
【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】  1２/ 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
　　　★11 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2015年12月1日発行   131号 131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、
北はりまの特産品セット (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

この写真のサテライト名は何でしょう？ヒントを参考にサテライト名をフルネームでお答えください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒント：　JA○○○特産開発センター　　　　　
　このセンターでは、 おもに北播地域の特産品である 「黒田庄和牛」 やそのお肉を使用した加工品、
コロッケにミンチカツ、 ハンバーグ。 そして、 山田錦を使用してつくられたお酒、 お米や地元産の材料
を使用してつくられたお味噌、お菓子などを扱っています。 また、全国へのこれらの商品の配送もおこなっ
ています。 お気軽にご連絡ください。
  寒くなるこの季節、 みんなで鍋を囲んで すき焼きやしゃぶしゃぶに黒田庄和牛はいかがですか？

所在地 /西脇市黒田庄町岡 22－1 TEL / 0795-28-5155 FAX / 0795-28-5158

http://www.ejam.jp/　　　　営業時間：お正月三が日以外、 年中無休で 9:00~17:30
応募してプレゼントを
　　当てよう！

めっちゃオススメです！



2015年

  11 月　　　　
こんなこと やりました！  11月の活動

古き良きものと新しいイベントを楽しみました！　　　　　　　　
11/22(日)  でんくうFUNくらぶバスツアー「紅葉の名勝 柏谷山西林寺と小東風彩パッチワークキルト体験」　11人参加　

  北はりまの歴史はおもしろい！　　　　　　　　　
11/27(金)サテライト訪問「古刹円満寺・いぶきの森（山田勢三郎の碑｣　11人参加

　小春日和の日、最初に訪れ
たのは宮ノ本 春日神社。秋祭
りの練太鼓「あばれ太鼓」が
有名。太鼓を左右に繰り返し
横転させる練り合わせは､そ
の名に恥じない勇敢な姿です
と､ガイドより神社や祭りの

由来など詳しい説明を聞く。境内にある狛犬は全国でも珍しく子
連れの狛犬。良い子授けと安産のご利益があるといわれている。
子の頭をなぜながら「私はもうええわ」と笑顔のお客さま。
　続いて訪れたのは西林寺。都麻乃郷あじさい園として6000株の
あじさいで有名。紅葉の名勝でもあり､今シーズンは１万人を超す
来訪者があったよう。
　残念ながら今年の紅葉は､天候や雨量の関係か紅葉の色づきが
今いちのよう。それでも「綺麗やわ」「ここからがええよ」と皆
さんスマホやカメラで写真を撮るのに大忙 しで大満足のよう。
　昼食は､官兵衛の湯で作られた官兵衛弁当。ボリュームたっぷ
りのお弁当。
　食後はこの日レントン通りを歩行者天国にして開催されてる
「ストリートフェスティバル」を見学。西脇市制10周年記念とし
て開催されており大変多くの方々で賑わっていた。出店の中に

  こんなにたくさんのゆるキャラ、すご～い！　
11/1「加東市キャラクターフェスティバル2,015」に参加

対外活動
スケジュール

 12月

 11月 12･13･14･16･17･19･20･21･22日　阪急交通「隠れた紅葉の3名所巡りと西脇」
　　　　　　　　　各バス1～2台の立ち寄り・ガイド要請に　でんくう案内人対応
20日　神河町古文書教室15名　兵主神社、荘厳寺､姥が懐の見学　でんくう案内人対応
21日　神戸元町6番街で元気市　でんくる､特産品販売､情報発信など　地域交流部会対応
29日　養父市浅野校区自治協議会10名　でんくう活動の視察と旧来住家住宅見学
11月中　それぞれ11台のバス立ち寄り　道の駅スタッフ対応

2～20日の9日間　p-en旅で阪急交通社のバス立ち寄り　道の駅スタッフ対応
下旬　そろそろでんくう総合案内所来館400万人達成！？

は、でんくうのまつりでもお
馴染みの播州つながりマーチ
の皆さんや、ふるさと工房夢
蔵、かみ特産品クラブ、マイスター工房八千代などブースも。播
磨鉄道の列車も走ってい た。
　最後の訪問は播州織パッチワークキルト。世界的に活躍されて
いる播州織キルト作家の小東風彩先生から直接指導を受けながら
のキルト製作体験。先生から播州織や店内の作品の説明を丁寧に
聞く。播州織の糸や布から作れる可能性を「楽しく」追求してい
くことがモットーとのこと。 
　製作体験では、時間的なこともあり８割ぐらい完成してある小
物に挑戦。女性陣はニコニコと会話を楽しみながらスムーズに作
業が進んでいくが、男性陣は針を持つことが「初めてです」「小

