
※ 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

応募してプレゼントを応募してプレゼントを
　　当てよう！

【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】６/２０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

　　　★５月号のクイズの答えは３P を見てね！
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写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

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、
多可町の特産品詰め合わせ (2000 円相当 )をプレゼント！

　店内では多可町の特産品などこだわりの品

をたくさん取りそろえています。特に､地元で

生産された山田錦を使った､日本酒はお勧め

です。

　また､斜め向かいにおむすびキッチン夢蔵

が 4 月からリニューアルオープン。ドライブ

の休憩に､お買い物にお立ち寄り下さい。

ボクがここの駅長。ちょっ
と恥ずかしいけど､ボクの
キャラクターグッズも色々
販売してますよ。

 どこのサテライト？クイズ



　来賓に赤木正明 北播磨県民局
長、片山象三　西脇市長、小野
博史 多可町理事兼官房長、足
達和則 北播磨県民局県民交流

室長、坊垣昌明 加古川流域土地改良事務所長を迎え総会が始ま
った。各首長の挨拶は地域の現況がまとめられ興味深い。続い
てH25年度事業報告・決算報告、監査報告、H26年度事業計画
案・収支予算案が審議され、出席者の熱意を感じる質疑応答も
あり可決。  

　当日の飛び入り参加が半数ほどあ
り、親子での参加も。参加者(ほぼ
女性)は初体験の人が多く、綺麗な
ビーズやシール、パーツが並びわく
わく。ブレスレットは好みのビーズ

をテグスでつないで花形が並んだ飾りを作る。それを縫うようにし
て革ひもを付ければ出来上がり！でもちょっと難しかった様子。ブ

　でんくうからのバスは多可町中区奥中の熊野神社前に到着。多可
ふれあいボランティアガイドの竹内さんが早速熊野神社の案内。続
いて小さな丘のようになっている小丸山へ。その足元には古墳があ
り、集落を眺めながら古墳の多い地域であると解説。森林ボランテ
ィアが日々整備している散策道を通り､観音寺へ。糀屋ダム建設で
移転した住民がいたこと、小さい頃の思い出なども含めユーモアた

っぷりのガイド竹内さんと別
れ､一路翠明湖へ。それぞれに
会話を楽しみながら､新緑の風
を受け翠明湖畔を歩く。翠大
橋は少し風が強かったが、新
緑で彩られた山々を360度見わ

たせ、ここでしか味わえない開放
感。翠公園でお弁当を広げた。
　昼食後誰も近道を選ばず、少し
山登りになるなか･やちよの森公園絆の森散策道へ。野鳥のさえず
りが響く散策道は、公園ボランティア達の整備で歩きやすく、翠明
湖を望むスポットでは「綺麗やな～、ここまで登ってきたんやな
～」木陰も多く､健脚の参加者も途中休憩をはさみ､なか･やちよの
森公園の管理棟まで歩いた。「いい運動になるわ～」「ビールがう
まいやろな～」「お風呂で良く足もんどかなあかんな」と心地よい
疲れとともに、迎えのバスに乗り込んだ。

　休憩はあさひ屋の「官兵衛さんの合子兜饅頭」、ピーターパ
ンのサンドイッチ、ASABANプロジェクトの亜麻仁ケーキなど
を試食しながら、出席者同士の会話が弾む。司会者が「時間で
すからお席にお戻りください」とせかすほどの盛り上がり。
　その後サテライトの活動報告として、ASABANプロジェクト
の門脇保文さんが、亜麻の栽培から製品までを発表。リネン製
品を織り始めるきっかけ、リネンの可能性に魅せられ栽培を始
めた苦労などを紹介し、総会は無事終了した。

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 
 6月    3日　西脇市立黒田庄中学校1年のフィールドワーク数ヶ所ででんくう案内人が案内･説明　

