
【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】  3 / 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
　　　★ 2 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年3月1日発行   146号2012017年3月1日発行  日発行   146146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

 〒679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟 799-127　
  ＴＥＬ 0795-36-1616 ・ ＦＡＸ 0795-36-1617　

  休園日 : 毎週水曜日 (但しシーズン中は無休 )　開園時間  9:00～17:00

 入園料 : 開花時期は有料、それ以外の期間は無料

  ※開花時期はホームページよりご確認下さい。

 HP http://www.lavender-park.jp

　 　このサテライトは 「ラベンダーパーク多可」です。 さて早速クイズです。

　　　「ラベンダーパーク多可」 には何株のラベンダーが植えられているでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 200 株　② 2,000 株  ③ 20,000 株　④ 200,000 株 

ラベンダーパーク多可は敷地面積 5.0ha の園内に、 地元のボランティアの方々が育てたラベンダーが約 20,000 株植栽され

ています。 ここラベンダーパーク多可は、 さわやかな風が吹き抜けるなだらかな丘陵地にあり、 眼下に棚田の原風景、

見上げれば東播磨の最高峰千ヶ峰が望め、 振り返れば丹波霧が見渡せる大井戸山が雄壮な姿を見せています。

この絶好のロケーションを誇るラベンダーパーク多可で心落ち着く香りに癒されてみませんか♪

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！

　　 月号　



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 2月

 3月

    　　いい香りでおいしさプラス！　
　5(日)　バスツアー燻製づくりといちご狩り　32名参加　

   大豆のにおい、イチゴの甘い香りに包まれた1日
　19(日)　いちご狩りと味噌づくりを体験できるお楽しみツアー　40名参加

  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
  9日　ネスタリゾート神戸で北播磨インバウンドセミナー　長谷川代表、内橋副代表、岡本、大谷事務局長参加
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
25日　サンTVひょうごワイワイが道の駅･レストラン･ネーブルバーガーを取材。3/5(日)8:30放映

　朝から雨が降り肌寒い中、バスツアーが開催された。
でんくう総合案内所に到着し北はりまの特産品などの買い
物を済ませたのち、燻製づくり体験開始。今回燻製にする
のは、豚バラ肉(ベーコン)と合鴨。金串にお肉を刺して60℃
から65℃で30分ほど乾燥させる。乾燥が終われば山桜の
チップを使い70℃から75℃で40分ほどお肉を燻す。
　テントの中は、燻した香りが充満。｢私達も燻製になって
しまうな～｣と冗談も飛び交う。談笑をしながら燻している
と時間もすぐに経過し、コンガリといい色のついた燻製が
完成。｢美味しそう～ビール
のおつまみに最高やね!｣との
声も。出来たベーコンはお
土産に。
　昼食は、旧来住家住宅の
大正ロマンを彷彿させる離
れの一室で梅吉亭の松花堂

　肌寒いものの晴天の
中、大人気のツアーは三
宮を出発、でんくう総合
案内所へ。たくさんのお
買い物をし、荷物は一時
預かりに。いよいよ味噌
づくり体験のため農村婦

人の家へ。
　味噌づくり体験のリピーターが多いよう。衛生面に注意
して作業開始。あら熱を取った蒸し大豆と塩、麹を混ぜた
後、ミンチ機でつぶし味噌玉を作る。次に桶に空気が入ら
ないようにしっかりと詰めていくまでを参加者が体験。
今回詰めた味噌は、来年参加者のお土産に。
　去年作った味噌を使った味噌汁と、ふるさと工房夢蔵さ
んのお弁当の昼食は、皆さん美味しそう。特に味噌汁は、
薄味だったが野菜の甘みが出てとても美味しいと好評。参
加者に昨年作った味噌を1人2kgずつお土産に。追加で購入
する人も多く、やはり手作り味噌は美味く大人気♪
　少し早めに農村婦人の家を出て、箸荷いちご園へ出発。
「西脇多可新人高校駅伝競走大会」が開催中で、一部通行
止め箇所があったが、無事箸荷いちご園に到着。

