
【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】  6 / 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
　　　★ 5 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2017年6月1日発行   149号2012017年6月1日発行  日発行   149149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

 〒677-0026 兵庫県西脇市坂本 454-１ 西林寺　
 お問合せ : 西脇市観光協会 TEL 0795-22-3111・ 西林寺 0795-22-2387
  開園時期： 毎年 6月 10 日 ( 土 ) ～ 7 月 9 日 ( 日 )　

 開園時間 : 9:00～17:00  協力金： 200円

 ＨＰ： http://ajisaikyoukai.com (あじさい協会ホームページ）

 

　 　このサテライトは 「都麻乃郷あじさい園」です。 さて早速クイズです。

　　　「都麻乃郷あじさい園」 にはあじさいが何株あるでしょうか？　　
　　　　　　　　　　① 1,000 株　② 2,000 株  ③ 3,000 株　④ 4,000 株 

　「都麻乃郷あじさい園」 は西林寺の傍らにある敷地面積 12,000 ㎡、 およそ 3,000 株のあじさいの花が色鮮やかに咲き

誇る、 北播磨最大規模のあじさい園です。 日本あじさいを中心に、 がくあじさい、 山あじさい、 柏葉あじさいなど、

多くの種類が植えられています。

毎年恒例の 「あじさいまつり」 が６月１８日 （日） １０時～１５時開催。

ぜひこの機会に鮮やかなあじさいをご覧下さい♪

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　



    　　左右、ちょっと形が違うけどOK！　
　21(日)　体験教室「播州織の布ぞうりづくり」　20名参加　

    　　今までにない料理教室勉強になりました！　
　28(日)　バスツアー「収穫体験と特産品を使った料理教室」　41名参加　

    　たくさんのお花に癒やされ・・
　　13(土)　散歩道「オープンガーデンin中区」　29名参加

    　続けることが大切
　　17(水)　第16回NPO法人北はりま
　　田園空間博物館総会　41名出席

2017年

  5  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

 5月

 6月

バス立ち寄り　16日ドリーム観光、27･31日　読売旅行
29日　多可町交流会館でかみ特産品クラブの商品PR懇談会　篠原駅長出席

2～5日　バス立ち寄り　読売旅行
5～9日　西脇中学校2年男子2名をトライやるウィークで受け入れ　岸本店長他対応

　布ぞうりづくりは人気企画
のひとつで、ご夫婦やお孫さ
ん、お友達と一緒にこの体験
に参加されている様子。
　まずは、自分の好きな柄の
播州織のはぎれを選び制作に
とりかかる。芯になるビニー

ルロープを４本の爪がある木の編み板に通す。そのロープに播
州織のはぎれを巻き付けながら編んでいく。布の引っ張り具合
や力の入れ具合でぞうりの大きさやバランスが変わってしまう
ので均等に慎重に､自分の足のサイズと確認しながら。鼻緒を取
り付けるところは難解で「ちょっと教えて～、ここどうしたらい
いの？」と、スタッフが引っ張りだこ。
　ぞうりの片方を作るのに約１時間半。もう片方は手慣れてき
て約 1 時間で完成。後半は出来るだけ自分で作ってもらい覚え
てもらった。「夏休みの宿題でもう一足つくろうかな～」という
お子さんも。手と頭を使ってＭｙぞうりを完成させた皆さん、た
いへん満足の様子。　　　　　　石塚