   5日　多可町加美特産開発センターでかみ特産クラブPR懇談会　岸本店長出席　　　
   5日～８日　西脇市ゴールデンバレーＣＣでＰＧＡツアー　 西脇市観光協会テントで特産品の紹介･販売
   6日　韓国農漁村公社と京都大学農学研究科農村計画研究室9名が視察　代表・副代表、村井対応
23日　神崎郡市川町浅野ふれあいの会20名を荘厳寺案内　長谷川・内橋対応
24日　広島県三原市大和町文化財保護協会20名を黒田官兵衛生誕地他案内　長谷川・後藤対応
　　　大阪ファインエイジの会50名を黒田官兵衛生誕地他案内　内橋・藤原笙道・長谷川対応
26日　福崎町老人大学園芸部55名を西脇市内案内　　でんくう案内人対応

ローチ、小物入れは皿状の台
に好きなビーズやシール･パー
ツを並べて置き、樹脂液を流
し込む。ちっちゃなオーブンのようなUVレンジに入れ固め、できあ
がり！どのビーズがいいか、悩み･楽しみながら､次々と２～３個の
作品が完成。思った以上に簡単で楽しく､もっとしたいと、完成した
アクセサリーを身につけ笑顔の参加者。次回企画をお楽しみに。

2014年

  5  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    　　新緑の風に五感が大喜び！　
　11（日）日本一長い散歩道を歩こう「新緑の観音の森を歩こう」　参加者29＋スタッフ7名

    　　新しい行政担当者・でんくう会員へ活動を紹介
　21（水）NPO法人北はりま田園空間博物館第13回通常総会　出席41名　委任状53名(正会員数116名)

    　　アクセサリーも乙女心もキラキラ！
　25（日）体験教室「ビーズアクセサリー作り」　14名参加



5月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

日本のふだんに、日本のいいもの

多可町八千代区中野間1139-1　
TEL＆FAX／0795-37-0031

　　http://www.asaban.jp  　　　

ASABAN プロジェクト

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名様にリネン靴
下とリネンハンカチでした。

営業時間／ 9時～ 18 時 (12 時～ 13 時は
　　　　閉店の時もあり）　不定休

【総務部】
・6/4（水）8～ 9時半プランターの植え替え、植栽の
剪定作業を行います。ご協力お願いします。

【広報部】
・6 月の情報コーナーショーケース展示は西脇ロイ
ヤルホテルです。
・7 月行ってみいへん食べてみいへんはリニューア
ルした chattanaの森（旧ココロン那珂)を見学予定。

【地域交流部】
・7/20（日）13 時～体験教室「竹細工で小さなかごづく
り」は参加費 600 円。時間があればその他の体験も。
・体験教室「夏休みの工作教室」は 8/2（土）と 8/17（日）
にでんくう総合案内所体験学習室、特設テントで行い
ます。1人 200 円、身近な材料・道具と見本は用意して
います。
・北はりまの自然環境展「わくわく体験」は 8/3（日）～
10（日）でんくう総合案内所体験学習室で開催。同時に
ちびっ子に大人気の手づくり迷路もあります。

【でんくう FUNくらぶプロジェクト会議】
・新しいサテライトのサービス一覧を作成中。6 月中
旬にはお手元に届くでしょう。
・でんくう活動を紹介し、企画参加者募集・会員勧
誘などを目的に月 1 回程度でんくう総合案内所前で
3名が活動します。第 1回目は 6/21（土）10 時～ 12
時です。冷やかしに来て下さい。

【事務局】
・軽食売店前に6ｍ×3.3ｍのテラス設置工事をします。
これで雨天時に売店前で傘を差さずにすみます。
・会議交通費として会議出席者には、道の駅で使える
1,000 円の金券をお渡ししています。貯めても利子は
付きませんので､どんどんお買い物に利用ください。お
釣りもでます。

　神戸のレストランのオーナーシェフが「愛用の布巾と同

じ物を作ってほしい」との声がきっかけ。扱ったことのない

繊維（リネン）で、調べるととても魅力的な特徴を持ち､今後

の夢が広がった。播州織の技術を活かすと､多様な製品がで

きる。早速販売を始めたが､繊維自体も地元で生産できれば

と、4年前に種を手に入れ

栽培を始めた。が､それは

油用の品種とわかり繊維

用の亜麻の栽培を手探り

で 3年半。繊維が取れた。

この繊維は「亜麻色の髪の乙女」の亜麻色

播州織の技術があるから、多様な製品に

　花は可愛らしく観賞

用、種はケーキなど食用

に、茎から繊維を取り出

し織物に。ようやく機械

化のめどが立ち､こだわ

りのリネン製品ができそうだ。体にやさしいリネン製品は

自然の草木染め、藍染めが似合う。

都市部のデパートやおしゃれな

shop で展示や販売を始め､今後の

展開が楽しみ。

　また、近くの主婦グループが亜麻

の実を入れた亜麻仁ケーキの販売

を始め好評。リネン生活雑貨とケー

キは道の駅などでも販売中。



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～19時 (11月～ 2月は 18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

