
※ 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】７/２０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

　　　★６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！

　百数十年の伝統があり､現在も昔ながらの木桶にこだわりなが

ら､安全で美味しい醤油･味噌を醸造･販売。大きな木桶のある部

屋に入ると、醤油の香りに体が包まれ、麹菌のエネルギーで元気

になりそうだ。海外にも販売を始め､日本食の味と伝統を広めて

いる。

 どこのサテライト？クイズ



　六所神社を拠点に農作業体験を
実施、まずは田植えから。苗を持
ち、まっすぐにひかれた線にそっ
て一列に並ぶ。転ばないよう様に
恐る恐る田んぼにはいる参加者た
ち。元気いっぱいの女の子は尻も
ちをつきドロドロになりながらも
一生懸命に教えられた通り苗を植えていく。にぎやかな北高校の男
子たちの楽しさが伝わったのか、なんとバスガイドさんまで飛び入
りで田植えに参加。心地よい汗をかき、よく笑った後はお待ちかねの
昼食。スタッフ手作りの黒田庄ビーフたっぷりのほくほくの肉じゃ
がと炊きたての白飯に、誰もが大満足。
　昼食後は隠された5個のボールを見つける宝物探しゲーム。夢中
で探す子供たちの姿に微笑む大人たち。続いてツタンカーメンのエ
ンドウ豆収穫。実がぎっしり詰まった豆を袋いっぱいに詰め込んだ
後は、じゃがいも堀りに挑戦。大きなじゃがいもをゴロゴロと掘り
起こし嬉しそうな参加者たち。最後は秋の収穫を楽しみに丁寧に小
芋の苗を植えていき農作業は終了。とても暑い日であったが農作業
を通じて自然に触れよい経験ができた。

　今回のツアーは官兵衛のド
ラマに合わせ、先ず三木合戦の
地を訪ねた。案内はご当地の観
光ボランティアガイドにお願
いし、三木城跡などゆかりの地
を歩いて巡った。参加者の半数

が､でんくう企画に初参加。ミニコミ紙や新聞掲載のお陰。地道なが
らHPで情報入手の人も少しずつ増えている。 
　立体地図を使い羽柴秀吉が、難攻不落を誇る三木城の別所長治を
包囲して兵糧攻めにしていた様子を解説。周辺にゆかりの地も点在
する。ここに来たらこれも！と旧玉置家住宅（国登録有形文化財）も
見学。ホタルが目的で歴史に関心のない方は､少し退屈だったかな。
　夕方には西脇市に入り、こみせん比也野で地元婦人による特製弁
当で夕食。その後、楽しみのホタル
観賞のすみよし桃源郷へ。川沿い
を散策しながらホタル観賞。晴天
続きのためかホタルの乱舞には少
し物足りなかったが、これも自然
現象。都会からの参加者には充分
喜んでいただけたよう。

　バスは三宮･西神中央からで
んくう総合案内所に着き
休憩･買い物タイム。続いて森の
中のホテルエーデルささゆり
へ。２ F 広間で夕食をいただき
ながら、同じテーブルの人同士会話も弾み和やかなムード。初めての
人も多く､もっと施設内の見学もしたかったとの声。
　ホタル観賞は近くの滞在型市民農園フロイデン八千代の川沿い遊
歩道で。参加者全員に蛍光タスキを着けてもらい、この日のために草
刈など管理された道 1､2km をあるきながらホタル観賞。カジカガエ
ルの綺麗な鳴き声が響き、ホタルの乱舞を観賞。田舎ならではの雰囲
気に皆さん感激の様子。今年から始めたカワニナの養殖施設にも立
ち寄り。スケジュールが遅れ慌ただしかったが天候に恵まれ､ホタル
観賞には最高の日だった。 