学生以来やわー」と悪戦苦闘。それで
も先生やでんくうスタッフに助けられ
ながら時間内に完成。素敵な柿のキル
ト作品がたくさんできた。
　今回のツアーは残念ながら参加者が
少なかったが、秋の北はりまを満喫で
きたツアーとなった。　　　　　山本
 

　秋晴れの中､いぶきの森に集
まった参加者はでんくう案内人
の内橋さんのガイドで山田勢三
郎の頌徳碑を訪れた。ついで円
満寺に参拝。住職不在のため先
代住職さんに寺の縁起を教わり

その後本堂に移動。2年前に開帳された秘仏である薬師如来につい
て説明を受け､とても有意義なツアーになった。　藤川

3回目になる今年は加東市役所南駐車場で開催。ご当地キャラク
ター30体ほどが集合！お天気も
よく､子どもたちもお母さん達も
大喜び。お気に入りのゆるキャ
ラと写真撮影をしたり、握手し
たり。県立西脇北高校の生徒さ
んも協力してもらい、でんくう
とでんくる君をしっかりPR！　
　　　　　　　　　　　岡本

こまいぬ

　村井・内橋副代表からでんくうの成り立ちや
活動主 旨・活動内容などを説明。北はりま地域
の自然・歴史・文化・伝統産業・住民の生活や
活動そのものがサテライトである「地域まるご
と博物館」であること、またその活動を地域づ

くり活動として地域
住民が運営している
ことに感心されてい
た。　山本　　　



11月号 『サテライトクイズ』 の答え　「官兵衛の湯」

兵庫県 西脇市 鹿野 町255番2　℡0795 -22 -5526 　http://kanbe-no-yu.jp/
営業時間  11時～22時（最終受付 21時30分）（10 月より入浴のみ 10時～）  
定休日  毎週水曜日

官兵衛の湯

でんくう各部からのお知らせ

★クイズ正解者へのプレゼントは  …1名様に北はりまの特産品セットでした。

【総務部】
・新登録サテライトの紹介
　ーーー　パステル和アートまろん　ーーー 
パステルでほっこりタイムご一緒に
西脇市黒田庄町石原　代表：伊藤真理
1/16（土）でんくう体験学習室で体験ができます！
9～ 16 時￥500　問合せ℡080-1400-1821　伊藤まで
・1/19（火）研修バスツアーは、12/8（火）12 時から受付。

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示は JA みのり

特産開発センターです。

【都市交流部】
・28/1/18 ひょうごボランティアガイド発表会 ( 神戸 )
で、でんくうボランティアガイドが発表予定｡
・でんくう FUNくらぶバスツアー「味噌作り体験と太
古のパワーストーン勾玉作り」を 2/21（日）で企画中。
神戸三宮 8 時発→西神中央→でんくう総合案内所→
農村婦人の家（味噌づくり体験・ふるさと工房夢蔵の
お弁当で昼食）→那珂ふれあい館（勾玉作り）→帰路。
昨年仕込んだ味噌 2kg 持ち帰りで 4,750 円。

                黒田官兵衛ゆかりの里 官兵衛の湯

　露天風呂は天空を一望でき、内湯洗場は畳敷の床面でくつ

ろげる空間です。低温風呂･高温風呂は全国各地の名湯の人工

温泉や季節の替わり湯になり、人工香料を一切使用せず天然

温泉に極めて近い入浴感をお楽しみいただけます。 

　特にこれからの寒い季節は、漢方薬草つぼ湯がオススメで

す。 冷え性に特効がある浴用効果の高い十数種の植物性自然

生薬を配合しています。

《入浴料》大人（中学生以上）500 円、小人（4才～小学生）300 円 

　回数券 11 枚綴り    5,000 円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　癒しのボディケア・韓国古来の健康法   韓国式アカスリ

　全身に溜まった疲れやコリを丁寧にもみほぐす癒しのボディケア施設「癒し空間    爽楽庵」。足の疲れやむくみ緩和に効果のある

フットケアや眼精疲労ケアもやっていま す。またツルツルピカピカのお肌に変身する韓国式アカスリ。エステとのセットは相乗効

果できれいさアップと大人気です！

（ボディケア・アカスリのご予約・お問合せ℡080-3342-2619    

営業時間 11:30 ～ 22:00（最終受付 21:00））

　　　　宴会予約承ります！お食事処   官兵衛

　忘年会、新年会、各種宴会のご予約を承っています。

自慢のトマト鍋、カレー鍋、国産豚・牛しゃぶなど鍋メニュー

も充実。 ゆったりコース（入浴＋お食事）や喰ったりコース

（鍋＋オードブル＋お刺身など）など、ご予算に応じた宴会

コースもあります。宴会は前日までにご予約下さい。

☆食事をされた方で「北はりま観光パスポート」を提示すれ

ば、素敵な官兵衛の湯プ リントタオルをプレゼント！！

か　ん　べ

岩で囲まれた露天風呂

内湯洗場は畳敷の床面

なごみ

く



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
北はりま田園空間博物館 (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～ 1 0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