スタッフからいちごの採り方などの説
明を受けた後、ビニールハウスに入っ
ていちご狩り。いちごの種類は章姫、
おいCベリー､もういっこ､の3種類。も
ういっこは今年初めて栽培された品種
で、強い甘みと酸味が特徴。皆さん食
後にも関わらず、どれも美味しいとた
くさん食べられた様子。お土産に購入
する人も多く、「いつもここのいちご
狩りは甘いので楽しみにしている！」
　箸荷いちご園を出発し、バスの中で千ケ峰TAiYAKi宮崎の
アツアツのたい焼きが配られた。たい焼きは別腹なのか、
熱いうちに皆さんのお腹の中へ。
　でんくうでは行きに買った品物を受け取り、トイレ休憩
をした後、小野市の広渡廃寺跡歴史公園へ。この公園は7世
紀末頃に建立された古代寺院跡。広渡廃寺跡を復元した縮
尺1/20模型を見学した後、回廊跡や講堂跡、金堂跡などをで
んくう案内人の藤原孝三さんの説明を聞きながら見学。
　美味しい物をたくさん食べ満腹になった様子で、参加者
は笑顔で帰路へ。
「また来年もぜひ参加したい」と言う声をたくさん頂い
た、嬉しいツアーとなった。　　　　　　秋田

弁当。屋外での燻製づくり
で冷えた体に、温かいお味
噌汁が染み渡る。
　食後は、布工房 風花～kazahana～に立ち寄る。倉庫には
常時200種類以上の生地が並ぶ。この生地で何を作ろうかと
完成品を想像しながら、たくさんの生地の中からお気に入
りを購入。卸売価格で手に入り、自分で一手間かければお
財布にも優しく既製品にはない愛着の湧く物が手元に。
　最後は、観光農園 篠田いちご園でいちご狩り。先日の雪
の影響もあったが、篠田さんにはバスツアー参加者がいち
ご狩りができる量を確保していただいた。感謝感謝。｢甘く
て美味しい。もう食べられないくらい食べた。｣という参加
者多数。章姫（あきひめ）は果肉がジューシーで、酸味が
少なく甘さ抜群だった。
　お昼頃には雨も上がり、移動中は濡れる事無く一日中楽
しい体験ができた。　　　　　　　　石塚

14日　ネスタリゾート神戸で兵庫県道の駅連絡会駅長会　篠原駅長出席

2017年

  2  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動



『２月号表紙クイズ』 の答え 　　　　①国登録有形文化財

コヤノ美術館西脇館

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県西脇市市原町139番地(鍛冶屋線市原駅記念館隣り)
TEL  06-6358-7555 　HP http://www.koyafron.co.jp/museum/index.html
開 館 日/毎週土曜日・日曜日　
入 館 料/大人￥800　小中学生￥300 (20名以上の団体￥700)
開園時間/午前10時～午後5時(12月～2月は午後4時まで)
 

　旧国鉄、鍛冶屋線建設に私財を投じた豪農の藤井滋
吉邸を「コヤノ美術館」として平成20年に開館。
　一般の豪農でも類を見ない大きさで、土間の高～い
吹き抜けや太い梁が見る人を圧倒します。
　また、明治・大正・昭和の特色有る建物が一堂に見
学できるのは全国的にも珍しく、時代の流れが感じら
れます。
　平成25年には国登録有形文化財に指定されました。
　写真撮影もOKなので、ぜひ広い屋敷内を見学しなが
ら素敵な写真を撮ってみませんか(^_-)-☆
　
　本年の展示は下記のとおりとなっています。
　　メイン展示　　「うちわ展」
　　2月～4月中旬　「ひな人形展」
　　5月～中旬　　  「五月人形展」
　また、これ以外にも豪華着物展、戦争と平和展、歌
川豊国他などの浮世絵展、ジャイアント馬場の靴の展
示など多数あります。

赤い毛氈の廊下

でんくうのショーケース展示

うちわ展

　　　外　観

ひな人形展

【総務部】
   ・2/18（土 ) 津万まちづくり協議会の皆さんが、天神池周囲
などに４３株のあじさいを植え付けてくださいました。
３年目の株で、今年は花が咲く予定です。ありがとうござい
ました。

【地域交流部】
・体験教室『野草の美味しい食べ方教室』を 3/26( 日 ) 実施
します。

【都市交流部】
・6/9( 金 ) 明石発 交流バスツアー『ホタル観賞』を計画中。
明石→西神中央→そろばんの歴史（小野産業会館）→都麻
乃里あじさい園（西林寺）→でんくう→フロイデン八千代
→夕食（エーデルささゆり）→ほたる鑑賞（フロイデン八千
代）→西神中央→明石
・6/10( 土 ) 三宮発 交流バスツアー『ホタル観賞』を計画中。
三宮→西神中央→そろばんの歴史（小野産業会館）→都麻
乃郷あじさい園（西林寺）→でんくう→官兵衛の湯（入浴）
→夕食（桃源郷 /黒っこマザーズの弁当）→ほたる鑑賞（畑