　雨が降りそうで降らない、暑くもなく最高のジュンサイ収穫
日より。特別に許可を得て、法幢寺のジュンサイをこの日はい
ただける。池から刈り取った株はほとんどが葉っぱと茎。食べ
られるのはそのごく一部の新芽。皆で手分けし作業して、よう
やく左のボウル1杯。昼食は取り立てのジュンサイの和え物に、
ジュンサイのすまし汁、安くて美味しいラベンダーパーク多可
のお弁当。良い体験もでき皆満足、満腹。

2014年

  6  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    　　三木城址散策はスタッフもいい勉強に！　
　7(土)バスツアー黒田官兵衛ゆかりの地三木城址とホタル観賞　参加者43名

    　　バスガイドさんまで飛び入り田植え　
　１(日)あぐり体験バスツアー「肉じゃがまつり」　参加者23名

    ホタルはいい環境に棲む昆虫
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」参加者44名

    　　気持ちいい草履ができました！
　29(日）   体験教室「  播州織の布ぞうり作り」　参加者31名

    　　ぬるぬるするジュンサイは収穫が大変
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」　参加者10名

　1人でするにはわかりにくく、
時間もかかる布ぞうり作り。毎年
大好評の体験教室、今回は播州織
の布を裂く、材料作りから一緒
に。木製の編み台に、紐をかけ布
紐を編み込んでいく。難しいのは
鼻緒を付けるところ。スタッフが

マンツーマンで、親切に指導するので、小学生の女の子も無事1足
が完成。数人がもう一方を家で
作ることになり、編み台の代わ
りにワイヤーハンガーを曲げた
物で代用できるよう、これの作
り方も指導。皆さん、1足完成
したでしょうか？



6月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

多可町の観光総合案内所、山田錦の情報発信拠点

多可町中区岸上281-1　TEL/0795-20-7087　FAX/0795-20-7088  　　　

まちの駅･たか

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名様に多可町の
特産品詰め合わせでした。

営業時間 /9：30 ～ 17：30　
年中無休（12/29 ～ 1/3 を除く） 

【総務部】
・山本清和さん（西脇市･正会員）が入会されました。

【広報部】
・7 月の情報コーナーショーケース展示はけんしん
亭です。

【都市交流部】
・9/28 バスツアー「燻製づくり体験と古代の原風景を
楽しもう」は 8時三宮発→西神中央→でんくう→西脇
市日本のへそ日時計の丘公園→東山古墳→帰路。参加
費 5,200 円合鴨とベーコンの燻製のお土産付きです。
･10/5 あぐり体験バスツアー「実りの秋稲刈り･餅つき
体験」は 8時三宮発→西神中央→でんくう→西脇市明
楽寺町の田畑→帰路　参加費 4,900 円。餅米 1kg、里芋
枝豆の土産付き。

【地域交流部】
・毎年恒例のでんくうまつりは 9/14（日）10 ～ 15 時半
でんくう総合案内所と周辺で開催。現在企画中です。

【特産品部】
・7/9（水）14 時から「でんくう特産品部を盛り上げよ
う！」懇親会をでんくう総合案内所体験学習室で行い
ます。お忙しいと思いますが､納入者の方ご参加よろし
くお願いします。
・レジパート職員募集中。時給 850 円～、勤務時間
14 時～ 19 時 15 分、週休 2日、Excel・Word のでき
る方。お気軽にお問い合わせ下さい。

