
【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】  2 / 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：q u i z @ k - d e n k u . c o m

　　　★1 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2019年2月1日発行   169号2012019年2月1日発行  日発行   169169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

 〒677-0039 兵庫県西脇市上比延町 345-1　
  TEL&FAX： 0795-23-6223　

  休 館 日 : 毎週月曜日 (祝日の場合は翌日 )

            祝日の翌日(その日が土・日の場合は除く)

　　　　　　展示替え期間及び年末年始

 開園時間 : 10:00～17:00(入館16：30まで)

　 　このサテライトは西脇市岡之山美術館です。さて早速クイズです。

　　　西脇市岡之山美術館の屋外エントランスにある陶板画は誰の作品でしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 横尾忠則　　② 磯崎　新 　 ③ 岡本太郎　　④ 草間彌生 

西脇市岡之山美術館は、東経 135 度北緯 35 度の交点にあたる「日本のへそ公園」に位置し、西脇市出身の美術家横尾忠則の
作品収蔵と地域活動の支援を主にしています。
現在「横尾忠則　西脇幻想展　光るまち・光る記憶」を開催中！
　展示期間：前期１月６日 ( 日）～２月１１日 ( 月 )、後期２月２０日 ( 水 ) ～３月２４日 ( 日 )
横尾忠則氏の「想い出の中の西脇」と「西脇の今の姿」との重ね合わせから生まれた世界、バイロケーションの多次元的な交
響のさまをテーマにした展覧会です。ぜひこの機会にご覧下さい♬

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！



    　新年らしいさわやかなスタート！　4(金)　新春ぜんざいの振る舞い＆干支のバルーンアートづくり体験　　

2019年

  1 月　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動 1月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 1月

 2月

8日　西脇市商工会議所主催の西脇ロイヤルホテルで新年に集う会　長谷川代表参加　

3日　JAFコーナー：子ども安全免許証発行　道の駅で精算時にJAF会員証提示でオリジナルグッズ
（ポストカード、クリアファイル）1セットプレゼント（税込500円以上のお買上げで）　先着100名限定　

　朝 10 時から毎年恒例
のぜんざい振る舞い（お
よそ400食）が行われた。
家族連れなどが立ち寄ら
れ、炭火で焼いたお餅が
入ったぜんざいで温まっ
た。
　暖 か

な陽ざしのなか、新年のあいさつが周りで
聞こえ、満席で立って食べ る人や餅を焼く
炭火の周りで暖を取る人も。また、ファイ
アーベンチャーズの新春コンサートも同時
開催。懐かしのベ ンチャーズサウンドに皆

　冬晴れで暖かいなか、毎年恒例の研修バスツアーが行われ、
岡山県と香川県へ。
　朝７時にでんくうをバス２台で出発し、最初の目的地岡山
県玉野市の道の駅みやま公園へ。ここは広大な公園を併設し

敷地面積がとても広い道
の駅。残念ながら公園が
休園日のため、入ること
は出来ず、道の駅で販売
している海産物や野菜な

どのお買い物。参加者の中に納入者も多いので、ここの商品の
値段や量などチェックされていた。 お土産を積み込み、いよ
いよ瀬戸大橋を渡って香川県丸亀市へ。
　まずは楽しみにしていた坂出グランドホテルで昼食バイ
キング♪早朝の出発だったので、皆さんお腹ペコペコ。洋食と
中華のバイキングで、お腹一杯に。せっかく丸亀に来たのにメ
ニューに讃岐うどんや海鮮がなかったのと、すぐデザートが
品切れになったのがとても残念だった。 
　次は日本一の石垣で有名な丸亀城。丸亀市のボランティア
ガイドの方々の案内で、４グ
ループに分かれ丸亀城大手
門を出発！天守閣まで約 30
分かけて歩いて上った。大手
門を入り急勾配の坂道を登
ると、そびえ立つ巨大な石垣
が。高さが20ｍ以上あり、目

   遠くへ出かけた甲斐がありました。　　16（水）でんくう研修バスツアー　86名参加

さん拍手喝采、アンコール
もあり大盛況だった。
　一方体験学習室内では、
干支のバルーンアート作り
体験が行われた。( 参加費
100 円 ) 子どもにも大人に
も人気で、「いっしょに作ろ

う」「何作ってもらう」「何色が好き」とお子さん
との会話が弾み、イ ノシシの親子やお花のバ
ルーンをもらってニコニコ、お礼を言って体験
学習室を後 にされた。 
　　    岡本　　

の前で見ると大迫力！頂
上にある本丸は３層３階
の高さ約 15ｍの日本一小
さな現存木造天守。風があ
り寒かったが、天守閣から
見下ろす街並みは素晴ら
しい眺めだった。

