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〒679-0004 兵庫県西脇市市原町 139
応募してプレゼントを ＴＥＬ 06-6358-7555 ・ＦＡＸ 06-6358-4967 E-mail/koyano@koyafron.co.jp
当てよう！
開館日 毎週土・日曜日 開館時間 10:00～17:00(3月～11月),10:00～16:00(12月～2月）まで受付
入館料 大人 800円・小中学生300円（20名以上の団体700円）※ココロンカード提示で、小中学生無料
http://koyafron.co.jp/museum/nishiwaki http://kirakira.sugo-roku.com/

このサテライトは 「コヤノ美術館 西脇館」です。 さて早速クイズです。

「コヤノ美術館 西脇館」 は何に登録されているでしょうか？
① 国登録有形文化財 ② 国登録重要文化財 ③ 国登録特別施設 ④ 世界遺産
｢コヤノ美術館 西脇館｣は敷地内の建造物９棟全てが国登録有形文化財に登録された豪農の館です。 一般の豪農としては
類を見ない大きさで、 土間の高～い吹き抜けや大きな梁が、 見る人を圧倒します。
明治 ・ 大正 ・ 昭和の特色がある建物が一堂に見学できるこの美術館は、 全国的にも珍しい施設になっています。
広い敷地を有する 「コヤノ美術館 西脇館」 をゆっくりと見学してみませんか♪
※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

◆クイズに応募しよう！ 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！

【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】 2 / 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
で
②メール ： q u i z @ k - d e n k u . c o m
★ 1 月号のクイズの答えは３P を見てね ！
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こんなこと やりました！ でんくうの活動
新年第1弾元気よくスタート！
4(水) 体験教室 干支のキーホルダーづくり 26名参加 ＆ ぜんざいの振る舞い 350食提供

天気も良く比較的暖かい
日差しの中、早くからたく
さんのお客様が来所。そこ
でぜんざいの振る舞いを10
時前から開始し、12時頃に
は350食が全て終了！皆さ
ん、こんがりと焼いたお餅
の入ったぜんざいを美味しそうに食べられていた。
また、ぜんざいの振る舞いの横ではファイアーベン
チャーズによる演奏や、バ
ルーンアートも行われてい
た。ファイアーベンチャーズ
がノリの良い演奏で場の雰囲
気を盛り上げ、皆さん椅子に
座ってぜんざいを食べながら
演奏を楽しんだ様子。また鳥

大雪と青空とお腹いっぱいのツアー！

や剣などのバルーンアート
に、子ども達は大喜びでお
気に入りのバルーンをお土
産に。
体験教室で行われていた「干支（酉）キーホルダーづく
り」はフェルトで作る酉と、木で作る酉の２種類！1人200
円のこちらも大盛況。フェルトで作る酉キーホルダーはチ
クチク針で縫ったり、ボンドで貼ったりと子ども達も楽し
く作っていた。木で作る酉キーホルダーは、まず木を酉の
大きさにザックリとカットした後、ボンドでトサカや羽の
部分を取り付けて出来上がり！こちらは男の子が頑張って
作っている姿がよく見ら
れた。
今年初のイベントも大
盛況に終了！たくさんの
お客様に喜んで頂きス
タッフも大満足の１日
だった。 秋田

18(水) でんくう日帰り研修バスツアー バス2台満席の88人！
「道の駅但馬のまほろば」は除雪されていたが､すごい雪！

今年の研修バスツ
アーは但馬と日本海
へ。日頃は荒れがち
だという冬の日本海
も、この日は珍しく
穏やかだった。
しかし、数日前の
雪がかなり残ってお
り、時間の都合で乗車予定だった列車に乗れなくなるな
ど、スケジュールに影響が出た。
朝8時でんくう発→道の駅但馬のまほろば→道の駅あまる
べ→浜坂(昼食・山陰海岸ジオパーク館見学)→豊岡かばん直
売所たなか→海鮮せんべい但馬→でんくう着19時。

