
【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】  11/ 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
　　　★ 10 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年11月1日発行   142号2016年11月1日発行   142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

 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇 394-1　ＴＥＬ 0795-22-5549
  開館時間 10:00 ～ 17:00（4 月～ 9月は 18：00 まで )　

 休館日 月曜日 (祝日の場合は翌平日 )・ お盆・年末年始　　入館料：無料

 http://www.umekichi-tmo.jp/

　 　このサテライトは 「旧来住家住宅」です。 さて早速クイズです。

　　　「旧来住家住宅」 は誰のお屋敷でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 来住亀吉　② 来住鶴吉　③ 来住松吉　④ 来住梅吉
 
「旧来住家住宅」 は大正時代に地域の名士である来住梅吉の私邸として建てられました。

母屋座敷の床の間や矢筈張天井のように、 見えないところにも凝った手法が用いられた高級民家です。

母屋、 離れ、 庭園などの建築費用は 8万 3,053 円。 現在の価格で 2億 4000 万円にもなります。

国の登録有形文化財にもなっているこの 「旧来住家住宅」 は無料で公開されており、 ボランティアガイドに

よる詳しい案内を受けることも出来ます。

きゅうきしけじゅうたく

きゅうきしけじゅうたく

やはずはりてんじょう

きゅうきしけじゅうたく

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！

　　 月　



2016年

  10  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

 10月

 11月

    　　荷物は重いけどまた来たい！　
　2(日)　昼食バイキング＆燻製づくり体験＆収穫体験　37名参加

    気持ちいい汗を流し、たくさんのお土産！　
　15(土)　バスツアー「田舎満喫ツアーお土産付き」　27名参加

   パワフルで伝統ある秋祭りに感激！　
　9(日)　バスツアー「秋祭り・ ますのみ松屋の豪華弁当・tamaki niime」　17名参加

19日　但馬の道の駅めぐり研修15名(うち但馬県民局担当者2名)受け入れ　篠原駅長対応
26日　西脇市マナビータで「西脇市観光交流推進協議会」(仮称)設置に関する事前検討会　大谷事務局長出席
26日　加古川、西脇、黒田庄、谷川各地区の市民のＪＲ利用促進会議　長谷川代表がでんくうの取り組みを紹介

31日　ＪＡ兵庫六甲加工グループ立ち寄り　売り場見学、黒っこマザーズの加工場見学など

　天気予報がうまく外れ､青空の広がる秋晴れ。明石発のバスはでんくう総合案内所に立ち寄りお買い物。
その後、多可町加美区西脇の田畑へ。先ず稲刈り体験。参加者は「いつも見るばかりなので、初めての稲刈
りが楽しかった。」と稲刈りに大満足。その後コンバインで脱穀していく様子を間近で見て「藁は出てくる
のに米はどこへ行った？」とびっくり。
　近くの交流会館でかみ特産品クラブの特製弁当の昼食。おかずにズイキやハヤトウリのサラダなど変わっ
たものが入り「これは何？｣と質問。「昼食は地の物で手が込んでいて大変おいしかった。」と好評。弁当
以外に百日鶏のから揚げ､コラーゲンスープ、箸荷紅茶も用意していただいた。
　午後からはサツマイモ掘りと枝豆収穫。自分で掘ったサツマイモはお土産用に1kg。枝豆は2本収穫。枝
豆は皆さん少しでも荷物を軽くコンパクトにと､座り込んで豆のさやをちぎり､ゆでるだけに。
さつまいも1kg、枝豆、コシヒカリの新米2kgの他にお買い物もあり、「丈夫な大きな袋が必要で嬉しい悲
鳴」「荷物が重い､重い」と言いながらも楽しい一日の思い出とともに大満足で帰路に。　　　　　三村

　雨が心配されたが良い天
気、むしろ暑いくらいの中で
ツアーを実施。加古川から姫
路を経由して1時間半ででん
くう総合案内所に到着！まず
お買い物をし、裏の芝生広場
で、いざ燻製づくり体験！
　合鴨とベーコンの燻製づく

りの指導は井上先生。すでに下ごしらえをした合鴨とベーコンを
各自鉄串に刺して、まずは60℃で 30分肉を乾燥させる。次に肉が
人肌よりも熱くなったら桜チップを投入し、75℃まで温度を上
げ、好みの 色になるまで約 1 時間肉を燻していく。皆さん予定の 2 
時間も掛からず燻製ベーコンと合鴨肉を完成。
　ランチはレストランたにし(西脇ロイヤルホテル)のバイキング♡
芝生広場横に用意された料理を、各自皿に取り分け、皆さんお腹
一杯。
　午後はいよいよ収穫体験！里芋ほりにはりまコットンボール銀
行やよい村の畑へ。長靴と軍手を身につけ、少し乾燥した土を掘
り起こして、汗をかきながら里芋2株分を収穫。1人1kgがお土産！
里芋の親芋はサービスで、皆さん喜んで持ち帰られた。
　そこから少し移動して中畑林間ファミリー園へ。ファミリー園
では栗の木の下に落ちたイガグリの中から栗を拾った。今年は不
作とか。それでも皆さん頑張ってたくさん栗を拾われていたよ
う。全ての収穫を終え、でんくうへ。
　買い物やベーコンと合鴨の燻製、里芋、栗とたくさんの荷物を
両手に持って、皆さん笑顔で帰路へ。　　　　　　　　　秋田

