にゅーす

しょう
応募してプレゼントを
当てよう！

日発行
10月1日発行
2018年10月1日発行
2018年10
201

165号

〒679-0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田 1589
ＴＥＬ/ＦＡＸ 0795-28-4751
※詳しくはホームページよりご確認下さい。
HP http://www.geocities.jp/kurodasyougonji/
しょうごんじ

このサテライトは 「荘厳寺」です。 さて早速クイズです。
しょうごんじ

「荘厳寺」 は誰のゆかりのお寺として有名でしょう？
① 織田信長 ② 豊臣秀吉 ③ 黒田官兵衛 ④ 春日局
荘厳寺は高野山真言宗の寺院です。 ご本尊は十一面観音菩薩。 本堂右手の小川を渡った所にある桧皮葺の多宝塔は県の重要
文化財に指定されています。 また平成 24 年大河ドラマにもなった 「黒田官兵衛」 のゆかりのお寺としても有名で、 黒
田官兵衛家先祖の略系図を所蔵しています。 毎年 11 月には 「官兵衛まつり」 を開催。 今年は 11月 1 8 日 （日） に開
催されます。 詳しくはでんくうＨＰをご覧下さい。 （http://www.k-denku.com/blog/2018/09/1118.html）
特に秋は紅葉が美しく、 落ち葉を踏みしめて歩く境内に心癒されること間違いなしです (^^♪
※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】 10 / 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
ん
く
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 ！

