運びください。

黒田庄和牛丼

ミックスフライ定食

レストランたにし店内

ショーケースは秋色に…。

レストランたにしメニュー

人気メニューを 1皿にした

料理長イチオシ



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
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

    10 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   10月に掲載以外の情報です。
詳細最新情報は 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）
  10月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年
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１１月予告（参加者募集中！） 
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（日）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

11/20(日)  第52回 日本一長い散歩道を歩こう　
　　　　「黒田官兵衛の歴史道」

 11/27(日)  でんくうFUNくらぶ交流ツアー    明石発  西神中央経由

　　　　

「紅葉狩りと昼食バイキング」

1(土)～   北はりま大学のにしわき学校 (11/12)参加申込スタート   申込はhttps://kitahari.net/　で

～10(日)  作品展"花鳥風月"　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」月曜定休（祝日の場合は翌日） 入館料510円 ◆23-2772

～11/13(日)  10時～17時    「堤展子―生きもの・やきもの・かわりもの」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

5(水)  19時半～　大澤誉志幸　渡り鳥ツアー2016　西脇市黒田庄町喜多　フォルクスガーデンNa-sya　　 ◆ 28-5120

8(土)  10時～16時   第1回北播磨キンボールスポーツ交流大会in西脇　西脇市西脇　総合市民センター体育館    ◆ 090-1893-7037  齋藤 雅

8(土) ～10(月)  10時～17時   播州織パッチワークキルト展「播州織で綴るわが町わが家」 西脇市寺内　でんくう総合案内所体験学習室   ◆25-2370

9(日)  13時半～15時半　ここで焼くよ！堤展子のワクワク♥楽焼体験！西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館  研修室　要申込300円　◆23-6223

15(土) 10時～14時　うどん打ち体験　多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園  湖畔の広場　要申込   参加費500円   ◆30-0050
16(日)  10時～14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

16(日)  13時半～15時　ティンカーベル20周年記念コンサート 西脇市西脇　アピカホール  当日券2000円　◆23-9000

16(日)  13時半～    花あそび　アンティークカラーの植物を使って　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　要申込   体験料 2,500円  ◆36-1616

29(土)  9時15分～14時半　千ヶ峰(1005.2m)登山教室　多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森 集合 　　　  要申込 参加費3,200円　　　◆32-4111

29(土)  9時半～14時　みどり園リサイクルまつり（フリーマーケット等）　西脇市富吉南町　北播磨清掃事務組合（みどり園）◆23-2808

30(日)  10時～12時　ロープワークに挑戦！～入門編～　多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園  湖畔の広場　要申込  参加費200円   ◆30-0050

30(日)  10時～15時　第5回みちくさマルシェ 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内  chattanaの森 周辺 　　　　◆みちくさマルシェFacebook
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（日）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
　　　      

（土）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
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　　　『燻製づくり体験＆昼食バイキング＆収穫体験』
行　程：加古川発(8:30)→姫路(9:00)→北はりま田園空間博物館→
　　　　燻製づくり体験→昼食(レストランたにし）→里芋ほり体験→
　　　　栗拾い体験→北はりま田園空間博物館→姫路→加古川着(17:30頃)
持ち物：歩きやすい服装・飲み物・帽子・ﾀｵﾙ・軍手・雨具（天候により）

　　　　　　　　　

 

　　　『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』
行　程：三宮発(8:00) → 西神中央(8:30)  →　でんくう総合案内所 →
　　　　昼食(ますのみ松屋)→春日神社(暴れ太鼓)→兵主神社(布団太鼓)→
　　　　tamaki niime(工場見学)  →　でんくう総合案内所 →  西神中央
　　　　→  三宮着(17:30頃)

　　　　　　　　　

 

　　　『田舎満喫ツアー　お土産付き』
行　程：明石発(8:00)→西神中央(8:30)  →でんくう総合案内所 →
　　　　さつまいも掘り・稲刈り・黒豆収穫→昼食(手作り弁当)  →
                 でんくう総合案内所 → 西神中央 → 明石着(17:00頃)
持ち物：飲み物・帽子・ﾀｵﾙ・軍手・着替え・雨具（天候により）
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（土）参加者募集！！

　　　『ハーブ園を一緒に作りませんか？』
 　
ハーブの苗や種をみんなで持ち寄って、天神池スポーツセンター北側にある
「ロータリーこどもの森」に自分たちで植栽したいと思います。
ご家庭でハーブを育成されている方で、趣旨にご賛同いただける方は、
ご参加をお願いします。
　苗はないけれど作業をしてみたい！という方の参加も大歓迎です。
 　場　所：でんくう総合案内所　　　　時　間：午前１０時～
　 持ち物：作業ができる服装と道具・ご家庭にあるハーブの苗を数株
　 ※ご協力いただける方はでんくう総合案内所までご連絡下さい。
　　 TEL：0795-25-2370   FAX:0795-22-2123

　　　　　　 　　  　

 

入館料310円 

5000円（ワンドリンク付き） 

でんくう総合案内所
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