　前日からの雨は、集合時刻の 9 時頃には小雨に。今回はでんく
う総合案内所からバスでいぶきの森へ。
　小雨の中、皆さん傘を差しなが
ら軽く準備運動。傘の行列を作り
いざ出発。10分ほどで「在田邸」に
到着。洋風と和風の良さが取り入
れられたお庭を各自思い思い散策
され、庭主さんと談笑する人も。ナ
ニワイバラの白い花が壁面のように咲き見事。
　次の目的地は4km程あり、城山公園で小休止し「細川邸」へと到
着。バラの開花には少し早かったものの、雨で潤った木々の緑が
目にも鮮やか。邸宅内のショップで鉢植えや小物などのお買い物
を楽しまれる方も。
　道中の多可町健康福祉センターアスパルの一室で昼食。次はす
ぐ近くの「橋本邸」。庭主さんの挨拶の後、隅々までお庭を散策。用
意されていたハーブ水で皆さん喉を潤した。
　ゴールのまちの駅・たか＋道の駅「山田錦発祥のまち・多可」、
おむすびキッチン夢蔵でお買い物などし、再びバスででんくう総
合案内所に戻り解散。
終始小雨がぱらつく散歩道だったが、日差しが照りつけるよりも
かえって歩きやすかったとの声もあった。　　　　　　藤川

　来賓に北播磨県民局長の代理で高橋幹雄 北播磨県民局交
流室長、片山象三 西脇市長、多可町長の代理で笹倉康司 多可
町副町長、石井龍太郎 加古川土地改良事務所 長、 井上秀夫 北
播磨県民局交流室県民交流課課長補佐を迎え総会が始まっ
た。
　長谷川俊雄代表理事があいさつ。 続いて､来賓より祝辞。活
動に対する評価や今後の課題等のお話しをいただい た。
定数110名、出席41名、委任状53名で総会が成立。平成28
年度の事業報告を事務局・各部長から行い、平成28年度決
算報告や監査報告が各担当者からなされた。 
　また役員改選の提案が総務部からなされ新しい理事19名
･監事2名を承認。続いて平成29年度事業計画案、収支予算
案が提案され、これも拍手多数で承認された。　　　　池田

　5 月とは思えない暑い 1 日。明石発の
バスはまず、でんくう総合案内所（道の
駅北はりまエコミュージアム）に立ち寄
りお買い物後、多可町加美区の交流会館
へ。バスの中でレシピが配られたが皆｢
どんな味になるの？」と早速エプロンを
着け調理室で料理教室開始。
　指導の村上先生は丁寧に手順やポイ
ント、栄養効果などをアドバイス。調理
室は狭く作業しづらかったが、熟練の主

婦たちは手際よく作業。普段は奥さん任せの男性陣もカリカ
リじゃが芋を担当し、約1時間半ほどで昼食が完成！
村上先生のオリジナルメニューは素
材の味が活かされ、意外な食材の組
み合わせもおいしく、お腹いっぱい。
　食事中に多可町コンシェルジュ小
椋さんのお話を伺い､その後皆で食
事の片付けも。
　次は野菜の収穫体験。5 月は雨が
少なく､収穫に少し早いじゃが芋は
小さな芋が多い。「掘たての芋は皮も
薄くそのまま煮物や揚げ物ができま
すよ」とのアドバイスに､小さな芋も袋に。玉ねぎやニンニク
は充分育ち、収穫が楽だったが、とにかく天気がよすぎて暑
かった。　　　　　　三村

玉ねぎのちらし寿司、玉ねぎの茶碗蒸し、
じゃが芋のカリカリサラダ、肉饅頭



『５月号表紙クイズ』 の答え ③ １８０席

西脇市立音楽ホール 「アピカホール」

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県西脇市西脇991
TEL   0795-23-9000 ・ FAX  0795-23-9031 
休館日/ 毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
開館時間/  9:00～22:00
HP/ http://www.nishiwaki-cs.or.jp/apikahall/

