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妙見山・山田錦

〒679-0105 兵庫県多可郡多可町八千代区下村 316 番地 2
応募してプレゼントを
八千代北仮本庁舎 ( 旧八千代北小学校）地域振興課
当てよう！
ＴＥＬ 0795-32-2382 ・ＦＡＸ 0795-32-3814
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.takacho.jp (多可町ホームページ)

153号

敬老の日の石碑

多可町のゆるきゃらといえばなんでしょうか？
① にっしー ② たか坊 ③ 伝之助 ④ ねっぴー

多可郡多可町は兵庫県のほぼ中央に位置し、中区・加美区・八千代区の 3 区からなり、山田錦、杉原紙、
敬老の日など日本が誇るものをいくつも生み出してきました。
また、あまんじゃこ伝説から生まれたゆるきゃらたか坊はイベントなどでも大人気です。
多可町には播州百日どりや巻きずしなど、地域で取れる食材を使った美味しい物もたくさんありま
す。
豊かな自然があふれ、歴史や文化を感じられる町「多可町」へ、ぜひ皆さんお越し下さい！
※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。
x.html
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】 1 0 / 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
★９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

2017年

9

月

さわやかな風といい香りに包まれて！
8/27(日) 体験教室豚バラ(ベーコン)の燻製づくり 17名参加

8 月最後の日曜、湿度が少なく､少し秋を思わせるようなさわやかな日。芝
生広場のテントで行われた。大阪からの参加やご夫婦や家族で参加もあり、熱
心な人ばかり。何度か参加した人、初心者入り交じりながらもとてもスムーズ
に、終始和気藹々と作業が進んだ。
講師から工程の説明後、道具や材料を受け取る。先ず大事な乾燥の工程か
ら。豚バラを串にさし缶の中に入れガスコンロを点火。60 度を超えないよう
まめに温度計を確認し 30 〜 40 分かけて乾燥。その後手の甲で触り乾燥状態
を確認。
体温より高くなれば乾燥の工程が終了
し燻煙に入る。チップ皿に山桜のチッ
プと、火の付いた炭を受け取り 70 度を
超えないよう温度計を確認しながら燻
煙。モクモクと煙が立ち上る中、様子を
見ながら山桜のチップを追加し 40 分
〜 1 時間。
待ち時間には､講師が用意された試
食もあり、これがとてもおいしく、出来上がりがますます楽しみに。仕上がり
を確認してもらい、こんがり色づいたベーコンは食欲をそそる色と良い香り
が。ベーコンを 30 分ほどかけて温度を下げ、アルミホイルに包んで持ち帰る。
使った道具などの片付けも､参加者と一緒にしたので、本当にスムーズに体験
教室を終えることが出来た。 三村

盛りだくさんの見学･体験にお土産も！
9/23(祝) バスツアー『燻製体験と春日焼龍胆窯見学里 芋掘りと栗拾い』30名参加
前日の雨で心配していたが当日は晴
天。バスは春日焼龍胆窯へ。自然に囲ま
れた龍胆窯では松内先生にお茶とお菓
子でおもてなししていただいた。工房内
では松内先生の素敵な作品をじっくり
と拝見。湯呑茶碗などを購入される方
も。
昼食は、中畑林間ファミリー園へ移動
して黒っこマザーズの手作り特製弁当。黒田庄和牛のすき焼き風煮をはじめ
地元特産品をふんだんに使ったお弁当に皆さん大満足。お昼休憩後は、園内
の栗園で栗拾い。イガに気を付けながら落ちている栗の殻を足で開いて拾
う。
「今晩はさっそく栗ご飯やね」との声も。
次は、里芋掘り体験。はりまコットンボール銀行やよい村までバス移動。下
車し畑までの道中には、真っ赤な曼殊沙華が咲き誇っていた。里芋は親芋の
周りに沢山の小芋がくっついている。小芋といってもスーパーで見るのより
大きい。袋いっぱいに詰めた。その上里芋の親芋や茄子もいただいた。
でんくうで今日のメイン、燻製体験。豚肉ベーコンと合鴨！
テントの中は、燻した香りが充満。談笑をしながら燻していると、コンガリと
いい色の燻製が完成。「美味しそうな色〜ビールとかワインのおつまみに最
高やね！」出来た燻製もお土産に。沢山のお土産と色々な体験がギュっと詰
まったゴージャスな一日を過ごせた。 石塚