山陰海岸ジオパーク館

対外活動
スケジュール

旧余部鉄橋の橋梁の一部が残されていた

88 人のバイキング､海鮮丼がやっと我が手に

2月

余部鉄橋「空の駅」からの日本海

個人的にもう少し時間をかけて見たかったのは、最後の
豊岡かばん直売所たなか。いくつかのかばんを手にとって
みたが、丁寧に作られていることを感じさせられる商品ば
かりで、メイドインジャパンの良さを再確認できた。
鉄道の歴史・地
形の歴史・グル
メ・ものづくり
……、但馬の色々
な物に触れること
のできた濃い１日
三谷
だった。
かに料理が色々。せっかくなので丁寧に食べて･･

7日 神戸市兵庫県民会館でボランティアガイド発表会（グランドチャンピオン大会）でんくう案内人(内橋､岡本)出席
22日 小野市うるおい交流館エクラで北はりま地域交流会 篠原駅長、岡本参加

ࠗ㸯᭶ྕ⾲⣬ࢡࢬ࠘ࡢ⟅࠼ ③ まろん小屋
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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(9:00〜16:00)
パステルアートは、棒状になったパステルを削って
粉状にしたものを使って、それを指でクルクル描く簡
単で楽しいアートです。
「みんな違ってみんないい。」
どのように描くのも自由です。上手・下手を決める
のではなく、自分を素直に表現することができます。
また描くことで癒しのパワーを貰えます。
自宅にて月１,２回パステル＆まろん小屋を開催中で
す。
パステル描き、他の体験教室(ホイップ・ストーンデ
コ、レジン、簡単お菓子作りなど)も行っています。
お弁当、水筒を持参で9:00〜16:00までの１日楽しめ
る教室になっています。
お子様も楽しめる教室ですので、親子連れ・お友達
同士などで、ぜひ遊びに来て下さい(^^♪

࡛ࢇࡃ࠺ࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫᒎ♧

でんくう各 部からのお知らせ
・日本一長い散歩道を歩こう「オープンガーデン（中区）」を
【総務部】
5/13（土）で企画中。でんくうから中区まではバスを利用。
・神戸新聞明石版（2 月下旬）に「都市部へのプロパガンダ
・でんくう FUN くらぶ交流バスツアー「黒田庄和牛の田舎
広告」を掲載します。バスツアーや散歩道、体験教室、FUN
料理教室と野菜収穫体験」を 5/28( 日 ) で企画中。
くらぶ会員募集などを掲載予定。
3/1 から受付開始予定
・4/30（日）ふぁみり〜カーニバルのマルシェ募集は、まだ
申込に余裕があるので受付期間を延長します。
【広報部】
・活動会員数が近年減少傾向にあります。若手会員の参加
・2 月の情報コーナーショーケース展示は
勧誘をお願いします。
「コヤノ美術館 西脇館」です。
【地域交流部】
【事務局】
・体験教室「野草の美味しい食べ方教室」を 3/26( 日 ) で企
・身障者トイレ便器を修理します。
画中。
・芝生広場で無料 Wi−Fi が利用できるように Wi−Fi 受信
・体験教室「播州織布草履作り体験」を 5/21( 日 ) で企画中。
設備工事をおこないます。
・体験教室「アロマスプレーとハンドクリーム作り体験」を ・たばこ店頭販売を１月から開始しました。
6/18（日）で企画中。予約制で、申込締切日は 6/11（日）。
各位の情報発信をお願いします。
・日本へそハーブ園の柵は、1/ 21 日（土）から工事を開始し
【都市交流部】
ています。
・当初 4/20（木）に予定していた交流バスツアー「たけのこ
看板等については、柵の完成後検討実施します。
掘りといちご狩りと官兵衛の湯」は比延地区が開催する
「たけのこまつり」に合わせ 4/22（土）に日程変更します。
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2 月の でんくう自主企画

19

（日） でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

（日）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

『燻製づくりといちご狩りを体験できる 募集
お楽しみバスツアー』 締切

御礼

行
程：明石 (9:00発) → 西神中央経由（9:30）→ 道の駅北はりまエコ
ミュージアム（買い物) → 燻製づくり体験 → 旧来住家住宅（昼食）
→ 布工房 風花（見学・買い物）→ 篠田いちご園（いちご狩り）
→ 西神中央経由 → 明石(17:15頃着)