　次はすぐ近くにあるうちわの港ミュージアムへ。丸亀うち
わは江戸時代にこんぴら参りのお土産として持ち帰ったこ
とから始まった歴史のある産業。ミュージアムの中にはうち
わに関する文献や、昔のうちわの作り方を説明する模型人形
などが展示され、奥ではうちわ作りの実演を見ることが出来
た。うちわ作りの体験コーナーもあり、丸亀うちわを作ること
が出来る。多種多様の丸亀うちわが販売されており、お土産に
皆さん購入。
　その後瀬戸大橋を渡り、
最後の目的地ふゅ～ちぁ～
でお買い物！時間が 16 時
と遅かったので野菜や果物
はなく、魚介類も少なく
なっていたが、試食した佃
煮や練り物が大人気！きび
だんごなどのお菓子類もお土産に。
　無事予定時間の 19 時 45 分に到着！皆さんお土産をたく
さん抱え、満足気に帰られた。  
　　　                                  　　　　　　　秋田



『１月号表紙クイズ』 の答え 　②  粉　状

パステル (和 )アートまろん 

でんくう各部からのお知らせ

兵庫県西脇市黒田庄町石原670　
TEL 080-1400-1821
代表　伊 藤 真 理
日本パステルホープアート協会
公認正インストラクター 

　パステル(和)アートまろんでは、日本パステルホー
プアート協会公認正インストラクターの伊藤真理先
生が丁寧に教えてくれます。
　棒状のパステルを削って粉状にすることで、誰で
もきれいな色を出せるようになったのがパステル
アートです。
　粉にしたパステルを指やコットンなどで伸ばすこ
とにより、広い面積を簡単に均一にぬることができ
ます。また粉の量や力を加減するだけで簡単に美し
い色のグラデーションを表現することができるのが
特徴です。
　ぬった色を練り消しゴムでほどよく抜くことで、
透明感や奥行きのある幻想的な絵を描くことができ
ます。

　みんな違ってみんないい♡　上手・下手を決める
のではなく、描いているこの時間を楽しんで、自分
を素直に表現しましょう♪
　描いて癒され、でき上がりを見てほっこり、あっ
たかぁくなります。
　ぜひ一緒に描いてみませんか？

干支　亥

七　福　神

干支　戌 干支　酉戌亥

干支　子丑寅卯辰巳午　

道の駅 ショーケース展示

なごみ

なごみ

【総務部】
・4/28( 日 )『第 14回ふぁみり～カーニバル』各種申込案内
　手仕事（＋フード）ブース出店募集　  申込〆切：2/20
    フリーマーケット出店募集　       申込受付開始：3/13
　4/27,28 イベントお手伝い募集　        申込〆切：4/21
　4/27,28 ちびっこボランティア募集　申込〆切：4/21
・5/12( 日）『多肉もろもろ市場 vol.4』を企画中。

【都市交流部】
・4/6( 土 ) 三宮発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『春のバスツアー　いちご狩り・桜観賞・座禅体験』
　を企画中。
　参加費：６,500 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　持ち物：タオル・帽子・歩きやすい服装・飲み物
　行　程：三宮発→西神中央→でんくう→いちご狩り
　　　　　（箸荷いちご園）→桜公園（桜観賞）→多可青雲の
　　　　　家 ( 昼食）→浄居禅寺（座禅体験）→足立醸造→
　　　　　でんくう→ 帰路

・4/20( 土）三宮発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『北はりまの美味を味わおう！春を楽しもう！幻のタケノコ
　  掘りと黒田庄和牛昼食とイングリッシュガーデン散策バス
　  ツアー』を企画中。
    参加費：６,800 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　持ち物：長靴・軍手・タオル・帽子・飲み物
　　　　　汚れてもよい服装
　行　程：三宮発→西神中央→でんくう→タケノコ掘り→
　　　　　（高嶋タケノコ畑）→昼食（日時計の丘公園）→
　　　　　JA みのり特産品センター→休憩・散策（フォルク
　　　　　スガーデン・秋谷池周辺）→でんくう→ 帰路

【広報部】
・2月の情報コーナーショーケース展示は
「岡之山美術館」です。
岡之山美術館では現在「横尾忠則　西脇幻想」展
 - 光るまち・光る記憶 -を開催中。
・前期　１月６日（日）～２月１１日（月・祝）
・後期　２月２０日（水）～３月２４日（日）
　※後期は、前期作品を一部入れ替え



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～ 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　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

          ２ でんくう自主企画月の  

　

　 季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー   ２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）
      ２月のサテライトイベント ＆ 地域情報

 　
でんくう総合案内所

2019年
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　 （日）体験教室

募集中　明石発 『味噌づくりバスツアー 』

参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員 6,460円）
定　員：42名   雨天決行 
お土産：当日仕込んだ味噌2kgと熟成済みの味噌1kgの合計3kg
持ち物：エプロン・マスク・三角巾・タオルなど
行　程：明石→西神中央→でんくう→味噌作り体験（農村婦人の家）
　　　　昼食→でんくう→酒蔵・麹づくり見学（神結酒造）→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