対外活動
スケジュール

9月

結局台風の影響
ほとんどなし
9/17(日) 第15回でんくうまつり
1,500人来場
18 号台風接近のため、規模を縮小し開催。播州つながりマーチは
全面中止、ミニ SL・芝生広場の特産青空市・ゆるキャラの出演も
中止。ステージアトラクションもそれぞれの判断に任せ､出演して
いただけたのは、2 組。準備も万一のことも考えながら進めたが､当
日の天気は雨が降るどころか日が時々差していた･･
体験学習室ではサテライトフォトコンテスト作品展、体育館は
つまこども園 5 歳児クラスの鼓笛隊。9 月末のイベント参加に向け
まだ、練習中とか。きれいに整列し、大きな太鼓やシンバルなど一
生懸命に演奏している様子がとてもかわいく､拍手！
続いてぐっとムードが変わり、津軽三味線の吉川昌山千さんの
演奏。津軽三味線を始めて 17 年、24 歳の若さでこの演奏はすご
い！バチと指の動きが素早く､見事。最後は体育館の 2F 窓側から
キャンディシャワー。
外では日が差すようなお天気。出店が少ないので、客足も少な
目。広々とした芝生広場やステージでは子どもたちが走り回って
遊んでいた。店内は買い物客などで賑わっていて、1,000 円以上お
買い上げでガラガラ抽選 1 回。行列もできていたがイベントは午
前中で終了。 池田

美しい農村風景と歴史にふれて
9/24(日) 散歩道｢曼殊沙華と比延の歴史を訪ねて｣ 9名参加
スタート前に入念にストレッチをして出発。天候に恵まれた中、
比延地区の解説を聞きながら歩く。道沿いに咲く花や畑や庭の花・
作物、川に住む魚などに注目しながら歩みを進める。
収穫前の黄金色に輝く稲穂の広がる風景に「のどかやな〜」と思
わず声が出る。歩みを進めると通り沿いに咲く曼殊沙華に「綺麗や
な」と言いながら上比延住吉神社に。
この神社は希少な二間社流作りの本殿で、でんくう案内人長谷川
さんから神社の歴史や地域の方々との関係などのガイド。再び町中
を進み日本へそ公園へ。この公園でお昼休憩、思い思いの場所で昼
食をとる。休憩後は、岡之山公園へ向かう。岡之山公園からは比延地
区の景色が見え｢午前中に歩いた場所はあの道ですよ｣と聞き歩い
た距離を実感。水車のある庭園では 涼しげに回る水車を見ながら
ひと休み。
蝉の鳴き声を聞きながら
再び比延地区のまちなかを
進む。途中で楽市・楽座跡で
立ち止まり説明を聞き、再び
歩みを進め比延住吉神社へ
向かう。比延住吉神社では、
長谷川さんから神社や境内
のある能舞台についての話
岡本
などを聞き、こみせん比也野まで歩き終えた。

2日 ラジオ関西｢谷五郎の笑って暮らそう：ひょうごの道の駅めぐり」に電話インタビューで篠原駅長生出演
19日 姫路好古学園史学院13名 黒田官兵衛の里周辺をでんくう案内人(内橋、藤原笙)がガイド

『９月号表紙クイズ』 の答え

西

脇

① 西脇市

市

兵庫県西脇市郷瀬町605番地(西脇市役所・西脇市観光協会）
TEL 0795-22-3111(代)・FAX 0795-22-6987
受付時間 ： 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nishiwaki-kanko.jp
東経135度・北緯35度が交差している西脇市は、まさに
日本のまんなか、「おへそ」のまちです。
にっしー

