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 どこのサテライト？クイズ  2

クイズに応募しよう！

　写真に写っている北はりまのサテライトはどこでしょう？

答えと必要事項を明記して、下記までご応募ください。正解者の

中から抽選で１名様にクイズのサテライトから豪華賞品をプレゼント！

　【記入要項】クイズの『サテライト名』、氏名、住所、電話番号、
　　　　　　　広報紙でんくうへのご意見・ご感想
　【応募資格】下記住所まで当選賞品を受取りに来館いただける方
　【締切り】３/２０日必着。発表は当選者へ直接ご連絡します。
　【応募方法】官製ハガキ、メール、または直接でんくう事務所へ 、
　　　　　　   案内カウンターに応募用紙があります。
　　　　　　〒677-0022 西脇市寺内天神池 517-1
　　　　　　北はりま田園空間博物館ニュースでんくうクイズ係まで。
　　　　　　メール：quiz@k-denku.com
　★２月号のクイズの答えは 3P を見てね

画像をヒントにサテライトを当ててみてね！
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応募し
てね！



でんくうの活動

対外活動スケジュール

2010年

２月
2010年

２月 さまざまな交流をとおして伝わる思い
　12日　サテライトセミナー　北はりまの自然環境を守る人々②

２月

３月

 7日　韓国農村情報文化センターから9名視察受け入れ
17日　愛媛県 砥部陶街道グリーン・ツーリズム推進協議会より13名視察受け入れ
24日　地域外研修バスツアー徳島県上勝町　新しいアイデアが満載で元気な町と人の活動を見学
25日　神戸で第3回ひょうご観光ボランティア発表会　でんくう案内人が北はりまでの活動発表
25日　韓国（財）地域財団視察9名視察受け入れ　フロイデン八千代、檜本の不耕起栽培の田を案内
 3日　韓国（財）地域財団視察18名視察受け入れ　フロイデン八千代、檜本の不耕起栽培の田を案内
 3日　小野市エクラ　農産物直売所運営研修会　五藤店長出席
17日　広島大学へ　講師派遣　「北はりま田園空間博物館の活動とまちづくり」　丸山代表講演

清水ホタル祭り
　減少していたゲンジボタルが自
然繁殖しやすい環境を取り戻すた
め、地域全体で合成洗剤の使用を
やめ石けんに替える取り組みを
行った。ホタルに誘われて楽しい
ゲームやクイズ、ナイトハイクが
催されている様子をたかテレビの
映像から見ることができた。地域

交流を通して自然を愛する気持ちが育まれていく。
岩座神の棚田・石垣・景観
　棚田全体を写した写真パネルを
見ながら取り組みを紹介。千ヶ峰
から続く山の斜面に帯状に広がる
石垣は美しく「農のピラミッド」
と称される情景に納得。大掛かり
な農村整備を経て、機械での作業
が可能になった棚田。また地域内

外から参加する「棚田オーナー」達が田植えや稲刈りを
楽しみに訪れている。受け入れ体制を整え地域の自然を
大切に守り伝えようとする前向きな心意気を感じた。
ネイチャーパークかさがた

　これまでの取り組みや組織につ
いてパワーポイントを使い発表。
笠形山登山口にある施設周辺には
滞在型市民農園やコテージ、キャ
ンプ場があり、夏はバーベキュー
や川遊びで賑わう。体験教室では、
あまごのつかみ取り、ソバの収穫、
ソバ打ち、餅つきなどの様々なイ

ベントを通して自然と人とのふれあいの大切さを知るこ
とができるだろう。特産品としては、クレソンを栽培し
アイスクリームに加工、他にもしょうがジャム、野草茶、
手づくりこんにゃくなども作り始めている。
　豊な自然を守り続けるため、先人から受け継いだ物を
次世代へ渡し、地域の人と協力して自然と向き合ってい
なければいけない。

つくる喜びを体験！　
14日 サテライト巡回バスツアー　紙すきと味噌づくり体験

自分だけのオリジナル！　体験学習企画
21日　播州織の布ぞうりづくり　晴天に恵まれ、多可町の北端には千ヶ峰の白い薄化粧が見える。

２グループに分かれ、一方は味噌づくりを体験するため中区農村婦
人の家へ。マスク＆エプロン姿は地元の人さながら。人肌程に冷ま
した大豆に米麹と塩を混てミンチ機にかける。味噌玉を樽に詰めて