発行：

う
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こんなこと やりました！ でんくうの活動

月

笑顔でガイドすることが重要･･

1(土)･8(土) 「観光ボランティアガイド」講座 参加者1日45名 8日19名

第 1 回目は、マナープリュクレールの石井由美子先生を迎え、
「絶

必要な確認をして出発、園内の

対に喜んでもらえる観光ボランティアガイド講座 地域のファンづ

看板などを使いガ イドを体験し

くりのために」と題しての講演。でんくうで活動する案内人や北は

ながら園内を周った。宇宙っこ

りま地域で活躍しているガイドの方々、ガイド未経験の方など 45

ランド周辺では、下見として園内の
「すごい」
「おもしろい」
を探し、で

名が参加。

ん くう体験室に移動。
見つけた事をホワイトボードに書き込み皆で

第 2 回目は「お試しガイド 実際に案内しよう」と題しての実践

共有した。
最後に、第 1 回目の講演で学んだことを踏まえて、各自が

形式で行われた。
日本へそ公園に集合。
案内人として自己紹介（他の

発見したこと（建物の形・自 然・遊具などで）も組み入れガイドツ

参加者はお客様役）をし、4 〜 5 人の班で人数の確認などガイドに

アーを作り発表した。

移動ふれあい動物園が一番人気！

岡本

16（日） でんくうまつり 来場者4,500名

朝は青空。
フリーマーケット

少し暑い日だったので､終日かき氷とアイスのお店には行列が。
こ

は、掘り出し物を求めるため早

のイベント全体を韓国の OBSTV が「企画特集エコミュージアム」の

くから賑わう。
今回初の移動ふ

取材をしていた。

れあい動物園は山羊、亀、アヒ

芝生広場特設ステージでは、播州太鼓 和の風 未来による和太鼓

ル、鶏、ウサギなどさわってみ

演奏から始まり、ペーパームーンのバンド演奏、ハワイアンフラ カ

たいかわいい動物たち。
手仕事

パーフラオカイリマレイアーピキ 、ファイアーベンチャーズと和輝

＋フードコーナーは出店が少

愛逢とのコラボレーション。
地元西脇市出身のミカズキンさんの弾

なめだが、動物園が全体の一番奥になり人の流れは自然と全体を見

き語り、
Zeek's のダンス、
丹波市からは sun tune のバンド演奏･･

て回ることに。
大型バスなりきり運転手のコーナーも初めてで､小

この頃から雲行きが悪くなり、KaHocrew & SHOW-BIZ DANCE STUDIO

さな子たちの記念撮影に。
ステージ付近のテントはサテライトなど

の HIPHOP ダンスの途中でついに降り出した。
しかし最後まで踊り

の出店。
イベントには欠かせない黒糖丸本舗、あつ

きり､ステージはしばらく休止。10 分ほどで止

まっ亭、社高校、ダイヤモンド・ジュエリー・フジ

み、ステージの再開。
小野市からは銭太鼓飛翔

ワラ、エコネットにしわき、みつばグループ、JA みの

会の銭太鼓演奏。
K-Dream、あまのじゃくのよさ

り、
カフェにこっとなど。

こい踊りとラストの締めくくりは迫力のある

体育館では西脇工業高校、テラ・ドーム、森のよ

よさこい総踊りパフォーマンスでステージを

うちえんこころねの物作り体験。
また、会場入り口

盛り上げた。
多くの協力者と､来場者ででんく

では西脇北高校・多可高校の北海道地震救援募金。

うまつりは無事終了した。

色とりどりのヒガンバナは初めて！

23（日）明石発バスツアー「秋の味覚とカラフル彼岸花」

参加者38名

最近では珍しく晴れた日曜日。
でんくうに到着し早速芝生広場

ことないわ」と写真撮影に皆さ

で燻製体験。
温度管理が重要で、参加者は温度計とにらめっこ。
山桜

ん夢中。
食後の良い散歩の後、中

のチップでお肉に薫りづけ。
時間が経過し燻製がようやく完成。
フ

畑林間ファミリー園へ。

タを開けるとこんがりキツネ色に色づいた美味しそうな燻製が顔
を出した。
１日冷蔵庫で置けば薫りもマイルドになる。

石塚・池田

今年は猛暑の影響で栗の実入
りはごくわずか･･･残念ながら少しだけ栗拾い体験を行った。

昼食は、ますのみ松屋の特製弁当で腹ごしらえし、予定よりも早

続いて、はりまコットンボール銀行やよい村の山上さんのところの

くバスでカラフル彼岸花の咲く中区間子へ向かう。
稲穂が黄金色に

畑で里芋掘り体験。
時間や手間がかかるので里芋はおおかた掘って

実った田んぼの周りに咲いた彼岸花を見ながら「ちゃんと彼岸に

いただいていた。
親芋の周りの小芋を収穫。
「帰ったら早速炊いてい

なったら咲くのは不思議やね〜」
。
到着して少し歩くと畔には赤以

ただくわ、里芋大好きやねん」
という方も。
天候も良く、北はりまの

外にも白や黄、
ピンクのカラフルな彼岸花が。
「こんな色々なの見た

秋の味覚と景観を満喫できた一日だった。

9月
対外活動
スケジュール

10月

石塚

12日 相生市立文化会館で兵庫県道の駅連絡会第2回駅長会 篠原駅長出席
15〜17日 韓国OBSTVよりエコミュージアムの取組を取材 でんくうまつり、播州織工房館、tamakiniime、
杉原紙研究所などを取材 11月中旬1時間放映予定
13･23日 加古川西部土地改良区ダム見学(小学生対象) でんくう案内人がなか･やちよの森公園、翠明湖などを案内
20日 JRふれあいハイキング「横尾忠則氏のY字路探訪」 でんくう案内人が旧来住家住宅、童子山公園などガイド
28日 高野西6丁目自治会バス2台 まち歩きコース旧来住家住宅、情報未来館、へそ公園、などガイド

『９月号表紙クイズ』 の答え

②ＴＵＭＡこいカフェ

都 麻 乃 郷 あじさい園
兵庫県西脇市坂本454-1 西林寺
西脇市あじさい協会：TEL 070-1776-8999
西脇市観光協会：TEL 0795-22-3111
TUMAこいカフェ：毎週金曜日・土曜日営業
営業時間：9：00〜12：00
H P: http://ajisaikyoukai.com/

最優秀賞「すてきな石畳」

優秀賞「優しい雨」

協会長賞「あじさい園」

都麻乃郷あじさい園は、西林寺仁王門を入って左
側にあり、園内には約3,000株のあじさいの花が咲き
誇る北播磨最大のあじさい園です。
今年、初めてのフォトコンテストを開催！多数の
作品応募の中から入賞8作品、佳作10作品が選ばれま
した。
9月いっぱい入賞8作品は「道の駅北はりまエコ
ミュージアム」に展示、佳作10作品はあじさい園入
り口にある「ＴＵＭＡこいカフェ」に展示されまし
た。
素晴らしいあじさい園の写真は、訪れたお客様の
目を楽しませたことと思います。
都麻乃郷あじさい園の開園時期は6月〜7月なの
で、残念ながら現在は閉園しています。
「ＴＵＭＡこいカフェ」は毎週金曜日・土曜日営
業していますので、ぜひ西林寺にこられた際はお寄
り下さい(^^♪
来年の6月頃にはまた都麻乃郷あじさい園もオープ
ン致します。オープンの時期につきましては、ホー
ムページをご覧下さい。

道の駅 ショーケース展示

入選「あじさいの散策路」

サテライトの魅力にあふれた作品 ３０年度 サテライトフォトコンテスト 最優秀作品１点 優秀作品２点

優秀賞

最優秀賞 岩座神の棚田
「蕎麦の花咲く頃」久保田 修 氏

優秀賞 杉原川
「杉原川トワイライト」神月 祥江 氏

森のようちえんこころね
「木は友達」 岡 良昭 氏

でんくう各 部からのお 知らせ
【地域交流部】
・12/8( 土 ),12/16( 日 「しめ縄づくり」
)
を計画中。
両日とも 時間：13 時〜 16 時
参加費：500 円 場所：でんくう体験学習室
内 容：お正月に向けてしめ縄をつくります。
※汚れてもよい服装でお越しください。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は「荘厳寺」です。
道の駅にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。
【特産品部】
・12/16( 日 ) 年末感謝祭 を計画中。
場 所：道の駅北はりまエコミュージアム前駐車場
時 間：10 時〜 15 時
先着で豚汁を無料で振る舞います。

