
【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】  12/ 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
　　　★ 11 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2016年12月1日発行   143号2016年12月1日発行   143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

 〒677-0132 兵庫県多可郡多可町八千代区大和 1520-1　
  ＴＥＬ 0795-38-0753 ・ FAX 0795-38-0754
  開館時間  喫　　茶 /  8:30 ～ 11:00・ レストラン / 11:00 ～ 14:30(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ)

　　　　　 山都の湯 / 11:00 ～ 17:00・ 各実習室 /    9:00 ～ 17:00( 要予約）

 休 館 日  毎週火曜日　

　 　このサテライトは 「なごみの里 山都」です。 さて早速クイズです。

　　　「なごみの里 山都」 でしている発電方法は何でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　① 太陽光発電　② 風力発電 ③ 水力発電 ④ 原子力発電 
 
「なごみの里 山都」 は施設全体を武家屋敷風にまとめられた地域住民主導の体験交流活動施設です。

施設内には喫茶＆レストラン、 売店、 山都の湯、 各実習室、 多目的ホールなど多くの施設があります。 その施設全体の

電気を、 屋根に設置した太陽光発電でまかなわれています。

施設では１２月１７日 ( 土 )１５時より、 旭堂南海氏による 「講談 忠臣蔵」 が開催されます。 ぜひ、 興味のある方はこ

の機会に足を運んでみてはいかがでしょうか♪　（前売り券は 「なごみの里山都」 で販売中です。）

やまと

やまと

やまと

やまと

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

  11  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

 11月

    　　それぞれの楽しみや目的を達成できました！　
　20(日)　散歩道「黒田官兵衛の歴史道」　17名参加

   雨の中のもみじ狩り、落ち葉の絨毯！　
　27(日)　バスツアー「紅葉狩りと昼食バイキング」(明石発)　34名参加

11日　神戸兵庫県民会館11Ｆ「助成金申請のコツ セミナー」　篠原駅長出席
19日　神戸元町5番街で北播磨元気市　北はりまの食販売･イベント紹介・でんくる君　4名参加
25日　団体体験受け入れ18名　燻製づくりを地域交流部対応　　
30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

　集合場所の日本へそ公園をスタート。それぞれ挨拶を交
わしながら道中の花や民家の庭を眺め･･(これが結構楽し
く、車では通らない集落の道と畑の作物や庭木･花に参加者
の趣味や知識で盛り上がる)、上比延友遊公園を
通り､極楽寺へ。極楽寺の太閤の腰掛石のガイド
の後は写真撮影や、本堂まで拝観できた。
　兵主神社まではすぐで、広い境内で休憩。茅葺
きの拝殿など、見ただけでも歴史を感じ、興味深

く見る人も。
再び車の少ない
集落内の道を進
み､前坂の光福寺で休憩。次
の蓬莱峠は落ち葉が敷き詰
められ､坂道で滑りやすかっ
たが脚力のある参加者は

　あいにくの雨中、バスは遅れ
て多可町北播磨余暇村公園到
着！雨で紅葉などが散っていた
が、落ち葉のじゅうたんの中、
ゆっくりと公園内を散策。広い
園内ではまだ残る紅葉や木彫り
のチェンソーアートの作品を鑑
賞しながら、「こんなキレイなところがあるんやね～。」
と皆さん感心。
　次は量興寺。境内の大きなイチョウの木は雨と風でほぼ
散ってしまい、黄色く染まった落ち葉のじゅうたんを踏み
しめ、見事なイチョウの大木を見上げ「ぜひ今度は散る前
に来てみたい！」と参加者。

　次は道の駅北はりまエコミュージア
ムでの豪華昼食バイキング＆ショッピ
ング♪　体験教室に豪華バイキングの
昼食を用意。外がすごく寒かったた
め、暖かい部屋で温かい美味しい料理
に皆さんとても嬉しそう。ゆっくり食
べた後はショッピングでたくさんの買
い物後バスへ。
　次は西林寺。入り口の紅葉はほとん