仕込み完了。10 ヵ月後の仕上がりが楽
しみ。もう一方は少林山崇福寺で法話な
どを聞き、秘宝を見学。ココロン那珂の
弁当で昼食。加美区杉原紙研究所へ。す
き舟からコウゾの繊維を引き上げて、和
紙を漉く。杉原和紙販売所でんでんでお
買い物。初めての体験と千ヶ峰 TAiYAKi
宮崎のたいやきをお土産にバスは帰路へ
ついた。

　昔なつかしいぞうりを一日がかりで作る。健
康にも良いとあって多くの参加者があった。自
分の好きな色柄を選び、基礎になる縦ヒモに播
州織布地のヒモを横から編んでいく。自分で
作った柔らか
く履きやすい
布ぞうりを手
に満足顔の参
加者たちでし
た。

足立さん

安田さん

小林さん

33 名参加

20 名参加

42 名参加

大豆は耳たぶ位の硬さ
ホカホカいい香り



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
◆NPO総会は 5/17( 月 ) の予定で準備を始めています。

【サテライト部】
◆新規のサテライト登録がありました。
・コヤノ美術館　西脇館　西脇市市原町
 明治・大正 ( 洋館 )・昭和、三世代の建造物がある豪農の館
毎週日曜開館　11 時～ 16 時　入場料：800 円
◆4/11( 日 ) サテライト巡回ツアー「北はりまさくら街道
と箸荷のいちご狩り体験」は三宮発→西林寺 ( 西脇公園 )
→成田山法輪寺→なごみの里山都 ( 昼食 )→箸荷いちご園。
\3,800。人気のバスツアーです。

【事務局】
◆Office Professional2007 対応のＰＣが入り事務作業もス
ムースになりました。ただ、周辺機器が対応していないの
で、接続など少々苦労しました。
◆ボランティア保険へ加入していますか？他のボランティ
ア団体で保険に加入されていない方は、事務局までお申込
みください。締切り 3/26( 金 )

　駆け足でやって来た陽気に包まれて梅の花が開く
２月末。加美区の北の端、杉原川を流れる水はまだ
まだ身を切るように冷たい。
　杉原紙研究所では、楮の白皮の川さらしが大詰め
を迎えている。厳しい寒さの中、１年間に使用する
和紙の材料を用意するため冷水にわけ入り、白皮を
さらして白くする。寒さが厳しいほど良質な白さに
なるため、気候が温かくなると作業ができない、と
ても辛い仕事。
「白く美しい杉原紙を作るために一番大事な作業」
と語る職員の藤田さん。漉舟から簀桁で紙を漉く時
の喜びが何とも言えないと顔をほころばせる。
　杉原紙の特徴は白く美しい自然な色合いと温かみ
を感じる紙肌にある。その温もりは書や版画、色付
和紙の切り絵などに一層深みを出してくれる。また、
折り染めや切雲、流し込みなど色柄の付けられた和
紙で作られたうちわや名刺入れ、祝儀袋入れは独特
の和みがにじみ出ていて、とても渋い。

そうして生まれた杉原紙と和紙か
ら作られた製品は隣接する杉原和
紙販売所でんでんで葉書やしおり、
便せん封筒、線香入れなど販売し
ている。和紙のナイトスタンドや
季節を表した人形が展示され、大小様々な大きさの
杉原紙が種類豊富にそろっている。
「原料から扱い、加工の過程を身近に感じ気軽に紙す
き体験までできる場所は他にはありません。ぜひ見
て触れて体験して下さい」と藤田さんは熱く語った。

楮の繊維は長く丈夫。立体的な
手芸品の材料にも大活躍。紙製
のぬいぐるみや人形、縫合する
とバッグやランチョンマットな
ど、アイデア次第で色とりどり
の小物作りが楽しめそう。