市内には旧来住家住宅(国登録有形文化財)や映画火垂る
の墓の撮影でも使われた木造2階建て校舎の西脇小学校。
花のお寺、栢谷山西林寺。黒田官兵衛ゆかりのお寺、荘厳
寺など、歴史香る観光スポットが数多くあります。
また、日本のへそがある日本へそ公園。口径81ｃｍの大
型反射望遠鏡のあるテラ・ドーム。西脇市出身の世界的美
術家・横尾忠則さんにゆかりがあり、現代美術の企画展示
を行う岡之山美術館。アウトドア派に人気の日本のへそ日
時計の丘公園などの家族で楽しめる施設も盛りだくさん！

旧来住家住宅

少し甘めの味が後をひく播州ラーメンや黒田庄和牛を
使ったローストビーフもぜひ味わって欲しいグルメです。
地場産業の播州織は、糸を先に染め、染め上がった糸で
様々な柄を織る「先染織物」として有名で、国内先染織物
の70％以上のシェアを占めています。
近頃ではシャツだけでなく、ストールや扇子、日傘など
様々な商品が作られています。

西脇小学校

ショーケース展示

紅葉がキレイなこれからの季節、見所いっぱいの西脇市
で、1日ゆっくり楽しんでみませんか♪
日本へそ公園

栢谷山 西林寺

サテライトの魅力にあふれた作品 ２９年度 サテライトフォトコンテスト 応募総数３７点 最優秀作品１点

最優秀賞

優秀作品２点 15周年記念特別賞 ２点 入選１８点

優秀賞

「畑谷川 蛍の宿 」

「荘厳寺 秋色に染まる」

村上よしみ 氏

加藤誠司 氏

優秀賞 「杉原川 雪の日の散歩」
神月祥江 氏

でんくう各 部 からのお 知らせ
・12/17( 日 ) 道の駅年末感謝祭『豚汁の振る舞い』を企画中。
【総務部】
・1/4( 木 『新春ぜんざいの振る舞い』
)
を企画中。
・プランターの植え替え、植栽の剪定を行います。
ご協力をお願いします。
【広報部】
11/10( 金 ) 8 時〜 9 時半 雨天決行
・10 月の情報コーナーショーケース展示は
移植ゴテ、トリマー、竹ぼうきなどをお持ちください。
「多可町（地域振興課）」です。
・11/26（日）道の駅１５周年記念感謝祭を行います。
９時半〜 15 時 青空市、バルーン教室、ガラガラ抽選会
【事務局】
・LINE@ サービスを開始しています。
【地域交流部】
クーポンや来店ポイント、お得な情報が取得できます。
・11/21（火）〜 バルーンアート教室を実施します。
毎週火曜 10 時〜 11 時 でんくう体験教室 参加費 500 円 スマホ、タブレットなどで登録すればご利用できます。

10 月の でんくう自主企画

2017年

8

15

（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

中

募集

三宮発『宮ノ本春日神社の暴れ太鼓と
中
集
兵主神社の布団太鼓 』
募

参加費：大人6,800円(でんくうFUNくらぶ会員6,460円)

参加費：大人6,500円(でんくうFUNくらぶ会員6,175円)
定員：25名
雨天決行 雨天時は行程の変更があります。
三宮(8時半) → 西神中央 (9時) → でんくう(お買い物・休憩)
→ ますのみ松屋（豪華創作弁当で昼食）→ 宮ノ本春日神社
（暴れ太鼓の見学）→ 兵主神社（布団太鼓の見学、餅拾い）
→ でんくう → 西神中央 → 三宮

15

小学生以下 4,000円 定員：42名
持ち物：帽子、タオル、軍手、お茶、着替え、雨具（天候により）
汚れてもよい服装でお越しください。
雨天決行 雨天時は行程の変更があります。
お土産：さつま芋２㎏ 新米コシヒカリ２㎏ 黒豆の枝豆２本
（小学生以下の方のお土産は、さつま芋１㎏のみになります。）
明石(8時) → 西神中央(8時半) → でんくう(お買い物・休憩) →
加美区西脇の田で稲刈り → 多可町交流会館（かみ特産品クラブの
手製弁当で昼食 → 加美区西脇の畑でさつま芋掘り・黒豆収穫→
でんくう → 西神中央 → 明石