2018年
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10 月の でんくう自主企画

28

（土）三宮発 西神中央経由 交流バスツアー

（日）でんくうイベント

『 さつまいも掘りと丹波黒大豆枝豆収穫
杉原紙の紙すき体験バスツアー 』
集中
募

参加費：6,500円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定 員：42名
お土産：さつまいも2kg 枝豆2株
持ち物：タオル・軍手・帽子・汚れてもよい服装
行 程：三宮 → 西神中央 → でんくう → 杉原紙紙すき体験→
昼食(みつばグループのお弁当) → 野菜収穫体験
(さつまいも・丹波黒大豆枝豆) → でんくう→ 帰路
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ TEL(0795)-42-6565へ

毎週火曜

『体験教室
バルーンアート教室 』

毎週火曜日にバルーンアート教室を開催しています。
可愛い動物や、美しいお花など作ってみませんか？
バルーンアートを習って一芸を身に付けよう！
時 間：10時〜11時 参加費： 500円（材料費込み）
場 所：でんくう体験学習室

10 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

評

大好

『多肉もろもろ市場 VOL.３ 』

場 所：道の駅北はりまエコミュージアム 前駐車場
時 間：１０時〜１５時 雨天決行
多肉植物・サボテンをメインとして、珍奇植物・山野草
観葉植物・盆栽・こけ玉・花苗などが勢揃いのイベント！

11月予告

11/24(土)『 三宮発 北はりまで健康づくり！バスツアー 』
参加費：5,000円（でんくうFUNくらぶ会員5％引き）
定 員：42名
お土産：菊芋 500g
持ち物：タオル・軍手・帽子・汚れてもよい服装
行 程：三宮 → 西神中央 → でんくう → 楽久園会 →
エアレーベン八千代 昼食(豆腐料理バイキング) →
→ でんくう(菊芋収穫体験) → 帰路
11/25(日)『 体験教室 燻製体験（合鴨） 』
※バスツアーの申し込みは神姫バスツアーズ TEL(0795)-42-6565へ
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(日) 10時〜17時 秋のフェア 西脇市西脇394-2 西脇情報未来館21 月曜休（祝日の場合は翌日）◆25-0077
〜15(日) 杉原紙アイディア商品コンテスト作品募集 多可町八千代区中村 多可町役場八千代北仮庁舎 ◆32-4779商工観光課
〜11/30(金)『播州百日どりグルメフェア』開催中！！ 多可町15店舗 西脇市5店舗
1(月) 10時〜 鍛冶屋金毘羅神社大祭(11/23)のフリーマーケット出店者募集中 ◆32-4382 申込FAX 32-4600
6(土)〜8(月) 9時半〜18時 秋の味覚!!とれとれ黒豆まつり 多可町加美区西脇 足立醸造株式会社 ◆35-0031
6(土)〜11/11(日) 10時〜17時 播州織かかし展 西脇市西脇 旧来住家住宅

入場無料 月曜休（祝日の場合は翌日）◆23-9119 西脇TMO推進室

13(土) 10時〜16時 古民家改修ワークショップ第18回「寄宿舎の床板張り＋かしわの混ぜごはん＆かきたま汁」
多可町八千代区中野間 ＪＡみのり八千代支店駐車場集合 要予約 参加費 500円 ◆ 20-7484 紡 −TSUMUGI−
13(土) 10時〜 手漉き和紙 「杉原紙」 事始め講座 第三回目 多可町中区東山 那珂ふれあい館 ◆32-4779
14(日) 10時〜12時 ナチュラルスワッグ作り 多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園内chattanaの森 要予約 〆切10/10 参加費 2,980円 ◆32-4111
14(日) 10時〜 燻製教室 ウィンナーソーセージ 西脇市黒田庄町門柳 日時計の丘公園 要予約 2,500円 ◆28-4851
14(日) 14時 旧来住家住宅築100年記念 播州織ファッションショー 西脇市西脇 旧来住家住宅

◆23-9119 西脇TMO推進室

20(土) 12時半〜15時半 手づくり化粧品教室 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可 受講料 5,000円 要予約 ◆36-1616
20(土) 9時半〜14時 みどり園リサイクルまつり

フリーマーケット他 西脇市富吉南町 北播磨清掃事務組合（みどり園） ◆23-2808

21(日) 13時半〜 スオミ フリーコンサート アケミ＆ベルウッド 多可町中区安楽田980-45 スオミガーデンズ 食事は予約 ◆090-5130-0881
21(日) 13時半〜15時 ラベンダーパーク多可の花あそび ボールバスケット 多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可 参加費 2 ,500円 ◆36-1616
21・28(日) ①13:30〜②15:30〜 どんぐりのかざりをつくろう 西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館ﾃﾗ･ﾄﾞｰﾑ 月曜休（祝日の場合は翌日）◆23-2772
27(土) 10時〜13時 「秋の味覚満喫ウォーキング 昼食付き」 多可町加美区岩座神378 岩座神公会堂集合 要申込 参加費500円〜

◆32-4779

28(日) 10時〜15時 "昔ながらの脱穀体験" 多可町中区糀屋なか･やちよの森公園湖畔の広場 要申込 定員30名 参加費無料 ◆30-0050

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