ど散っていたが、本堂の
方はまだ紅葉が残ってお
り、皆さん思い思いに写
真撮影。
　いよいよ最後の荘厳寺。黒田官兵衛ゆかりの寺としても
有名な荘厳寺は紅葉もキレイだが、この雨でほとんど散っ
ていた。ただ、黒田家の家系図の巻物を見ることが出来た
ことと、「西脇市の熊野古道」といわれる本堂までの苔む
した石段には皆さん感心されていた。晴れていれば木の間
から陽射しがさして、より一層厳かな雰囲気になるよう。
「今度はぜひ晴れた日にまた来たい。」
　１日中雨で肌寒く、紅葉も散っているところが多いバス
ツアーだったが、「北はりまにこんな紅葉のキレイなとこ

ろがいっぱいある！」ということを知っ
て頂けたようで、
「またぜひ晴れた日に来てみたい。」
「また、いろんな所を紹介して欲し
い。」との感想。
　スタッフ一同、次回お会い出来ること
を願い、皆さんバスで帰路につかれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　秋田

楽々と進み、峠を下り瀧
尾神社の前を通り楽しみ
の荘厳寺へ。

　荘厳寺では官兵衛まつりが行われてお
り、武者行列にも間に合った。また「ここ
のおでんを楽しみにしていた」人も。ス
テージイベントを見ながら、それぞれ持参
の弁当で昼食。カメラを片手に紅葉を楽し
む人、特産品販売のテントを巡る人など。
そしてイベント最後の餅まきも参戦、飛ん
でくるお餅に手を広げキャッチ。皆さんた

くさん取れたと笑顔。
黒田城祉、姥が懐と立ち寄り、本黒田駅へ無事到着。JRで集
合場所のへそ公園駅や西脇市駅に。曇りだったが、ちょう
ど歩きやすい天気だった。　　　　　岡本



『１1月号表紙クイズ』 の答え ④ 来住 梅吉

旧来住家住宅

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、12/7（水）11 時から受付。
詳細は該当者へ郵送。
　※受付日が変更になりました。ご注意ください。

【地域交流部】
・11/24（木 )9 時から「きくいも畑」にて石拾いにご協力頂
きましてありがとうございました。　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。
・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。
・１/4( 水 ) 干支のキーホルダーづくりは 10 時～でんくう
体験教室で申込は不要、参加費は 200 円。
ぜんざいの振る舞いは約 350 食。

【都市交流部】
・でんくう FUNくらぶバスツアー「たけのこ掘り、いちご
狩り、道の駅、tamaki niime」を 4/16( 日 ) で企画中。
三宮 8 時発→西神中央→篠田いちご園→でんくう（昼食）
ますのみ松屋のお弁当→高嶋たけのこ掘り→日本へそ公園
→tamaki niime→日本へそ公園→でんくう→帰路
・でんくう FUNくらぶバスツアー「たけのこ掘り、いちご
狩り、道の駅、官兵衛の湯」を 4/20( 木 ) で企画中。
明石8時半発→西神中央→箸荷いちご園→でんくう（昼食）
ますのみ松屋のお弁当→高嶋たけのこ掘り→官兵衛の湯→
（op播州織工業協同組合）→でんくう→帰路

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示は「なごみの里山
都」です。

【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。
・獣害防止柵の設置予定　12 月～ 1月

兵庫県西脇市西脇394－1
TEL  0795-22-5549 　URL: http://www.umekichi-tmo.jp/
開館時間  10:00～18:00 (10月～3月は17：00閉館)
休  館  日  毎週月曜日 (祝日の場合は翌日)・お盆・年末年始

　「旧来住家住宅｣は大正時代の名士 来住梅吉 の私
邸として建てられました。
　広い敷地内には母屋、離れ、客湯殿、洋館、蔵な
どの見事な造りの建物が並んでおり、現在の費用に
すると2億4000万円の価値になるとか。
　国の登録有形文化財にも指定されたこの旧家を、
なんと無料で観覧できます。
　縁側から見える庭園は写真のような素晴らしい眺
めです。離れは貸出しもしていますので、そちらで
友人や家族と食事会などされてみてはいかがでしょ
うか。
　また、この旧来住家住宅内では常時いろいろな展
示を行っています。12月に開催される展示は下記
のとおりです。そちらもぜひご覧下さい。