 12月のでんくう自主企画月のでんくう自主企画 ★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

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）12月の サテライト イベント ＆ 地域情報
　

2015年

で　　　ん　　　く　　　う

1月予告 

　　　

　　

　

 

　

　　　　　　

                                

北はりま観光パスポートに掲載され
ている１４カ所のお得なサービス
が受けられます。今月号の表紙のあの
特産センターも掲載されていますよ♪

「 でんくうから感謝を込めて♪　年末大感謝祭！ 」
　　　　　

  20（日）

「 自分で編んだ『しめなわ』で
　　　　　　　　　新年を迎えよう！ 」

北はりま観光パスポート　好評発売中！！12   （土）

年末感謝　豚汁の振舞

場　所：   でんくう総合案内所　体験学習室
時　間：   13時～16時（参加受付は15時まで）
参加費：   ３００円
定    員：    材料が無くなり次第終了　※事前申し込み不要
※　どちらか都合の良い日にご参加ください。
         汚れても良い服装でご参加ください。
　　

　　　※１冊１００円で道の駅
　　　北はりまエコミュージアムで
　　　販売しています

『１００円で１００倍 お得に！』

1/4(月)　新春恒例『ぜんざいの振舞』
　　芝生広場『舞台（ステージ）』ぷちお披露目
　　   体験教室  恒例　『干支「申」のキーホルダーづくり』

10時頃からスタートします。でんくう総合案内所にて
あったか～い できたての 豚汁 を 無料 で振舞います。

   1日(火)～31(日) 加美公民館絵手紙教室展「手がきって　心が踊る」多可町加美区鳥羽　杉原紙の里「展示・体験工房」◆36-0080
   1日(火)～31(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」休館日 月・祝日の翌日◆23-2772
   4日(金)～8(火) 10時～16時 チェンソーアート彫刻コレクション　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　休園日 水　無料  ◆36-1616
   6日(日) 10時～15時   道の駅山田錦発祥のまち多可、道の駅R427かみ誕生記念合同ｲﾍ ﾝ゙ﾄ  多可町中区岸上まちの駅たか・多可町加美区道の駅R427かみ

   8日(火) ～27(日)アトリエ個展シリーズ（後期）Vol.３ 落  直子 展　西脇市上比延町　西脇市岡之山美術館  休館日 月・祝日の翌日◆23-6223　
12日(土) 10時半～12時  クリスマス親子コンサート 多可町八千代区中野間　エーデルささゆり チャペル ◆37-2525  多可町子育てふれあいセンター
12日(土) 13時半  ハーブ講習会　みつろうのキャンドルづくり 多可町中区安楽田　ハーブ＆ログ   スオミ【要申込】 1080円 ◆32－4113
13日(日) 13時半～15時半  蜜蝋のｸﾘｽﾏｽｷｬﾝﾄﾞﾙづくり  多可町中区牧野  北播磨余暇村公園内ココロン那珂・チャッタナの森【要申込】◆32－4113
16日(水)～27(日) 西脇北高校  東日本大震災ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ活動写真展  西脇市西脇 旧来住家住宅 休館日毎週月曜（祝日の場合は翌日）◆23-9119   西脇TMO推進室
17日(木)～24(木) 「西脇小学校の木造校舎とこれまでのあゆみ」展　西脇市野村町茜が丘　茜が丘複合施設「Miraie」ギャラリー◆070-1509-3874

19日(土)第１８回「アピカ・アンサンブルコンサート」西脇市西脇　西脇市立音楽ホール　アピカホール　◆23-9000　アピカホール
23日(水) 10時～15時  森のｸﾘｽﾏｽｹｰｷづくり～炭火でじっくりﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ～多可町中区糀屋 なか・やちよの森公園湖畔の広場【要申込】◆30-0050
26日(土) 14時～ 米村でんじろうサイエンスショー    西脇市郷瀬町 西脇市民会館大ホール 500円  西脇市内在住・在学・在勤の方◆22-5715
30日(水) 　道の駅  北はりまエコミュージアム  年内最終営業日(17時まで)　※年始は1月3日(日)9時から営業開始

19（土）     体験教室　恒例 『しめなわづくり』

参加者

募集中

　★ 年末年始休館 のお知らせ 　
　　でんくう総合案内所＆北はりまエコミュージアムは
　　12/31（木）～1/2（土）お休みさせていただきます。
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