　西脇市の中心にある客席数180席の本格的音楽ホール
です。このホールでの交流を通して、地域文化や地域の
輪が更に広がるキッカケになって欲しいと願い、幅広い
ジャンルの催しを、たくさんの人の手によって開催して
います。
　アピカホールでは随時合唱団の団員を募集していま
す。児童合唱団（小1～中3)、混声合唱団（中1～一般）
ともに５０名程度の募集です。ぜひ皆さん一緒に合唱を
楽しみませんか♪
　また、弦楽アンサンブル教室、初心者ヴァイオリン教
室など様々な教室を開講しています。ぜひ興味のある方
はアピカホールまでご連絡下さい！
　小さなホールですが音響抜群！この機会に響き渡る音
の世界を体感してみてはいかがでしょうか(^^♪
　今後「アピカホール」で開催されるコンサートは、下
記のとおりとなっています。
　
　○ ６/17(土)　吉田次郎【Jazz trio Live♪】
　 ○ ７/28(日)　第137回しばさくらコンサート
　　　　　　　  ドキドキ体験､ワクワク鑑賞、楽しい共演！
　　　　　　　 和楽器オーケストラあいおい
　 ○ ８/１(火)　「名曲わくわくコンサートVol.2｣
　　　　 　　　～0歳から楽しめるコンサート
　　　　　　　　　　　　　　＆弦楽器を体験しよう♪～

でんくうのショーケース

アピカホール ホール内

管弦楽団演奏

アピカホール　外観

開講中教室紹介

【総務部】
・6/2（金 )8 時～ 9時半に『プランターの植え替え、駐車場周
　り植栽の剪定』を行います。当日、活動に参加いただける方
　は軍手、移植ゴテをお持ちください。

 
【地域交流部】
・ 『身近な水環境の全国一斉水調査』を 6/4( 日）8時半から
　実施します。
　加古川・杉原川・野間川の 3河川から採水して検査を
　します。持ち物：長靴・手袋・筆記具など

【案内人】
   ・6/26( 月）サテライト訪問歴史編！『八千代区の歴史探訪』
　を開催します。
　大石内蔵助ゆかりの八千代区の歴史を探ります。
　11 時～ 15 時の予定で、なごみの里山都に 11 時集合。
　なごみの里山都（昼食）→西谷公園→毘沙門公園
　（移動は各自の車両でおねがいします。）
　持ち物：筆記具　昼食費は個人負担、または弁当持参。

【都市交流部】
・でんくう FUN くらぶ交流バスツアー『東条湖ダム見学と
    ブルーベリー狩り』を 8/6( 日 ) に企画中。
    大阪西梅田発（9時）→中国道→兵庫東条 IC→東条湖鴨川  
    ダム→ますのみ松屋（昼食）→スオミ・ガーデンズ（ブルー
    ベリー狩り）→でんくう→日本へそ公園→帰路
・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】
・６月の情報コーナーショーケース展示は
　「都麻乃郷あじさい園（西林寺）」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

       6 でんくう自主企画月の  

季刊紙 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ６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）
    6 月の
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でんくう総合案内所

　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー （日）

     10

　

　でんくうFUNくらぶ交流バスツアー（土）

7/15(土)でんくうFUNくらぶ交流バスツアー
   三宮発『ブルーベリー狩りと播州織工場見学バスツアー』
   参加費：大人７,９００円　小学生未満７,０００円 　定員：42名
（でんくうFUNくらぶ会員５％割引）
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ   TEL(0795)-42-6565へ

募集中

 7/9(日) 体験教室『湯呑茶碗に絵付けをしよう』
　  定   員：２０名　参加費：１,８００円

募集中

募集中

募集中

　体験教室

     25 　     体験教室 （日）

7/23(日)・7/30(日)・8/6(日)

     『ボランティアガイド養成講座』

   　『あじさい園とホタルを巡るバスツアー 』
    参加費：大人6,300円　              定員：42名
　　　　 （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）
　持ち物：懐中電灯、雨具（天候により）

　　　　　※歩きやすい服装と靴でお越しください。

     明石発(14:00) → 西神中央(14:30) → 小野市伝統産業会館
　→ 都麻乃郷あじさい園（西林寺) → 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ
     → 滞在型市民農園フロイデン八千代 → エーデルささゆり（夕食）
　→ 滞在型市民農園フロイデン八千代 ホタルの宿路（ホタル観賞）
　→ 西神中央(21:30頃) → 明石着(22:00頃）
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズTEL(0795)-42-6565へ

