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2018 でんくうフォトコンテスト
入選作品です。
※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

◆１２月号のクイズはお休みです！
☆１１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 10〜11月

月

多肉植物ってこんなにたくさん？！ 10/28(日)

第3回多肉もろもろ市 場Vol.3 来場者約2,100名

第３回多肉もろもろ市場がでんくう駐車場および芝生広場にて

物や関連する雑貨が並べら

開催された。
過去 2 回は何れも雨天で、三度目の正直、晴天時の開催

れ、来場者はお気に入りを見

に関係者も胸をなでおろした。

つけるべく、一つ一つ手に

前回、前々回よりも出店者の数や、取り扱っている商品も格段に

取ったり、
店員さんに尋ねたりと楽しく買い物をされていた。

増えており、また、北はりまでは貴重な多肉関係のイベントとあっ
て、興味のある方はもちろん、たまたま道の駅に立ち寄ってイベン

多肉植物の寄せ植えのワークショップもあり、参加者は手ほどき
を受けながら熱心に完成を目指していた。

トを知ったお客さんで賑わ
い、ブースによっては昼過ぎ

を模したスイーツも登場し来場者に喜ばれていた。

にはほぼ売り切れてしまう

イベント後、出店者を対象に行ったアンケートでは「また次回も

ところも出るほどの盛況ぶ

是非参加したい」とも回答が多くあり、次回以降も定着したイベン

りだった。

トになりそうだ。

ブースでは様々な多肉植

収穫の秋、満喫！

その他、飲食関係ではピザの販売や、コーヒーショップでは多肉

★次回は 2019 年 5 月 12 日で、
早くも出店者募集中。

11/24（土）三宮発バスツアー「菊芋収穫 健康なカラダを作ろう」

秋晴れの中、最初の目的地へ行

藤川

参加者30名

続く道は見事。
色とりどりの紅葉を拾う人も。

く途中、紅葉で有名な竹谷山をバ

続いて菊芋畑で収穫体験。
参加者の中には菊芋を栽培している

スの窓から眺め､社会福祉法人楽

人もいたが､ほとんどの人は初体験。
それに思った以上に一株が

久園会へ。
「安心してシニアライフ

大きく､やっぱり大きいのはうれしい。
あまり食べない人の分を

が送れる複合施設」と言うキャッ

もらったり､両手にいっぱいのお土産。

チフレーズのとおり、8 種の施設

最後はでんくうで菊芋の試食。
スタッフが菊芋のきんぴら、サ

がエリアに点在し、利用者に合っ

ラダ、人参とのかき揚げ、菊芋の葉

た暮らしやサービスが受けられ

のお茶を用意。
どれも好評で､菊芋

る。
今元気でも、いつかお世話になるかもしれない施設。
内部まで

の保存方法や料理法の質問にス

色々見学出来良い経験に。

タッフが答えていた。

続いて近くの豆腐料理のバイキングが食べられるエアレーベ

誰もが関心の高い健康。
今回は

ン八千代へ。
小鉢に盛りつけられた料理を好きなものを取り昼

これをテーマにサテライトを巡

食。
豆腐料理など一通り食べると、
満足で満腹に。

り、菊芋収穫で、夫婦揃っての参加

昼食後の散策に、
西林寺の紅葉見物。
時間が短かったが､本堂へ

今晩の夕食が楽しみ！

11/25（日）体験教室「合鴨の燻製体験」

も多かった。

参加者20組

冬が近づき、
厚着の人もいる中、
西脇市内、
神戸や姫路などから 20

「
（山桜）チップのいい香りがす

組の家族やグループが参加した。
10 歳代〜 70 歳代と年齢も幅広く、

る」
「温度上がりすぎてない」
「い

初めての方からもう 1 年参加した (4 〜 5 回 ) 人まで。
初参加の多

い感じになった」とワ イワイと

くはすでに参加した人から誘われ､一緒に体験を楽しんだ。

盛り上がりながら皆さん燻製

先生の説明を聞いた後、今回燻製にする合鴨 200ｇ4 個を受け取

が出来るのを待った。

り串に刺し、
温度を確認 しながら手の甲で触り温かく感じるまで乾

「おいしいし、量もたっぷり」

燥させた。

「待っている間に他の人たちと

参加者の中にはこれが楽しみという、先生が用意した試食は乾燥
の待ち時間に。
その後山桜のチップと炭を受 け取りスモーク。

対外活動
スケジュール

11月 18日

三村

の交流も楽しい」
「また参加した
い」
とういう声もたくさんあり、
盛況で燻製体験を終えた。

岡本

観光ガイドいっしょにやろう会パワースポット！？日本のへそめぐりコース でんくう案内人藤原(孝)対応

『１１月号表紙クイズ』 の答え

①杉原紙

多 可町 新 庁 舎 開 庁 式
兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
TEL 0795-32-2380(代表)・FAX 0795-32-2349
HP: https://www.town.taka.lg.jp/
※詳しくは、ＨＰよりご確認下さい。

