
【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】  1/ 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
　　　★ 12 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年1月1日発行   144号2012017年1月1日発行  日発行   144144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

 〒679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原 670　
  ＴＥＬ 080-1400-1821
  日本パステルホープアート協会公認　正インストラクター　伊藤真理

 月 1,2 回 自宅にてパステル＆まろん小屋開催中

　 　このサテライトは 「パステル（和）アートまろん」です。 さて早速クイズです。

　　　「パステル (和 ) アートまろん」 が開催しているのは何でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　　　　　① いちご小屋　② みかん小屋 ③ まろん小屋 ④ めろん小屋 
 
「パステル （和） アートまろん」 では月 1,2 回、 自宅にてパステル教室やまろん小屋を開催しています。

パステルを使って指でクルクル描くだけなので、 誰でも簡単に挑戦して頂けます。

パステルアート以外にもホイップ・ストーンデコやレジン、 簡単お菓子作りなどの体験教室も行っています。

大人も子供も一緒に楽しめる教室になっています。 ぜひお弁当・水筒を持って１日楽しんでみてはいかがでしょうか♪

なごみ

なごみ

なごみ

(9:00 ～ 16:00)

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

  12  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

 12月

    　　これで良い新年が迎えられます！　
　10(土)・18(日)　体験教室 しめなわづくり　　10日：26名　18日：34名参加

   良い天気で､うれしい豚汁！今日はいい1日！　
　18(日)　年末感謝祭 豚汁の振る舞い　約350食提供

16日　姫路「医療生協のてくてく歴史散歩」43人が長明寺､tamaki niime､ますのみ松屋、鍛冶屋線記念館、
　　　杉原紙の紙すき体験、岩座神の棚田、松が井の水を巡る　でんくう案内人(内橋､藤原孝)対応

　毎年恒例のしめなわづく
り。スタッフは「この伝統
技術を伝えたい」参加者は
「しめなわづくりを覚えた
い」との思いで会場は熱気
ムンムン。
　使用する藁は10月の｢バ
スツアー田舎満喫｣の収穫

体験で稲刈りをした山田錦。雨にぬれると綺麗な藁になら
ないため､屋内で大切に乾燥。今の稲刈りはコンバインで刈
り取り､藁はすぐに裁断し田んぼにふってしまうので、農家
の協力とスタッフのお世話が
あり山のような藁を準備でき
る。
　綺麗な藁が用意出来たら､
もう出来たようなものと言い
たいが、縄を綯ったこともな
い参加者も多い。
　また、途中から飛び込み参

　これも恒例、豚汁の振る舞
い。暖かい天気といい匂いに
誘われた来訪者が続々と列を
作る。スタッ
フが朝早くか
ら準備し、地
元野菜がたっ
ぷり入った豚

汁やお餅。豚汁は予定より早く､12時頃には
終了となった。つきたて餅の販売もあり、お

餅と豚汁で昼食にする人
も。
　また、子どもたち向けに

バ ル ー ン
アートのプ
レゼントも
あり、こちらは子どもたちが集まり、作るの
に大忙し。お気に入りのバルーンアートを手
にした子どもは大喜び。みんなが笑顔のひと
時でした。

加する人も多く、指導ス
タッフも大変。その上ごんぼ（ごぼう）と呼ばれる上級者
向けを作りたいと言う人が多い。めがねも左右の縄の太さ
やバランスが大切。輪がひとつだけのリースが一番作りや
すい。それぞれの技術や飾る場所などでどれにするか決め
る。自分で頑張る人、先生に手伝ってもらう人などに、経
験を重ねた指導スタッフはポイントをうまく伝え2時間ほど
で完成。御幣とウラジロ､ユズリハ、小ミカンを水引で飾る
と立派なしめなわ！
　「数年かよってようやく
自分でできるようになりま
した！」と言う参加者も。
意外に女性も多く、子ども
連れの方は家族で仲良く作
業。完成したしめなわを手
に、皆さん笑顔で帰られた。
良い年をお迎え下さい。

山田錦の藁が山のように

ごぼうは太い膨らみの中に左下の藁を入れるのが難しい

小さな子も藁たたきならできる

バランスを考え､輪を作り
御幣 (紙の飾り )を付ける左から七五三、ごぼう、リース、めがね (小 )、めがね (大 )

わら

な

ごへい



『１２月号表紙クイズ』 の答え ① 太陽光発電

なごみの里山都

でんくう各部からのお知らせ

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
 

　「なごみの里山都｣は、豊かな自然と文化を活用し
て大和地域全体の活性化を図るために、地域住民主導
により整備されました。
　施設全体は歴史文化を取り入れた武家屋敷風にまと
めあげられ、毘沙門公園にある雨ごいの鐘をイメージ
した鐘突堂がシンボルの「体験交流施設」と、名峰笠
形山の山形が八角形であることから、そのイメージを
デザイン化された「交流活性化センター」の２つの建
物からなる複合施設です。
　「体験交流施設」にはモーニングが人気のレストラ
ンや物産販売をしている売店、草木染め・そば打ち体
験の出来る実習室があります。売店で販売中の巻き寿
司は午前中に売り切れる人気商品です。お買い求めは
お早目に‼
　「交流活性化センター」には吹き抜けの多目的ホー
ル、落ち着いて会議の出来る和室、滋味あふれる浴室
「山都の湯」があります。特に若返りの湯として「ケ
イ素酸イオン化人工鉱石」を敷き詰めた重厚で落ち着
きのある岩風呂の「山都の湯」は大人気です。
　ぜひ、山里で過ごす心地良さを味わってみて下さ
い。