 ◆ 12月  2日(金)～12/11日(日)　
　ローラ・ミッサーと歩んだ日々　ｳｫﾙﾄﾞﾙﾌ人形作品展
 ◆ 12月14日(水)～1/ 9日(月)　
　　現地ボランティア活動展　　西脇北高等学校
　

母屋縁側から眺める庭園

でんくうのショーケース展示

ウォルドルフ人形作品展

現地ボランティア活動展

きゅうきしけじゅうたく

旧来住家住宅外観

（熊本地震　避難所仮設トイレ清掃作業）

※上記２件のバスツアー申し込み開始日未定



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
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

    12 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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー   12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）
  12月の サテライト イベント ＆ 地域情報

　

2016年

１月予告 （参加者募集中！）  
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　　　『しめなわづくり』

 

　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　

 

18
　　　
 　でんくうから感謝を込めて♪　年末大感謝祭！！

 　

　

 

でんくう総合案内所

1(木)～25(日)  11時～14時  クリスマス  プレミアムランチ『ノエル』  多可町八千代区中野間 エーデルささゆり リーベリリエン 1260円 ◆37-1200

2(金) ～11(日) 10時～17時 ﾛｰﾗ･ﾐｯｻｰと歩んだ日  々ｳｫﾙﾄﾞﾙﾌ人形と編み物展  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

4(日)   9時 ～   まちたかフェス  巻き寿司  カニ  醤油  ラーメン の販売など  多可町中区岸上281-1　まちの駅・たか＋道の駅「山田錦発祥のまち・多可」◆20-7087

4(日)   11時 ～15時　多可町芸能祭　多可町中区中村町　ベルディーホール　◆32-1300

11(日) ①13時半～ ②15時半～  とびだすカードをつくろう  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

17(土)  13時半～　ハーブ鍋を作って食べよう  多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ   要予約　参加費1,080円(材料費込)　１時間程度　◆32-4113

18(日)  10時 ～15時 ログハウスカフェ 多可町加美区観音寺　手づくりログハウス　木の家 ◆080-6263-8638(宮本)

18(日)  10時 ～12時 ダッチオーブン体験教室   西脇市黒田庄町門柳  西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場   要申込1500円  ◆28-4851

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

20(火)  13時半～14時半  Ｘ'ｍａｓアレンジメント  多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森   12/11締切 要予約 参加費3500円 ◆32-4111

23(金)  10時 ～12時 ピザ体験教室   西脇市黒田庄町門柳  西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場   要申込1500円  ◆28-4851

23(金) ①13時半～ ②15時半～  きれいなろうそくをつくろう  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

24(土)  19時～21時   第25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  NPO妙見山麓遺跡調査会

25(日)  9時半～11時   自分でつくるお正月飾り！！ミニ門松づくり多可町中区東山　那珂ふれあい館  参加費600円　◆32-0685

25(日)～26(月)  雪遊びキャンプ  多可町加美区豊部1840-53エコミール加美集合  締切12/10,18時 参加費19600円 (兎和野高原野外教育ｾﾝﾀｰ泊）◆35-1572　

場　所：でんくう体験教室
時　間：１３時～１６時　
参加費：ひとり３００円（当日集金）

初めての方でも安心♪ スタッフが丁寧に教えます。

※汚れてもよい服装でお越しください。
※事前の申し込み不要。
※材料がなくなり次第終了、参加受付は14時まで。

 

（日）道の駅 年末感謝祭

　　　『豚汁の振る舞い』

１０時ごろからスタートします。
でんくうにてあったか～いできたての豚汁を無料で振る舞います。
ぜひご来場くださいませ！

　　
 

お知らせ

1/4(水)　体験教室『干支（酉）のキーホルダーづくり』

1/4(水)　『ぜんざいの振る舞い』

でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムおよび
ネーブルバーガー・スターズは12/31～1/2休業
（12/30と1/3は午後5時で閉店）

「レストランたにし」は年末年始休まず営業
（8:30～16:00ラストオーダー）
　　　　　　

 

自分で編んだ「しめなわ」で新年を迎えよう！

（日）18 　体験教室

ませ！
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