○多可町のこだわり
高い耐震性
新庁舎は、大地震で想定される震度6強から7の揺れでも倒壊

１階受付カウンター

大きな文字と色で
わかりやすいサイン類

１階キッズスペース

しない強度を確保しています。重要な情報の中枢であるサーバー
室は床免震構造を採用し、機能を維持できる設計となっていま
す。
また、72時間対応の非常用発電機も設置しています。災害時
には、住民の皆さんの安全を守るとともに、防災指揮機能の拠点
としての役割を担います。

多可町産杉使用の会議室

バリアフリー
車いすでも使いやすい多機能トイレや、オストメイト対応の
設備を導入しています。ユニバーサルデザインの理念を取り入れ
誰もが利用しやすい庁舎を心がけました。
サイン類(案内標識)も、来庁者の動線を考慮し、大きさや設置

播州織使用の室名札

場所、文字や形も工夫しています。

杉原紙を挟んだ壁面

1階には授乳室やおむつ交換台を設け、お子様連れの方も安心
して来庁してもらえるよう、キッズスペースも整備しています。

多可町産へのこだわり
階段部分や会議室のガラスには、「杉原紙」を挟み込み、優し
さと温かさを表現しています。
サイン類やタペストリーに「播州織」を取り入れました。ま
た、多可町産の木材を議場や会議室などに使用するなど、訪れた

杉原紙使用したライト

方に多可町の魅力を感じてもらえるよう工夫しました。

播州織の下敷きの受付カウンター

でんくう各 部 からのお 知らせ
【総務部】
・ハーブ園周辺、天神池周辺の下草刈りを 12/4( 火 ) の
9 時〜 12 時に行います。
お手伝いいただける方、よろしくお願いします。

【地域交流部】
・2/24（日）体験教室『燻製体験』を企画中。
今回は、ロースハム燻製（約８００g）を作ります♪
時 間：9 時 30 分〜 12 時 30 分 でんくう芝生広場
参加費：3,000 円

・NPO 正会員、納入者、サテライト関係者対象の来館 500 万
人達成記念研修日帰りバスツアーは 1/16（水）に 7 時 15 分 ・3/3（日）体験教室『陶芸体験』を企画中。
今回も龍胆窯 松内先生を講師に迎えオリジナルのお茶碗
でんくう集合→山陽道・岡山ブルーライン→道の駅みやま
や湯呑み茶碗を作ります。
公園（岡山県玉野市国道 30 号線）→昼食バイキング（ホテル
時 間：13 時〜 16 時 でんくう体験学習室
オークラ丸亀）→丸亀城見学→うちわの港ミュージアム→
参加費：1,800 円
でんくう 19 時 30 分→帰路
参加費は 3,000 円、定員 86 名、12/5（水）11 時から受付。
詳細は該当者へ郵送予定。電話での申し込みはできません。 【都市交流部】
・2/16( 土 ) 明石発交流バスツアー
『味噌づくり体験と酒蔵見学バスツアー』を企画中。
・5/12( 日 『多肉もろもろ市場
)
VOL.4』を企画中。
多肉植物をメインとして珍奇植物・山野草・観葉植物・盆栽・ 参加費：6,800 円（でんくう FUN くらぶ会員 5% 引き )
行 程：明石発→西神中央→でんくう→味噌作り体験
こけ玉・花苗などが買えるイベントです。
（農村婦人の家）→でんくう→酒蔵見学（神結酒造）
→帰路
【広報部】
・１２月中旬から情報コーナーショーケース展示は
「道の駅杉原紙の里・多可」です。

2018年

8

12 月の でんくう自主企画

（土）・

16

（日）

24

体験教室

（月･祝）体験教室

『 しめなわづくり 』

中

募集

御礼
満員

『燻製体験』〜ホールチキンの燻製〜

場 所：でんくう体験学習室 時 間：１３時〜１６時
参加費：ひとり５００円（当日受付にて集金）
初めての方でも安心♪ スタッフが丁寧に教えます。
※汚れてもよい服装でお越しください。
※事前の申し込み不要。どちらか都合の良い日にご参加ください。
※材料がなくなり次第終了、参加受付は15時まで。