※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ TEL(0795)-42-6565へ

（日）道の駅

イベント

『 多肉もろもろ市場 』

北はりま発の多肉祭開催！たくさんの鉢が並びます！
多肉植物単体苗、多肉植物寄せ植え、苔テラリウム、花苗など。

10 月のサテライトイベ ント＆ 地域情報
日(曜日)

明石発『お土産付き 田舎満喫ツアー 』

開始時間

イベント名

開催場所

場 所： 道の駅 北はりまエコミュージアム駐車場周辺
時 間： 10時〜15時

雨天決行

季刊紙 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー 10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）

〜14(土) こども将棋大会(10/29)参加者受付 西脇市西脇 旧来住家住宅 参加費1000円◆23-9119 西脇TMO
〜15(日) 秋のフェア2017 西脇市西脇 西脇情報未来館21（播州織オーダーシャツ専門店） 月曜休（休日の場合は翌日）◆25-0077
〜31(金) 第40回「日本のへそ」西脇子午線マラソン(12/10 開催)出場者募集 ◆22-5996 （月曜休館）西脇子午線マラソン大会実行委員会事務局
7(土) 〜9(祝) 9時半〜17時 丹波黒のえだまめ祭り・木桶職人復活プロジェクトin兵庫 多可町加美区西脇 足立醸造 ◆35-0031
8(日) 10時〜 11/23(祝) 開催 鍛冶屋金毘羅神社大祭フリーマーケット出店者募集 多可町中区鍛冶屋735-2 ◆32-4382 藤原 （FAX 32-4600）
14(土) 9時15分〜12時 ウェルネスウォーキング 多可町加美区轟ラベンダーパーク多可 集合 要予約 申込〆切10/10

参加費700円 ◆32-2381 多可町役場

14(土) 13時半〜 スオミ ガーデンズ―ハーブ講習会 多可町中区安楽田980-45 スオミガーデンズ 要予約 1080円 ◆32-4113
15(日) 10時〜15時 山野部の枝豆まつり 多可町加美区山野部 の田（のぼりが揚がっています）
15(日) 10時〜13時 ワークホームタンポポバザー 西脇市大野 ワークホームタンポポ ◆22-8149 ワークホームタンポポ
15(日) 10時〜14時 秋の里山でキノコ観察会 多可町中区糀屋 なか･やちよの森公園 渓流の広場 要予約 参加費300円 ◆30-0050
15(日) 14時〜 みんなの知らない音楽の世界 コンサート（足立さつき）西脇市西脇 アピカホール 一般2000円 高校生以下500円 ◆23-9000
18(水) 19時〜 桂九雀(落語)×玉川奈々福(浪曲) 二人会 多可町八千代区中野間 八千代プラザ 大人1000円 高校生以下500円 ◆37-0250
21(土) 9時半〜14時 みどり園リサイクルまつり 西脇市富吉南町262-1北播磨清掃事務組合（みどり園）リサイクル家具公開抽選会など ◆23-2808
21(土) 10時〜 親子でなかよく サツマイモ掘り体験 西脇市岡崎町471番地 芳田ふれあい直売所 参加費 無料 ◆27-1267
22(日) 14時〜 〜懐かしの昭和歌謡の世界〜 「歌は世につれ、世は歌につれ」西脇市西脇 アピカホール 一般2000円 高校生以下500円 ◆23-9000
28(土) 18時45分〜19時15分 第9回プラネタコンサートinテラ･ドーム

西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「ﾃﾗ・ﾄﾞｰﾑ」入館料 無料 定員30名 ◆23-2772

29(日) 13時半〜 ラベンダーパーク多可の花あそび ステムグラスに秋の果実 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可 要予約2500円 ◆36-1616

特定非営利活動法人
で

ん

く

う

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〜 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 h t t p : / / w w w . k - d e n k u.com
E-mail j k @ k - d e n k u . com