6月のでんくう自主企画6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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー6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）

6月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

23（月）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「足立醸造」
集合：でんくう総合案内所10時半　　　
または足立醸造(多可町加美区西脇81-1)11時
内容：蔵見学と安心安全な醤油造りのお話し　定員：先着10名  
★昼食は田舎の洋食屋「古時計」で皆さん一緒に・・　

29（日）   体験教室　　　  播州織の布ぞうり作り
場合：でんくう総合案内所体験学習室

時間：13時～17時　参加費：500円　
内容：健康にいい布ぞうりを1足作ります
講師：でんくうスタッフ　定員25名　要予約　   

30（月）   サテライト訪問スペシャル　　　 法幢寺のジュンサイ採り
集合：でんくう総合案内所9時30分　又は法幢寺10時

時間：10時～15時　参加費：1000円（弁当代を含む）　
内容：ジュンサイを収穫し､調理して食べます
持ち物：濡れてもいい服装又は着替え、帽子、タオル、長靴
＊特別に法幢寺の許可を得て採取します

7/6(日)日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　官兵衛ゆかりの地を訪ねて
　　　　　　　集合：兵主神社(西脇市黒田庄町岡）9時　

7(土)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　黒田官兵衛ゆかりの地三木城址と
　　　　　　日本のへそでホタル観賞

13(金)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　        ホタル観賞の夕べ
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～個展「八百万の響き」鋳物　～17（火）　多可町加美区鳥羽 寿岳文庫（和紙博物館）　水曜日休館　◆36-0080
～お父さん　ありがとう!　フェア　～15（日）　西脇市西脇 播州織工房館　月曜日休館◆22-3775
～「日本酒の川柳」募集　～20（金）　多可町中区 ベルディーホール　1人2句以内　葉書、FAX､メールで　◆32-1300
～北播磨余暇村公園　春のバラまつり　～20（金）　多可町中区 北播磨余暇村公園　◆32-1543
1（日）10～18時　酒井義己水彩画展　～15（日）　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜日休館　◆22-5549
1（日）10～18時　播州織見本展　～8/31（日）　西脇市西脇 西脇市郷土資料館　月曜休館（7/21以降は月曜開館）　◆23-5992
3（火）18時半～　JAZZ LIVE　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン”Na-sya”　1,500円（ワンドリンク付き）　◆28-5120
7（土）9時半～16時　５つの材料からシンプル×ロハス  せっけんを作ろう　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　講師：上山貴子さん　受付随時　500円
11（水）19時～　次世代の地域リーダー育成講座「加工品販売売り上げ30億にした方法とは」　西脇市西脇 西脇経済センタービル２F　◆22-3901西脇青年会議所　

15（日）13時半～　花あそび（連続講座）　フレッシュハーブの香るブーケ　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　2,000円　◆36-1616
15（日）13時半～　「イメージトレーニングを取り入れた表現を学ぶ」講座　西脇市上比延町 岡之山美術館　要申込　2,000円　◆23-6223
15（日）10～15時　月に一度の喫茶店オープン（毎月第三日曜日）　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ランチ500円　他◆22-8180（当日のみ）
22（日）10～16時　遊戯三昧　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン”Na-sya”　癒し＆わくわく表現イベント　◆28-5120
2（日）18時半～　美食会～風味清心～　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　要予約　和会席12,500円（ドリンク込、税・サ込）　◆23-7840

行程： 兵主神社→太閤腰掛岩→光福寺→蓬莱峠→荘厳寺
　→黒田城址→姥が懐→（JRで移動)→兵主神社
参加費：ひとり500円（JR乗車券含む)　　　全行程約9km
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具等


