
【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】  4 / 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
　　　★ 3 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2018年4月1日発行   159号2012018年4月1日発行  日発行   159159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

 〒677-0022 兵庫県西脇市寺内 519-63　
  ＴＥＬ・ ＦＡＸ 0795-20-7952
  営 業 日： 毎週月曜日～金曜日　

 営業時間 : 9:00 ～ 15：30 ( 第 4 水曜日のみ 14：00 まで）

 
　 　このサテライトはＮＰＯ法人すまいる カフェにこっとです。さて早速クイズです。
　　 NPO法人すまいる カフェにこっとは何型就労継続支援事業所でしょうか？　　
　　　　　　　　　　①  Ａ 型　　②  Ｂ 型  　③  Ｏ 型　　④  ＡＢ型

カフェにこっとは、ＮＰＯ法人すまいるが運営する就労継続支援Ｂ型事業所です。障がいを持つ子どもたちを支援しようと、お

母さんたちが立ち上がって建設されました。カフェという接客を中心とした作業形態で仕事をしながら、働く喜びが感じられ

るよう支援しています。来て頂くお客様も利用者も、ホッとできる癒しの空間になるように努め、提供するメニューもお客様

に安心して食べて頂けるよう、地産地消でできる限り手作りしています。

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　





『３月号表紙クイズ』 の答え 　①  平成２５年

エコネットにしわき 

でんくう各部からのお知らせ

　　　兵庫県西脇市郷瀬町605　
TEL / 0795-23-3111　FAX / 0795-22-3515
(西脇市役所　くらし安心部環境課）
E-mail：kankyou@city.nishiwaki.lg.jp
HP : http://www.city.nishiwaki.lg.jp

　エコネットにしわき（西脇環境づくり市民会議）は,西脇市環
境基本計画を市民、事業者、行政が一緒に推進する組織として平
成２５年５月に設立されました。
　環境基本計画の主旨に沿って、西脇の環境を守り、また、より
良いものとして将来の世代に引き継いでいくための活動を行って
いきます。
　また、活動を通じ、そこに関わる市民や団体、事業者などが繋
がり、それぞれの存在やこれまで行ってきた活動などを知り、
個々の活動にも生かされるなどの効果も期待しています。
　エコネットにしわきでは会員を募集しています！興味のある方
はぜひ一緒に活動してみませんか(^^♪

　《平成２９年度の活動》
　○ 西脇市緑花祭＆環境・健康ふれあいまつりを開催
　○へその織物まつり・でんくうまつり・にしわき産業フェスタ
　　など様々なイベントに出展
　○エコネットにしわき公開講演会を開催
　○自然探検隊を実施
　○親子エコクッキング教室を実施
　○イベントで竹炭、段ボールコンポストの資材などを販売
　○段ボールコンポスト講習会の実施
　○環境ポスターコンクールの実施

小水力発電の研究

自然探検隊

ポイ捨てなくし隊ゴミ調査 親子エコクッキング♪

段ボールコンポスト　

道の駅 ショーケース展示

【総務部】
・5/1６( 水 )第 17回 NPO法人北はりま田園空間博物館総会
をでんくう体験学習室で 19 時～ 20 時半を予定しています。

【広報部】
・4月の情報コーナーショーケース展示は
　「NPO法人すまいる  カフェにこっと」です。

【都市交流部】
・5/27( 日 ) 交流バスツアー「田舎料理教室と野菜収穫体験」
を計画中。参加費 6,500 円　小学生以下 5,000 円
（でんくう FUNくらぶ会員 5％引き）
加古川8:00→姫路→でんくう→交流会館（加美区）（料理教室・
昼食）→収穫体験（玉ねぎ・にんにく）→でんくう→帰路

・6/2( 土 ) 交流バスツアー　明石発 西神中央経由
「ホタル観賞と龍胆窯・tamakiniime 見学」を計画中。
参加費：5,900 円 ( でんくう FUNくらぶ会員５％引き）
定　員：42 名
明石 15：00→西神中央→でんくう→tamakiniime→春日焼
龍胆窯→市民農園すみよし桃源郷（夕食  ますのみ松屋）→
畑谷川（ホタル観賞）→帰路

・6/3( 日 ) 交流バスツアー　三宮発 西神中央経由
「ホタル観賞と龍胆窯・tamakiniime 見学」を計画中。
参加費：5,900 円 ( でんくう FUNくらぶ会員５％引き）
定　員：42 名
三宮 15：00→西神中央→でんくう→tamakiniime→春日焼
龍胆窯→市民農園すみよし桃源郷（夕食   ますのみ松屋）→
畑谷川（ホタル観賞）→帰路

・6/23( 土 ) 交流バスツアー　三宮発 西神中央経由
「あじさい観賞とラベンダーパーク多可で玉子かけご飯食べ
放題」を計画中。
参加費：5,800 円 ( でんくう FUNくらぶ会員５％引き）
定　員：42 名
三宮 8:00→西神中央→でんくう→都麻乃郷あじさい園→
ラベンダーパーク多可（昼食 玉子かけごはん食べ放題・散策）
→古民家ギャラリー（小椋聡 氏宅） →でんくう →
官兵衛の湯→帰路

