
【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！

2019年4月1日発行   171号2012019年4月1日発行  日発行   171171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

 〒679-0311 兵庫県西脇市黒田庄町喜多　
  Ｔ  Ｅ  Ｌ / ０７９５-２８-２１５８ 　

  活動日 / 毎週土曜日　19：00 ～ 21：30　

 　　　　  楠丘小学校体育館で練習しています。

　 　このサテライトは K-Dreamです。さて早速クイズです。
　　　K-Dreamはどこで練習しているでしょうか？　　
　　　　　　　　　　　　① 西脇小学校　　② 楠丘小学校  　③ 黒田庄小学校　　④ 喜多小学校 

平成 14年 10月に結成した小学生中心のよさこいチームです。
踊りを通して子供と大人の絆、 メンバーの心のつながりを深める気持ちを大切に、 幼児から大人まで年齢に関係なく楽し
さの中にも厳しさや礼儀ある活動をしています。
心ひとつに大人と子供が共に育つ 「共育の場」 を目指して頑張っています。
ぜひ、 皆さんも一緒に活動してみませんか (^^♪

ケイ・ドリーム

ケイ・ドリーム

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！

　　　★３月号の　 　★３月号の　



    　うまく焼き上がりますように！　3（日）体験教室「陶芸体験｣　19名参加　

    　これからも頑張って下さい応援します！　9（土）移住者受入セミナー　25名参加　

2019年

  3月　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動 3月

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 3月
9日　兵庫県職員会館職員ふれあいウォーク39名を日本へそ公園、岡之山美術館他でんくう案内人がガイド　
16､21日　西脇市商工観光課依頼　長明寺ヌエ退治伝説について、でんくう案内人が現地説明
19日　韓国 忠清北道 錦山郡の住民自治委員会他22名視察受入後旧来住家住宅、播州織工房館など見学
20日　多可町加美区 足立醸造(株)直営店舗リニューアルオープン記念式典　内橋副代表、藤原宏理事出席
25日　サンTV取材　ネーブルバーガースターズ他、道の駅も・・・

　初めに、西脇市役所の次世代創
生課宮田さんから移住定住取り
組みについて。30 年度には 40 名
の移住・定住の実績や空き家の
活用事例のお話し、映像を通して
移住促進の取り組みを紹介。

　続いて、大阪からの移住者堀井鞄製作所の堀井悠次さんのお話。 モ
ノづくりに興味があり、職人さんに話を聞き、就職や就業をする中で
自分のやりたかった事に気づき、独立し大阪でブランドをスタート。
奥様が西脇出身ということで工 場、住居を見つけ西脇市に移住。

   春を感じながらウォーキング！　　17（日）日本一長い散歩道を歩こう　スイセンロードを歩く　　8名参加

   健康的な歩き方でウォーキング！　　23（土）明石発バスツアー「いちご狩りと多可町健康ウォーキング」　　37名参加

　地域の人とのコミュニケーションがある、野菜との距離が近い、星
が見える、子ど もが活発になった事など、街にいたからこそわかる田
舎の良さや驚き、また遊歩道が整備されていないなどのマイナス面の
お話しも。 また、「西脇に行ってどうするの」と心配の声もあったが、今
では「いい所に来た」と晴れやかな表情で話され、自分なりの西脇市の
いい物を発見し、お客様に紹 介されているそうだ。話をされる時「縁」
という言葉を何度も口にされていたのが印象に残った。
　最後に U ターンで開業されたネーブルバーガースターズ（河野さ
ん）のいちごミル ク（佐藤果実工房のいちご使用）を飲みながら、講演
で聞いた話で思った事などをグ ループで話し合った。　　　　岡本　
　

　春日焼龍胆窯の松内倫子さん指導の陶芸教室には初心者の人が多
く参加。陶芸用の土を受け取り作りたいものに合わせて先生が指導。
参加者は試行錯誤しながら湯飲みや皿、ペン立てな どに成型し、陶彫
ナイフや木の棒などで模様を入れる人も。子どもの参加もあり、作品
の完成度の高さに大人も負けられない と成型する手に力が入った。
　「うまく出来てる」と先生の声に達成感を感じ、修正が必要な作品

に は「ここは見ておきます」と。
　焼きの工程は先生にお願いするため
作品を預け、参加者は完成を楽しみに
していた。 慣れない作業で思うように出来なかった人もいたが、「楽
しかった」「また参加したい」と満足の様子。 完成品は 4月上旬にでん
くうで受け取る。　　　　　　　　　　　　　　　岡本　　

　朝の天候で申込者に中止の連絡をしたが、連絡が取れない人がい
たため多可町余暇村公園へ。天候が回復傾向にあったため、集まった
参加者 8 名とスタッフで実施を決定。軽く運動をし余暇村公園を出
発。東山古墳群で 1 号墳を見学し、那珂ふれあい館で古墳群の出土品
を観賞。途中 雨が降り始めたが、町中を歩きスオミガーデンズへ。
　スオミガーデンズではほとんどがランチを注 文しワイワイ言いな
がら昼食。食事を終えた頃には雨が上がり晴れ間が出始めると、庭に