満員
御礼

　　　 　おいしいロースハムの 『燻製体験』

　
時　間：９時３０分～１２時３０分　雨天決行
　場　所：でんくう芝生広場
　参加費：3,000円　　
　定　員：20組
　持ち物：軍手・タオル・暖かい服装・お茶

     16（土）でんくうFUNくらぶ交流バスツアー

 土曜夜開催(要予約) 　18時～19時半　ナイトミュージアム　西脇市市原町コヤノ美術館 西脇館  　◆090-1919-0481
～中旬　毎週土曜、下旬～3月 水曜を除くほぼ毎日　杉原紙　コウゾの川さらし作業　多可町加美区鳥羽　杉原紙研究所　水曜休　◆36-0080
～14(木) 陶芸・着物リメーク展〔絹川や江み〕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 
～28(木)7周年記念宿泊プラン 西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル 1泊2食付 2名1室おひとり様 9,000円 夕食：国産牛陶板焼き膳 朝食：バイキング◆23-2000
  2(土)11時～16時　田舎のあそびTAKA～OLD & NEW　多可町八千代区赤坂の旧 古来悟織物工場     ◆20-7484   紡-TUMUGI-

  3(日)11時～　節分祭　西脇市小坂町向山438-2　成田山法輪寺（通称　播州西脇成田山）◆22－3912
  4(月)～7(木）及び21(木)　エーデルささゆり臨時休館　多可町八千代区中野間　エーデルささゆり　休館日以外は通常営業　◆37-1200
  8(金)～10(日)　9時～17時　フォトクラブ四季彩　第6回写真展　西脇市野村町茜が丘　西脇市茜が丘複合施設Miraie 　◆22-5996
  9(土)  11時～15時  随時公演　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
  9(土)～24(日)　播州織ファンの作品展　西脇市西脇　播州織工房館　◆22-3775
  9(土)～3/31(日)　西脇ローストビーフVS加古川ギュッとメシ　食べ比べスタンプラリー開催　西脇市と加古川市のスタンプラリー参加店

10(日)10時～17時　第12回 熱唱！カラオケ祭  西脇市西脇 西脇市立音楽ホール アピカホール　入場料300円   弁当代1,500円（要予約）◆23-2000
10(日)18時45分～19時15分　第24回プラネタコンサート  3capo（サンカポ）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
11(月･祝)    13時半～15時半　2月のコシラエ会 MY醤油作り　西脇市比延町 tamaki niime Shop&Lab　参加費3,000円　◆38-8113　 
16(土)～17(水)　10時～17時　高瀬忠夫　洋画・写真展　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 
20(水)～3/24(日)10時～17時　「横尾忠則 西脇幻想」展  後期　西脇市上比延町岡之山美術館　入館料500円　月曜休館（祝日の場合は翌日）◆23-6223
23(土)10時～16時　ロケットストーブづくり　多可町北播磨余暇村公園内chattanaの森　申込〆切 2/20(木）大人3,700円　中学生1,850円 ◆32-4111
23(土)10時～11時45分　認知症予防講座　多可町加美区寺内251　多可町立交流会館　参加費600円　◆ラベンダーパーク多可　36-1616
24(日)14時～　西脇市民オーケストラ第10回定期演奏会　西脇市郷瀬町 西脇市民会館 中ホール  入場無料　小さなお子様もご一緒にどうぞ

3/3( 日 )  体験教室　『陶芸体験』

     
時　間：１３時～１６時          場　所：でんくう体験学習室
　参加費：1,800円　　                  定　員：20名
　持ち物：エプロン・タオル・汚れてもよい服装
※体験参加のご予約は、2/24(日）までにお願いします。
※作品受け取りは、3/17(日）～3月末まで

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

3/17( 日 )  日本一長い散歩道を歩こう『春の息吹を感じスイセンロードを歩く』

　
時　間：９時　多可町牧野817-41 多可町余暇村公園駐車場 集合、15時解散
　参加費：無料　　定　員：５０名　　持ち物：お弁当・お茶・雨具
※当日の朝6時のNHKニュース天気予報で降水確率50％以上の場合中止

募集中

3/23( 土 ) 明石発 でんくうFUNくらぶ交流バスツアー『北はりまで健康づくり！』
　参加費：7,500円（でんくうFUNくらぶ会員 7,125円）
　定　員：42名   雨天決行 
　持ち物：タオル・帽子・お茶など・ポシェット等の貴重品入れ(いちご園入園時)
　行　程：明石→西神中央→でんくう→いちご狩り（篠田いちご園）→
　　　　マイスター工房八千代（買い物）→多可町健康ウォーキング(約3.2km)
                   →昼食（ﾏｲｽﾀｰ工房八千代の巻きずし)→摘菜体験→でんくう→帰路

募集中

募集中
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