 



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

          4 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     ４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）
       4月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所

2018年

で　　　ん　　　く　　　う

 

　　

  
 

　　

 

 

　

 

　

 

　

      21（土）
　　　

『 北はりまの春を満喫バスツアー 』

　　　　　　　
幻のたけのこといちご狩り

　　　

５月予告

募集中

募集中

交流バスツアー　三宮発西神中央経由

（木）　　　　　　　     26 募集中

参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名　
行　程：三宮 →  西神中央 → 箸荷いちご園 (いちご狩り) →
　　　　→ でんくう → 高嶋たけのこ畑（たけのこ掘り）
                    → 昼食 → 西脇市日本のへそ 日時計の丘公園
                      フォルクスガーデン　→　でんくう→  帰路

募集中

 滞在型貸農園 ブライベンオオヤ　入居者募集　多可町八千代区大屋　ネイチャーパークかさがた　◆30-5110
 1(日)  14時半～15時50分　映画「忍たま乱太郎～忍術学園全員出動！の段～」西脇市野村町茜が丘16-1　西脇市茜が丘複合施設Miraie ◆25-2800
～15(日) 10時～16時　お雛さま展示 西脇市市原町139　コヤノ美術館西脇館  　土日開館　大人800円 ◆06-6358-7555
～21(土)     4/21(土) 開催  たけのこ収穫体験の参加者募集(先着20組)  参加費一組2,000円 ◆  22-3111西脇市観光協会

～6/24(日)「感覚のふしぎ」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
  6(金)～8(日)   9時～17時　フォトクラブ四季彩　第5回写真展   西脇市野村町茜が丘16-1　西脇市茜が丘複合施設Miraie ◆25-2800
  8(日) 10時～13時　のんびり歩こう♪春の渓流でおさんぽ　多可町八千代区俵田　なか・やちよの森公園　渓流の広場　要予約　参加費200円◆30-0050
13(金) ～15(日)  10時～15時　絵手紙万葉の会　卯月展　(西脇仲埜教室)　西脇市寺内　北はりま田園空間博物館　総合案内所　体験学習室　◆25-2370
15(日)  ①13時半～②15時半～　子ども科学教室　ふわふわボールをつくろう 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
21(土)  9時半～　春のわくわく　旬菜まつり 西脇市野村町　北はりま旬菜館    ◆24-7900
22(日)  ①10時半～②14時～　映画｢鎌倉ものがたり｣　多可町中区中村町　ベルディーホール   全席自由800円(当日200円増し)◆32-1300
22(日)  13時～15時　子どもプログラミング教室  北はりま田園空間博物館　総合案内所　体験学習室　◆25-2370
28(土)  10時～15時　旬の味覚！～里山の山菜採り～ 多可町中区糀屋677-10 なか･やちよの森公園　湖畔の広場 　要予約　参加費300円　◆32-2381
29(日)   ①13時半～②15時半～　子ども科学教室　紙トンボをとばそう 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
29(日)   8時45分～　笠形山登山　みんなで登ろう９３９m！！多可町八千代区大屋　ネイチャーパークかさがた◆30-5110
29(日)  10時～12時　夏野菜作り３回シリーズ（第１回）西脇市黒田庄町門柳　日時計の丘公園オートキャンプ場    要予約   参加費1組2,000円 ◆28-4851

交流バスツアー　明石発西神中央経由 5/13(日) 『体験教室　燻製体験　ベーコンの燻製』
　　　　参加費：3,000円
　　　　定　員：20名　
　　　5/20(日) 『体験教室　播州織の布草履づくり』　
　　　　参加費：800円
　　　　定　員：15名　
5/27(日) 『田舎料理教室と野菜収穫体験バスツアー
　　　　　　　　　　　　　　　加古川発姫路経由』　
　　　　参加費：大人6,500円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
　　　　　　　　小学生以下5,000円
　　　　定　員：30名

　　　
『 北はりまの春を満喫バスツアー 』

　　　　　　　
幻のたけのこといちご狩り

　　　
参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定　員：42名　
行　程：明石 →  西神中央 → 佐藤果実工房 (いちご狩り) →
　　　　→ でんくう → 高嶋たけのこ畑（たけのこ掘り）
                    → 昼食 → 西脇市日本のへそ 日時計の丘公園
                      フォルクスガーデン　→　でんくう→  帰路

      29　 （日）年に１度のカーニバル♪　　　
『 第13回　ふぁみり～カーニバル 』

　　　　　　　
＆手仕事（＋フード）

　　　
場　所：道の駅北はりまエコミュージアム周辺　雨天決行
時　間：10時～15時　皆様のお越しをお待ちしております。
内　容：掘り出しもの！一点もの！うまいもん！１００店舗
　　　　フリーマーケット＆手づくり市＆サテライト出店
　　　　よさこい踊り＆ダンス＆バンド演奏
　　　　どきどきワクワクステージイベント　ミニSLも！　　

満席
間近
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