【事務局】
・総合案内所東に開店した軽食コーナーの南側に風雨
よけのひさしができました。これで雨の日でも店先で
飲食ができます。

写真の右にはおむすびキッチン夢蔵がある

　多可町中区の R427 号沿いにある、まちの駅たか。ここ

は 2年前にオープンしたが、その前からドライバーの休憩

場所だった。と言うのも昔は杉原川の河畔林でたくさんの

おおきな欅が。そこに駐車場とトイレがあったので、配達

などのドライバーには貴重な休憩場所。 その林の一部は

播州歌舞伎のモニュメントの裏に。大きな石や水辺を配

置、ベンチも設置し残され、綺麗に掃除や管理されている。

　店内は多可町産の品がずらり。山田錦のお酒から手づく

りの小物まで。   また、展示コーナーもあり、多くの人が店

内を盛り上げている。

 　屋内で休憩したい人は、この展示コーナーでも OK。天

然木の素敵なテーブルがあり贅沢な空間。会議などで使用

中の時はその反対側に囲炉裏があり、ここでも腰掛けて休

憩できる。 もちろん多可町内の観光案内や道案内、パンフ

レットの設置なども充実しているので、お気軽にお立ち寄

り下さい。

駐車場の奥、播州歌舞伎モニュメントの裏

駐車場とは異空間のくつろぎエリア

入り口から右奥にある展示コーナー

町内産山田錦の日本酒がずらり

入り口左奥にある囲炉裏コーナー



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

7月のでんくう自主企画7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7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）

7月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

15（月）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「ココロン那珂・chattanaの森」
集合：でんくう総合案内所10時20分　または
ココロン那珂・chattanaの森の中のレストラン11時
内容：リニューアルした宿泊施設とレストランの見学
定員：先着10名  ★昼食はcafe chattanaで皆さん一緒に・・　

20（日）   体験教室　　　  竹細工教室
場合：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時　参加費：600円　
内容：高さ15ｃｍの小さなカゴを編みます
講師：でんくうスタッフ　定員25名　申込み〆切り7/15　   

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→太閤腰掛石→
　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

8/3(日)
～10(日)
わくわく体験展示　

8/31(日)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　　　　ひと足早いサツマイモ掘り体験
三宮8時発
おとな4,200円
小学生以下3,200円

～都麻乃郷あじさい園開園　～7/6（日）　　　　　～ラベンダーパーク多可開園（シーズン中は有料）～　～7/20（日）
2（水）10～17時　油彩画ふたり展-増井吉三・藤本健次-　～13（日）　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜日休館　◆22-5549
2（水）13～15時　ワンポイント料理教室　『ひと工夫お弁当と夏のデザート』　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　要予約　\3,500　◆23-7840
5（土）10～15時　七夕まつり　多可町中区岸上 まちの駅･たか　そうめん流し、ボールすくい、風船金魚すくい、わた菓子は無料　◆20-7087
6（日）13時半～15時半　多可町おもしろ歴史セミナー「多可町の城郭と戦国動乱～在田氏の城郭を中心に～」　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　◆32-0685
13（日）　赤松玉女-絵画の軌跡1984-2014展　～11/3（祝）　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館（祝日の場合は翌日）･祝日の翌日（8月は休館なし）　要入館料　◆23-6223
13（日）13時半～15時半　赤松玉女アートプロジェクトおはなし会　西脇市上比延町 岡之山美術館　7/21にワークショップ　◆23-6223　
16（水）13時半～　演劇　メッセージ－時代をかけぬけて－　多可町中区 ベルディーホール　●　◆32-1300
19（土）13時半～20時　ブライダルフェア　生誕の地で結婚　～生まれ育った町で懐かしさを感じながらの結婚式～　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル◆23-2000　
19（土）･20（日）10～15時　体験教室「すり型染め」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　体験料\500　入園料\500　◆36-1616
19（土）17時～　《特別企画》梅吉亭　会席料理～夏の夕べ～　西脇市西脇 梅吉亭　20名様まで、要予約　\2,300　◆090-1589-0698遠藤
20（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）
23（水）　石原フォトクラブ「風美写（かざみどり）」写真展　～27（日）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
26（土）10～15時　昆虫観察会　多可町中区 なかやちよの森公園湖畔の広場　要予約　講師：近藤伸一さん　\300　◆30-0050
26（土）18時～　和太鼓松村組～迫力の演奏を再び　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　中学生以上\7,000円　小学生\3,500　幼児以下　無料◆23-2000　