16

（日）

１０時ごろからスタートします。
でんくうにて あったか〜い できたての豚汁を無料で振る舞います。
★ 年末年始休館 のお知らせ

1/27(日)『 三宮発 交流バスツアー 新年最初のいちご狩りと
熟成味噌開きお楽しみバスツアー 』
席

残
か 参加費：7,800円（でんくうFUNくらぶ会員 7,410円）
わず
定 員：42名 雨天決行
持ち物：エプロン・マスク・三角巾・タオルなど

でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムは
12/31（月）〜1/2（水）お休みさせていただきます。
また、12/30(日),1/3（木）は17時に閉館いたします。

行 程：三宮→西神中央→いちご狩り（佐藤果実工房）→でんくう
→味噌開き体験（農村婦人の家）昼食→こうぞの川ざらし見学
→でんくう→帰路

12 月のサテライトイベ ント＆ 地域情報
開始時間

1月予告
1/4( 木 ) 『新春ぜんざいの振る舞い』と
体験教室『干支（亥）のバルーンアートづくり』

年末感謝祭

でんくうから感謝を込めて♪ 年末大感謝祭！！

日(曜日)

場 所：でんくう芝生広場 参加費：3,500円
時 間：９時３０分〜１２時３０分 雨天決行
持ち物：軍手・タオル・暖かい服装・お茶

イベント名

開催場所

※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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー 12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）

〜1/27(日) 西脇市中学生理科の自由研究作品展 西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム ◆23-2772
〜9(日) 10時〜17時 100人のモチーフとウォルドルフ人形展 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
1(土) ,9(日),16(日) 日本伝統芸能 猿まわしがやってくる 西脇市寺内 北はりま田園空間博物館（道の駅北はりまエコミュージアム）雨天中止 ◆25-2651
1(土),8(土),15(日) 18時〜19時半 コヤノ美術館西脇館ナイトミュージアム 西脇市市原町コヤノ美術館 西脇館 要予約 ◆090-1919-0481
7(金) 19時〜21時 にしわきまちなかフォーラム 西脇市西脇394−1

旧来住家住宅

◆22-3111（内線365）西脇市役所 都市経営部 新庁舎建設室

9(日) 13時〜15時 子どもプログラミング教室 Scratchで楽しいおもしろいプログラムを作ろう 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
参加費無料 小学生(4〜6年)10組 ノートパソコンを持参してください ◆申込み toshikazu00240509@docomo.ne.jp
9(日) ①13時〜 ②14時〜 ミカズキン弾き語りライブ『ただいま』 西脇市寺内 北はりま田園空間博物館 情報コーナー
14(金)〜25(火) X'mas ディナー&ランチプラン 家族、友人、特別な人と、格別のひと時を... 西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル

◆23-2000

15(土) 9時半〜12時半 冬でもあったかウォーキング 昼食付き多可町八千代区俵田178-27 なか･やちよの森公園渓流の広場 集合 要予約 12/7〆切
定員20名 なかやちよの森ヴァルトコース3.2km 昼食：あったかシチュー 参加費500円＋昼食代1000円 ◆32-4779 多可町役場商工観光課
15(土) 10時〜16時 寄宿舎の床張り+すいとん&のこぎり屋根工場の大掃除 多可町八千代区中野間 JAみのり八千代支店駐車場集合 参加費500円
16(日) 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 ◆23-2772

16(日) 11時〜 あんずde新釜Pizza 西脇市住吉町1021 カフェあんずの里 http://www.k-denku.com/blog/2018/11/1216pizza.html
16(日) 13時半〜 スオミ フリーコンサート マーブル 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
22(土) 11時〜11時50分 人形劇団京芸「おふろだいすき」他 西脇市野村町茜が丘16-1 西脇市茜が丘複合施設みらいえ 参加費200円 ◆22-5996
22(土) 〜24(月・祝) 17時〜 2018エーデルのクリスマスディナー＆ライブ 多可町八千代区中野間エーデルささゆり 要予約 7560円 ◆37-1200
22(土) 18時45分〜19時15分 ほろ酔いクリスマスコンサート 西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム 入場無料 ◆23-2772

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〜 18 時( 3月〜10 月 は 1 9 時 閉 館 ) 年末年始以外無休
TEL 0795-25-2370
FAX 0795-22-2123
URL ht t p : / / www. k - d en ku .com
E-mail jk @k - d enk u . c o m