出てクリスマスローズなど の花を観賞。
その後、瑞光寺の中には入らず前から見学
し、門前のスイセンロードへ向かった。満
開にはまだ早かったが、地域の方の思いの
詰まった、スイセンを歩 きながら観賞し
た。ツクシやタンポポも観賞し春 の訪れ
を感じながら散歩道を終えた。　　　岡本

　バスツアー参加者はまず道の駅北はりまエコミュージアムで地元
特産品などをお買い物。その後、観光いちご園 一伍屋でいちご狩り♪
　形はやや長めの円錐形で、果皮はきれいな紅色をしている「章姫」 
と、サイズが大きくいちご本来の甘酸っぱさと深い味わいを堪能で
きる「紅ほっぺ」の2種類を食べ比べ。「あま～い、おいしい」との声多
数。ひとりで50個くらいはペロッと口の中へ消えた様子。
　お腹いっぱい食べて重くなったバスは、マイス
ター工房八千代へ。TV でもよく紹介されているこ
ともあり当日分の巻きずしはもう完売。昼食用の
巻きずしを受け取り、なか・やちよの森公園へ。
　今回は、多可町健康ウォーキングという事で出

発前に血圧を測ったり心拍数を測ったり。道中は心拍数を５回計測し、
自分にとって最適なペースを体感し習得してもらうのが目的。片道約
1.6km のマイナスイオンが溢れる針葉樹林を歩き頂上へ。展望台では
翠明湖に向かってみんなで「ヤッホー」。景色のいい所で、マイスター工
房八千代の天船巻きずしで腹ごしらえ。帰りは、木のベッドで数分間の
森林浴。

　ウォーキング後はでんくうに帰ってきて、摘み菜体
験。ツクシやノビル、ヨモギなどを採取。
春の北はりまで健康づくりを体験した参加者は帰路
に。寒かったので帰ったら温かいお風呂に入ってゆっ
くりお休みくださいと参加者を見送った。　　　石塚



『３月号表紙クイズ』 の答え 　④  杉 原 川

杉原紙研究所 

でんくう各部からのお知らせ

　　兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽788番地の46　
T E L / FAX ：0795-36-0080
　休 館 日  ： 毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
　　　　　　年末年始(12月29日～1月3日)
開示･展示時間：8：30～17：15
ＨＰ ：https://web.town.taka.lg.jp/sugiharagami/
  

　杉原紙研究所は、800ｍ級の山々と清流「杉原川」に囲
まれた兵庫県のほぼ中央に位置する多可町加美区の北部、
杉原谷にあります。
　杉原紙は、兵庫県の重要無形文化財・伝統的工芸品に指
定されている、1300年の歴史と伝統を持つ和紙です。
　古来の和紙の原料である楮（コウゾ）を100％使い、漂
白剤を使わない自然の白さと温かみのある美しい紙肌がこ
の杉原紙の魅力です。
　館内は無料で自由に見学ができ、和紙づくりの様々な作
業を間近で見ることができます。
　激寒の中行われる「川さらし」作業は、冬の風物詩と
なっています。
　この杉原紙を使った様々な製品は、隣接する「杉原和紙
販売所 でんでん」で販売しています。
　また、紙漉き体験も実施中です。あなただけのオリジナ
ル和紙を漉いてみませんか？
　お電話かＦＡＸで（お名前・希望される日時・人数）３
日前までにご連絡下さい。
　出来上がった作品は、3～5日後に郵送にてお届けしま
す。
　皆様のお越しをお待ちしています！

紙　漉　き

　楮の「川さらし」作業

杉原紙研究所　外観
杉原紙製品

紙漉き体験

道の駅 ショーケース展示

【総務部】
・  4/28( 日 )『第 14回ふぁみり～カーニバル』各種申込案内
　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
・5/14（火）平成 31 年度北はりま田園空間博物館 通常総会
　時　間 :  19 時～
　場　所：でんくう体験学習室
・5/14（火）   18 時から受付開始   参加費 3000 円
                        7/5( 金 ) でんくう正会員親睦研修バスツアー
　　　　　　　
【地域交流部】
・5/12( 日 ) 体験教室『播州織布草履づくり』を実施。
　参加費：900 円　定員：15 名　時間：13 時～ 16 時
　場　所：でんくう体験学習室　※要事前申し込み
・5/25( 土 ) 体験教室『ベーコンの燻製づくり』を実施。
　参加費：3000 円　定員：20 組　時間：9時半～ 12 時半
　場　所：でんくう芝生広場　※要事前申し込み