参加費：7,000円 (でんくうFUNくらぶ会員6,650円) 小学生以下6,000円
申込先：神姫観光
定 員：４０名 お土産：合鴨＆ベーコンの燻製
持ち物：歩きやすい服装、帽子、手袋、飲み物、タオル、軍手、雨具
暖かい服装でお越しください。
※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。
ます。

３月予告

『味噌づくりといちご狩り』 満員

程：三宮(8:00発) → 西神中央経由（8:30）→ 道の駅北はりまエコ
ミュージアム（買い物) →農村婦人の家（味噌づくり体験・昼食）
→ 箸荷いちご園（いちご狩り）→ 千ヶ峰TAiYAKi宮崎
→ 道の駅北はりまエコミュージアム（買い物)
→ 西神中央経由 → 三宮(18:00頃着)

参加費：6,800円 (でんくうFUNくらぶ会員6,460円) 小学生以下5,800円
申込先：神姫観光
定 員：４０名
持ち物：エプロン、マスク、三角巾、手拭きタオル
お土産：昨年仕込んだ味噌２kg（小学生以下なし）
※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。
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3/26(日) 体験教室 『食べられる野草を見つけることから始めよう！』

3/19(日) 日本一長い散歩道を歩こう
西脇まちあるき ＪＲふれあいハイキング
『鍛冶屋線跡を歩いて西脇の歴史文化に触れる11km』

参加費：600円 定員：20名 集合：でんくう総合案内所
自分達で摘んだ野草でサラダ・スープ・パスタを作ります。

参加費：無料 定員：50名 集合：JR加古川線 西脇市駅

2 月のサテライトイベ ント＆ 地域情報
日(曜日)

開始時間

イベント名

開催場所

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー

２月に掲載以外の情報です。

詳細 最新情報はでんくう総合案内所 ホ ーム ページのイベントカレンダーをご覧ください。
内容

◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

4(土) 10時半〜16時 山田錦誕生80周年記念イベント 映画、試飲会、特産品販売など 多可町中区中村町 ベルディーホール ◆32-2388
4(土)・11(土)・18(土)・25(土) 18時〜 ナイトミュージアム 西脇市市原町 コヤノ美術館 西脇館

要予約 ◆090-1919-0481

5(日) 10時〜14時 里山の冬遊びの日 多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園 湖畔の広場 (雨天中止) 参加費100〜200円 ◆30-0050
7(火)〜26(日) 10時〜17時 アトリエ個展シリーズ VOL４「こしあん」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
11(土) 13時半〜15時半 バラの冬剪定講習会 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園 バラ園 申込〆切 2/9(木) 参加費100円 ◆32-1543
12(日) ①13時半〜 ②15時半〜 でんちをつくろう 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
22(日) 10時〜16時 ロケットストーブづくり 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内 chattanaの森 申込〆切 2/10(金) 参加費3700円 ◆32-4111
18(土) 10時〜15時 木工教室 "目指せ！箱づくり名人" 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
19(日) 13時半〜 播州歌舞伎クラブ定期公演 多可町加美区豊部250 加美プラザ大ホール 入場無料（要チケット) ◆32-2385
19(日) 13時半〜15時半 美術館講座 流し込みで描くイメージの世界 西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館

要申込 参加費2000円 ◆23-6223

25(土) 11時〜12時 タップダンス おやこDE旅する 不思議な物語 わらしべ君の大冒険 西脇市郷瀬町 西脇市民会館 大ホール 入場料300円 ◆22-5996
25(土) 19時〜21時

第２６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

26(日) ①13時半〜 ②15時半〜 ガラスの涙をつくろう 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
28(火)〜 10時〜17時 アトリエ個展シリーズ VOL５「あさうみまゆみ」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
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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 ht t p : / / www. k - d enk u.com
E-mail jk @k - d enk u. c o m