   　『あじさい園とホタルを巡るバスツアー 』
    参加費：大人6,300円　              定員：42名
　　　　 （でんくうFUNくらぶ会員　５％割引）
　持ち物：懐中電灯、タオルなど入浴セット、雨具（天候により）

　　　　　※歩きやすい服装と靴でお越しください。

     三宮発(14:00) → 西神中央(14:30) → 小野市伝統産業会館
　→ 都麻乃郷あじさい園（西林寺) → 道の駅北はりまｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ
     → 官兵衛の湯（入浴） → 市民農園すみよし桃源郷（夕食 黒っこ
     マザーズのお弁当）→ 畑谷川 木縫の里（ホタル観賞）
　→ 西神中央(21:30頃) → 三宮着(22:00頃)
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズTEL(0795)-42-6565へ

   　『 アロマスプレーとハンドクリーム作り体験  』
 　　　　　～あなただけの香りで癒されませんか～
    時　間：13時～15時　　　参加費：1,500円　              定員：20名
    場　所：北はりま田園空間博物館　体験学習室

　　　　　※ 講師はラベンダーパーク多可のスタッフ

　　　　　　 香りの講義もあります。お楽しみに！

                         ※ ご予約は6/11(日)までにお願いいたします。

　
   　『 燻製体験  』～桜チップの煙でひと手間かけて～
    時　間：9時半～12時半　参加費：3,000円　              定員：20名
    場　所：北はりま田園空間博物館　芝生広場
    持ち物：軍手・タオル・汚れてもよい服装

※ ご予約は6/15(木)までにお願いいたします。
※ ご予約後のキャンセルは、キャンセル料金1,500円を頂戴します。

　

～6/18(日)  10時～17時  「天田　理絵　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   
～6/18(日)  10時～18時「コマ！くるくる」展　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
～7/17(月)   第11回全国公募西脇市サムホール大賞展募集中　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 
  2(金) ～15(木) 10時～18時 　第25回酒井義己　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
  4(日) 11時半～14時15分   歌声列車がやってくるよ　西脇市野村町　JR西脇市駅　駅前広場　◆090-2042-7697

10(土) 10時～15時　☆つるつるピカピカ☆　光る泥だんごづくり　多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約  100円　◆30-0050
11(日) ①13時半～  ②15時半～　ぴょんぴょんがえるをつくろう　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
11(日) 10時～12時　お米ができるまでシリーズ② どろんこ田植え！　多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園　湖畔の広場　無料  定員30名  ◆30-0050
17(土) 19時～　吉田次郎【Jazz trio Live♪】　西脇市西脇　アピカホール　大人4000円　子ども1500円　◆22-3787または090-3050-0548（村上）
18(日) ①13時半～  ②15時半～ 子ども科学教室 あめんぼスイスイ　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
18(日) 10時 ～12時 ﾀﾞｯﾁｵｰﾌﾞﾝ体験 海鮮ﾊﾟｴﾘｱ＆ﾍﾞｰｺﾝ玉ねぎｽｰﾌ  ゚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ﾌﾟ場   要申込1500円  ◆28-4851
18(日) 10時～15時　月に1度の喫茶店　西脇市住吉町1021　カフェあんずの里　ランチ600円ドリンク200円 　◆22-8180（営業日）22-8177（時間外）
24(土) 19時～21時      第２８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
25(日)  10時 ～12時 じゃが芋掘り体験   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   要予約 1000円  ◆28-4851
25(日)  13時半～　ｽｵﾐのｶﾞｰﾃﾞﾝｺﾝｻｰﾄ　 ｼﾞｬｽﾞの調べ ﾋﾟｱﾉとﾁｪﾛ　By ﾏｰｽ  ゙ 多可町中区安楽田980-45 スオミ ガーデンズ   食事は要予約 ◆090-5130-0881

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　


	149-1
	149-2
	149-3
	149-4