なごみの里山都入り口

でんくうのショーケース展示

岩風呂「山都の湯」

大人気♡巻き寿司

　　　　　　　　やまと

なごみの里山都外観

【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　
（好評につきキャンセル待ち１７名）
・ふぁみり～カーニバルは 4/30( 日 ) に企画中。
　　　　　　          新登録サテライト
★茜が丘複合施設Miraie（みらいえ）　西脇市野村町茜が丘
人つどい　人つながり　人はぐくむ　交流の場
★日の出精肉店　西脇市黒田庄町喜多
じっくり焼き上げた手づくりにこだわった特選炭火焼き豚
は自信作です。
【地域交流部】
・12/9（金 )「高嶋たけのこ畑」整備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。

【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 4/22( 土 ) で企画中。
　※当初の日程と行程が変更になっています。
明石8時半発→西神中央→箸荷いちご園→でんくう（昼食）
高嶋たけのこ掘り→官兵衛の湯→でんくう→帰路

・H29 年度サテライトフォトコンテストと作品展示を企画
中。撮影期間は H28 年 9 月以降に撮影したもの。展示期間
9/9( 土 ) ～ 9/15( 金 )

【広報部】
・1月の情報コーナーショーケース展示は「パステル（和）
アートまろん」です。

【事務局】
・Wi-Fi フリースポット端末の買い替えと追加購入。
体験学習室方面でもWi-Fi が利用できるようになります。
・獣害防止柵の設置予定　12 月～ 1月

※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。

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

       1 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   １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）
    1 月の サテライト イベント ＆ 地域情報

2017年

で　　　ん　　　く　　　う

２月予告  
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　　　『干支（酉）のキーホルダーづくり』
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 　でんくうから感謝を込めて♪　新春大感謝祭！！

 　

　

でんくう総合案内所

～16(月)   第２２回杉原紙年賀状全国コンクール　募集中！ 多可町加美区鳥羽768-46  杉原紙研究所   ◆36-0080 

～29(日)  10時～16時 　杉原紙で４９種の「連鶴」展    多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」水曜定休   ◆36-0080

4(水) ～2/12(日)  10時～18時   郷土資料館第80回特別展　これなあに・むかしの道具21  西脇市西脇790-14　郷土資料館   月曜定休  ◆23-5992

4(水)～15(日) 10時～17時  アトリエ個展シリーズ VOL2「八木智弘」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

7(土) 9時～18時 　作品展「西脇市内幼稚園児展」西脇市寺内　でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

7(土)  9時半～11時半　第13回来住邸新春子ども書き初め大会　西脇市西脇 旧来住家住宅    ◆23-9119  西脇TMO推進室

8(日)～31(火)  10時～17時　第13回来住邸新春子ども書き初め大会作品展　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

9(月・祝) 10時～15時　天高く揚がる！里山の伝統～和凧づくり～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

11(水)～16(月) 9時～18時 　小松原ケンスケ個展　西脇市寺内　でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

15(日) 10時～15時　2017年 耐寒登り初め！！(10kmほどの行程）　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300円◆30-0050

15(日) 13時～  ドキュメンタリー映画「不思議なクニの憲法」西脇市郷瀬町　西脇市民会館　中ホール  前売り券1000円（当日券1200円）◆22-5715

22(日)  13時半～   アピカホール20周年記念事業　アピカ・ミュージック・トレイン　西脇市西脇991　アピカホール　入場無料　◆23-9000

22(日)  13時半～16時半  クルミの木の小鉢づくり  多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内　chattanaの森   要予約 参加費3500円   ◆32-4111

29(日)   ①11時  ②14時   映画「海よりもまだ深く」　多可町中区中村町　ベルディーホール　前売り券800円（当日券1000円）◆32-1300

29(日)  14時～　西脇市民オーケストラ第6回定期演奏会　西脇市郷瀬町　西脇市民会館　大ホール　入場無料　◆090-1583-3009廣田

場　所：でんくう体験教室
時　間：１０時～　
参加費：ひとり２００円（当日集金）
定　員：３０名
初めての方でも安心♪ スタッフが丁寧に教えます。

※事前の申し込み不要、当日受付。
※材料がなくなり次第終了。

 

（水）新春恒例

　　　『ぜんざいの振る舞い』

   １０時ごろからでんくう前駐車場でスタートします。
でんくうにてあったか～いぜんざいを無料で振る舞います。
ぜひご来場くださいませ！　（約３５０食　なくなり次第終了）

ファイアーベンチャーズの演奏、
　　　　　　バルーンアートもあります♪

　　
 

お知らせ

参加者
募集中

2/5(日) 明石発 バスツアー『燻製作り＆いちご狩り』
行程：明石→西神中央→でんくう→燻製づくり体験
→昼食→布工房風花→篠田いちご園（いちご狩り）→帰路

2/19(日) 三宮発 バスツアー『味噌作り＆いちご狩り』

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）
　　　　　　

 

　体験教室
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