【広報部】
・４月の情報コーナーショーケース展示は
「K-Dream」です。

【都市交流部】
・6/8（土 ) 三宮発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『美しい光の乱舞ホタル観賞バスツアー』を実施。
　参加費：7,000 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　持ち物：懐中電灯、天候により雨具
　　　　　歩きやすい服装でお越しください。
　行　程：三宮発→西神中央→
                     鶉野（うずらの）飛行場跡（見学）→
                     都麻乃郷あじさい園（観賞）→ でんくう →
　　　　　エーデルささゆり（豪華コースディナー）→
　　　　　フロイデン八千代（ホタル観賞）→ 帰路
・6/1（土）明石発でんくう FUNくらぶ交流バスツアー
　『田舎料理教室と収穫体験』を実施。
　参加費：大人６,600 円（でんくう FUNくらぶ会員 5%引き )
　　　　    子ども 5,000 円
　持ち物：軍手・タオル・帽子・飲み物・エプロン
　　　　　三角巾・マスク・汚れてもよい服装
　行　程：明石発→西神中央→でんくう→
                     多可町立交流会館（料理教室・昼食）→
                     収穫体験（玉ねぎ・ジャガイモ）→
　　　　　藤岡農園（にんにく収穫）→でんくう→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

2019年
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５月予告
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　 （土）三宮発　交流バスツアー

募集中

　　　　『 春を満喫！いちご狩りと桜観賞心も体も
　　　　　リフレッシュ！座禅体験バスツアー  』

       6 （土）三宮発　交流バスツアー

募集中

　　　　　　　　　『 第１４回 ふぁみり～カーニバル』
             

     28　 （日）
                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時半  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！
 　　　　            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 移動動物園も！

 5/12(日)『 体験教室　播州織の布草履づくり 』

 5/11(土)『 日本一長い散歩道を歩こう
　　　　　北はりまの初夏オープンガーデンをウォーク！』

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

　　　　『 北はりまの春を満喫バスツアー
　　　　　幻のタケノコ掘りと黒田庄和牛  』

               参加費：6,500円（でんくうFUNくらぶ会員 6,175円）
　       定　員：42名   小雨決行 
　       持ち物：タオル・帽子・お茶など
                                歩きやすく座禅ができる服装でお越しください
　       行　程：三宮→西神中央→でんくう→  箸荷いちご園（いちご狩り）
                               →桜公園→多可青雲の家（昼食）→  浄居禅寺（座禅体験）
                               →足立醸造（買い物）→ でんくう → 帰路

               参加費：6,800円（でんくうFUNくらぶ会員 6,460円）
　       定　員：42名   小雨決行 
　       持ち物：タオル・帽子・軍手・お茶など
                                タケノコ掘りができる服装でお越しください
　       行　程：三宮→西神中央→でんくう→高嶋タケノコ畑（タケノコ
                                掘り）→ 農家レストラン日時計（昼食）→
                                JAみのり特産開発センター（買い物）→
　　　　　　  西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン
                            （散策）→  でんくう → 帰路  5/25(土)『 体験教室　ベーコンの燻製体験 』

 5/12(日)『 多肉もろもろ市場 vol.４ 』

多可オープンガーデン2019 多可町・西脇市の各個人庭園 公開日はお庭ごとに異なります。各お庭のページでご確認下さい。

～4/14(日)   9時～17時　多可青雲の家＜加美水彩画展＞　多可町加美区豊部　多可青雲の家　入場無料　◆ 35-1572
～4/14(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・日のみ開館　◆ 06-6358-7555
～6/30(日)  10時～17時半  「のぞいてみよう」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　入場無料(ただし、入館料は必要)◆23-2772
  3(水)～14(日) 10時～17時　I♡播州織逸品展　クラッシュ日傘　西脇市西脇452-1　播州織工房館　　月曜定休　◆ 22-3775
  4(木)～5/26(日) 　2019財田順子展　和紙に魅せられた40年　多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」　水曜休館　◆36-0080
13(土) 18時45分～19時15分　星空ｺﾝｻｰﾄ 星空の下で響く弦楽の調べ  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 定員30名 ◆23-2772
17(水) ～29(月・祝)  10時～17時     I♡播州織逸品展　エンヤス織布(有)　西脇市西脇452-1　播州織工房館　　月曜定休　◆22-3775
20(土) 9時半～13時　春のわくわく旬菜まつり　西脇市野村町800-1　農産物直売所北はりま旬菜館   ◆ 24-7900

21(日) 　おむすびキッチン5周年夢蔵祭り　多可町中区天田340-1　おむすびキッチン夢蔵   ◆ 32-4477
21(日) 10時～12時　鳥のもふもふクラブ　多可町中区糀屋　なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約　参加費300円 　定員10名    ◆30-0050
21(日) 13時半～　オカリナ ガーデンコンサート　多可町中区安楽田980-45　スオミ ガーデンズ 　食事は事前予約    ◆ 090-5130-0881
27(土)～5/6(月・祝)  　GWファミリーバイキング ランチ11時半～　ディナー17時半～　西脇市西脇  西脇ロイヤルホテル　◆ 23-2000
27(土)  9時半～13時半 　GW多可町であそぶ岩座神ウォーキング、外ヨガ＆瞑想、ランチ♪　多可町加美区岩座神 岩座神公会堂集合

　　　 参加費3000円 　申込〆切4/24　定員15名　 ◆ 080-8306-0551

29(月・祝) ①13時半～②15時半～　ストローロケットをとばそう　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　入館者参加無料  ◆23-2772
29(月・祝) 11時～14時　LIVE 「音戯会」（otogie）多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　◆ 36-1616

募集中
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