　天気が心配だったが、爽やかな風と秋空の中の開催に。でんく
う総合案内所到着後、体験教室で開催中の播州織パッチワーク展
を見学！大判の作品や4つの同じ図柄を多くの方が作成された物な
ど。それぞれ生地の選び方で、全く違う雰囲気の作品になってい
た。参加者も小東先生から説明を聞きながら、ゆっくりと見学。
　少し早めの昼食にますのみ松屋さんへ。黒田庄牛のロースト
ビーフが入った豪華弁当に皆さん嬉しそう。｢本当に美味しい！」
「食べきれない程豪華！」と大満足の昼食。　
　その後、暴れ太鼓が行われる宮ノ本春日神社にバスで移動！西
脇ロイヤルホテル前で下車後、歩いて春日神社まで移動。神社で
待機していると、神社前の道
で高田井町と和田町の暴れ太
鼓が練りはじめた。本当に乗
り子が落ちないのが不思議な
くらいの角度で屋台が傾き、
参加者もビックリ。
　次にバスで黒田庄町の兵主
神社へ。途中屋台の練り歩きに出会うことなく、スムーズに移動
でき、餅まきの時間に間に合った。ここの餅まきは量がとても多
く、たくさんの餅を取ることが出来た。その後天狗の面を被った
人を先頭に、槍や弓を持った人などがゆっくりと詩に合わせて行
進する「レッケイ」を見た後、バスでtamaki niimeへ。9 月日本へ
そ公園の側に、以前の5 倍の広さの店舗兼工場に移転したばかり。
まずは従業員の方による工場内を見学！めずらしい機織り風景を
見ながら、商品が出来ていく過程をゆっくりと見学。その後店舗
でショッピング♡色鮮やかなストールや服などを鏡で合わせ、思
い思い気に入ったものを購入。でんくうに寄って後、帰路へ。田
舎の秋祭りは「思った以上に良かった」と大満足の様子だった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田

いぶ



『１０月号表紙クイズ』 の答え ② ピ ザ

Ｓｕｏｍｉ garden’ s ｽｵﾐｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の研修日帰り
バスツアーは 1/18（水）に 8 時でんくう集合→道の駅但馬の
まほろば→JR 香住駅→天空の駅 JR 餘部→徒歩→道の駅あ
まるべ→浜坂海鮮バイキング→但馬長寿の郷→豊岡かばん
直売所たなか→道の駅但馬のまほろば→でんくう→帰路。
参加費は 3,000 円、定員 86 名、12/6（火）11 時から受付。
詳細は該当者へ郵送予定。

【地域交流部】
・10 月 29 日 ( 土 )　10 時から「ロータリーこどもの森」に
て ハーブ植栽にご協力頂きましてありがとうございまし
た。　苗の提供を含め２０人の方に参加して頂き、１時間
で２４種３５０本の移植を行いました。　引き続き整備し
ていきますので、今後もご協力をお願いします。
　寺内の笹倉区長のご尽力で、寺内から４名の参加があり
ました。今後、地元との連携が期待できます。
・年末恒例「体験教室しめなわ作り」は 12/10 と 12/18
どちらも 13 時～ 16 時、でんくう体験学習室で。
申込は不要、参加費は 300 円です。

【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は「旧来住家住宅」
です。
・29 年度版まるごとガイドの編集のため、サテライトの情
報更新に担当者が伺いますのでよろしくお願いします。

【事務局】
・12/10( 土 )（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
北はりまエコミュージアムが紹介されます。

多可郡多可町中区安楽田980-45
TEL  090-5130-0881（ご予約・お問合せ）
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～月曜日 (年末年始・２月は休業)

　「Suomi garden’s ｽｵﾐｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ｣は多可町中区の
山裾にあります。
　「自然の風を感じながら、ゆったりとした時間と
心やすらぐ空間を提供したい」と、庭にはたくさん
のハーブや花々、果物や野菜を無農薬で自家栽培さ
れています。
　その自家栽培したハーブを取り入れたメニューは
どれも美味しいこと間違いなしです。
　ランチは１日３０枚限定のこだわりのピザ♪
　店内の石窯で１枚１枚注文を受けてから焼かれて
います。素早く400℃の窯で焼き上げることで、パ
リッとしてもちもちとしたピザになります。
　朝と夕方はカフェタイム♪
　バラやブルーベリーのジャムを添えたハーブの香
りを生かしたトーストセット。朝摘みのフレッシュ
ハーブティーや自家製カルピス、手淹れコーヒーと
ハーブや果物の入ったケーキがついたケーキセッ
ト。
　ランチとカフェの後は、ゆっくりと庭を散策して
日頃の疲れを癒してはいかがでしょうか(^^♪