谷川 /木縫の里）→西神中央→三宮
・7/15( 土 ) 三宮発 交流バスツアー
『ブルーベリー狩りと播州織工場見学』を計画中。
三宮→西神中央→でんくう→ブルーベリー狩り（スオミ・
ガーデンズ）→昼食（ますのみ松屋）→パッチワーク体験（キ
ルトアート彩土里）→工場見学（播州織工業協同組合）→で
んくう→播州織製品（布工房風花）→西神中央→三宮
・7/23( 日 )・7/30( 日 )・8/6( 日 ) 『ボランティア養成講座』
（ボランティアガイドセミナー）を計画中。

【広報部】
・3月の情報コーナーショーケース展示は
　「ラベンダーパーク多可」です。

【事務局】
・3/5（日）8:30 サン TV「ひょうごワイワイ」で道の駅、レス
トラン、ネーブルバーガーが紹介されます。
・3/27（月 )14 時～ 15 時「Wi-Fi セミナー」をでんくう体験
教室で開催します。参加費は無料です。



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

       3 でんくう自主企画月の  

季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ３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）
    ３月の サテライト イベント ＆ 地域情報

2017年
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４月予告
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でんくう総合案内所

         　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：無料　定員：50名　集合：JR加古川線 西脇市駅(9:30)
　持ち物：お弁当・お茶・天候によっては雨具

     西脇市駅→旧西脇駅（西脇ロイヤルホテル）→播州織工房館→
　童子山公園（昼食）→西脇小学校→西林寺→日本へそ公園→
　解散(15:00頃) JR加古川線日本へそ公園駅　
　※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。

　日本一長い散歩道を歩こう 　でんくう15周年記念事業（月）

 　　　　　　　『 Wi-Fiセミナー』
    参加費：無料
　集　合：でんくう総合案内所　体験教室
　時　間：１４：００～１５：００
　　　　
Wi-Fiを利用してインターネットやLINE等を通話料無料で
楽しめる方法を紹介します。
※利用される端末機器をお持ちください。
（充電済みのスマートフォンやiPod・タブレット端末等）
※ ご利用の機種によってはWi-Fiが利用できない場合が
　あります。
　　　

満員
御礼

募集中

～20(月)    17時～21時(ラストオーダー20時) 　 冬のステーキフェア開催  多可町八千代区中野間 エーデルささゆり  ◆37-1200

   1(水)～　いちご狩り　多可町加美区箸荷900-1 箸荷いちご園  要予約 休園日 火曜・水曜　 ◆36-0862（ハーモニーパーク）・36-0831 (箸荷イチゴ園)

   1(水)～　いちご狩り　西脇市明楽寺町　観光農園　篠田いちご園　要予約　◆25-8888

   5(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

   5(日)  13時～　八千代寄席　生涯学習講座発表会◆特別出演　桂九雀　多可町八千代区中野間　八千代プラザ　大ホール　無料　◆37-0596

12(日)  9時半～13時　木工教室クルミの木のスプーンづくり　多可町中区牧野 多可町余暇村公園内 chattanaの森　申込〆切 3/10 参加費3500円  ◆32-4111

12(日) 13時半～15時　カモミールでエコバックを染めよう  多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可 　2日前までに要申込　体験料1200円◆36-1616

19(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   ランチ600円・コーヒー200円など   ◆22-8180

19(日) 10時半～12時  腸の働きを良くする、排泄力を上げるヨガ  多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可 芝生広場　要申込　参加費1600円◆36-1616

25(土) 14時～16時　講座「播磨風土記」椅鹿山領地を訪ねて　柳田國男・松岡家記念館（兵庫県神崎郡福崎町西田原）◆35-0555  NPO妙見山麓遺跡調査会
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　体験教室（日）

 『食べられる野草を見つけることから始めよう！』
参加費：600円　定員：20名　時　間：10：00～14：00
集　合：でんくう総合案内所　体験教室
持ち物：タオル・ビニール袋・軍手・新聞紙
　　　　　　　エプロン・三角巾
自分達で摘んだ野草でサラダ・スープ・パスタを作ります。
※ 動きやすい服装でお越しください。
※ 天候により長靴をご用意ください。（小雨決行）
　　　

4/16(日) でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（三宮発）
   『まぼろしの高嶋たけのこといちご狩りと播州織工場見学』
　　
  4/22(土) でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（明石発）
     『まぼろしの高嶋たけのこといちご狩りと官兵衛の湯』
　        参加費：6900円         (小学生未満6400円)
                             （でんくうFUNくらぶ会員５％割引）　

4/30(日)   『ふぁみり～カーニバル』
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