自然いっぱいのショーケース

石窯でピザを焼きます

ピザはパリッとしてもちもち♪

庭には季節ごとにハーブや花々が…。

Suomi garden’ｓ　ｽｵﾐｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ

ハーブ植栽の様子　ご協力ありがとうございました！



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～ 18時 (  3月～10月は 1 9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

    11 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   11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）
  11月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

で　　　ん　　　く　　　う

１２月予告 （参加者募集中！）
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（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』
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 　北はりまのオススメ紅葉スポットをでんくうガイドが案内します。

 　

　

 

でんくう総合案内所

～27(日)  「宇宙の日」作文絵画コンテスト作品展    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

～30(水)   播州百日どりｸﾞﾙﾒﾌｪｱｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ　多可町へ「播州百日どり」を食べにいらっしゃ～い！ 多可町内の26店舗　◆32-2161多可グルメ研究会(多可町商工会内）

5(土)・6(日)・12(土) ・13(日) 　第2回多可町チェーンソー彫刻コレクション　多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園

8(火)  10時～12時　パステル和（なごみ）アート　多可町中区牧野　多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森   ハガキサイズ500円～　◆32-4111

12(土)  13時～15時 第5回　多可町歌謡祭  多可町八千代区　八千代プラザ　大ホール  出演者30人が熱唱！　◆主催　多可町文化連盟

13(日) ①13時半～ ②15時半～ 化石のﾚﾌﾟﾘｶをつくろう  西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」　入館料510円 ◆23-2772

13(日) ①13時半～ ②17時半～アピカホール20周年記念事業 ～アピカ誕生の夢を紡いで～   西脇市西脇アピカホール 入場料500円 中学生以下無料 ◆23-9000

16(水)  10時～17時　傘寿記念　小林信治水彩画展　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  西脇TMO推進室

19(土)  13時半～　ドライハーブのリース作り  多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ   要予約　参加費1,620円(材料費込)　１時間程度　◆32-4113

20(日)   10時～15時   第１４回里山のふれあい祭り　多可町中区糀屋　なか・やちよの森公園　湖畔の広場   予約不要  入場無料◆30-0050

20(日)   10時半～14時  なごみの里祭り  多可町八千代区大和　なごみの里山都     お笑いタレント《あらじお》来演！◆38-0753

27(日)   10時～15時   秋の感謝祭２０１６   多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可    入園料無料  ◆36-1616

27(日)   10時～15時半  なか・やちよの森で芋煮会しよう！  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600円 ◆30-0050

27(日)   14時～  林家正蔵・林家三平兄弟会  西脇市郷瀬町西脇市民会館大ホール  指定席一般2,500円  自由席一般2,000円  当日は各500円増  ◆22-5715

27(日) ～3/26(日)「山田脩二―日本村・日本旅・日本晴れ―」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

12/10(土) ・12/18(日)  体験教室『しめなわづくり』

12/18(日)  道の駅年末感謝祭『豚汁の振る舞い』

集　合：日本へそ公園（西脇市上比延町334-2）に9時集合　
行　程：日本へそ公園（9時）→ 上比延友遊農村公園 → 
                   極楽寺  →  兵主神社  → 光福寺  →  蓬莱峠  →  
                   末谷池  →  瀧尾神社  → 荘厳寺  →  黒田官兵衛生誕地
                  →JR本黒田駅（電車）→JR日本へそ公園駅
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10km（軽いアップダウン有り）
※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。
※参加費には、本黒田駅から日本へそ公園駅間の電車代含みます。

でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムは

１１月～２月の間、18時に閉館させていただきます。　　　　　　　　　

 

（日）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

　　　『紅葉狩りと昼食バイキング』

行　 程：明石 (8:30発)  →  西神中央（9:00発）→  多可町北播磨余暇村公園 →
                量興寺  →  西林寺  →  道の駅北はりまエコミュージアム（買い物) →
                豪華昼食バイキング  →   荘厳寺  →  西神中央  →  明石(17:00頃着)

参加費：6,200円 (でんくうFUNくらぶ会員5,890円)

定　員：４０名
　
持ち物：歩きやすい服装と靴、水筒
                          ※小雨決行（雨天の場合行程の変更があります）
　　　　　　※集合場所には出発時間の10分前にはご集合お願いします。

　　　　　　　　　

 

お知らせ

参加者

募集中

 　当日は、荘厳寺で黒田の里官兵衛まつりが催されます。
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