クイズ正解者にプレゼント
された杉原紙の製品。
　・ランチョンマット
　・祝儀袋入れ
　・ティッシュケース

自分の卒業証書を漉く杉原谷
小学校の子ども達。1300 年
間続く杉原紙の歴史と誇りを
受け継いでいく。

【特産品部】
◆神戸新聞に特産品（キクイモ、黒田庄牛コロッケ）が掲
載され、問合せや販売、発送など忙しいこの頃です。

【プログラム部】
◆4/11（日）交流バスツアー「北はりま豪華デラックス味
覚と桜観賞の旅」は明石発→福谷公園→東はりま日時計の
丘公園（黒田庄和牛のバーベキュー）→フォルクスガーデ
ン黒田庄→ハートフル ファームやまもといちご。
この日ばかりはダイエットを棚上げし、ご参加ください。
大人￥5,700、中学生未満 \4,500
◆4/25( 日 ) 食と織のフェア　でんくう総合案内所周辺
『Ｒ427 の日』協賛イベントです。

【広報部】
◆正会員対象のサテライト訪問を定期的にすることになり
ました。第 1回目はハーブ&ログ スオミです。 
◆3 月の情報コーナーショーケース展示は玉木新雌です。
特殊な播州織布地のシャツや素敵なショールが展示される
ことでしょう。

２月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

○杉原紙研究所　　多可町加美区鳥羽 768-46   TEL36-0080

奈良時代から続く手すき技術を体験しよう！

紙すき体験：要予約

すきぶね　　　　すけた

紙製のぬいぐるみ

こうぞ



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
収益を活動資金にしています。

特定非営利活動法人

〒677-0022　兵庫県西脇市寺内天神池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）
火曜定休 (祝日の場合は翌日 )9時～ 19時
TEL 0795-25-2370　　FAX 0795-22-2123
URL   http://www.k-denku.com
E-mail    jk@k-denku.com

３月のでんくう自主企画３月のでんくう自主企画
サテライトからのご案内サテライトからのご案内

詳細・最新情報はでんくうホームページをご覧下さい。
季刊 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー３月に掲載以外の情報です。

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）

３月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

21日(日)
時間： 8 時 半 ～ 14 時
行程：でんくう総合案内所 集合 → かみの朝市南直売所 ⇒ 
蓮華寺 ⇒金蔵山（護摩焚き）⇒ かみの朝市南直売所 → でんくう解散
参加費：500円　　　定員：40 名
持ち物：弁当・お茶・雨具・山歩きに適した服装と靴
★お問合せ、お申し込みは でんくう総合案内所へ

日本一長い散歩道を歩こう！
お彼岸  護摩焚き  金蔵山

1(月)～4/30(金)11時半～　ランチバイキング　西脇市西脇ロイヤルホテル1Fレストランラフィネ　平日1500円　土日祝1800　◆23-8604

6(土)13時半～　ボランティアガイド講演会　多可町中区那珂ふれあい館　講師:玉貫信也さん(たつのボランティアガイド)　無料◆32-0685

7(日)～27(土)　開館25周年記念アトリエシリーズ後期　VOL.8　松田一戯展　西脇市上比延町西脇市岡之山美術館　◆23-6223

7(日)13時半～　ラベンダーの香りの石鹸作り　多可町加美区轟ラベンダーパーク多可　体験料:1000円　要予約◆36-1616

7(日)13時半～　籐工芸教室  カゴ　多可町中区那珂ふれあい館　講師:森脇康子さん　小学4年生以上　参加材料費:1100円　要予約◆32-0685　

10(水)～15(月)9時～　加寿美会　墨彩画展　でんくう総合案内所体験学習室　墨彩画の作品展　◆25-2370

10(水)10時～　手芸教室・お針箱の会　西脇市鹿野町こみせん比也野　無料　◆24-0120

13(土)13時半～　ハーブ染め コサージュ　多可町中区那珂ふれあい館　講師:ハーブ＆ログスオミ牧美紀さん　参加・材料費:600円　要予約◆32-0685

14(日)8時～　えき益ゆうきの駅前の朝市　西脇市黒田庄町 ＪＲ黒田庄駅前広場　毎月2・4日曜　巻き寿司他野菜・特産品の販売　◆28-5880

14(日)10時～　ジャガイモをつくろう！①畝（うね）づくり編　多可町中区なか・やちよの森公園 湖畔の広場　３０名　無料　要予約◆30-0050

20(土)10時～　木の上の遊び場づくり③丸太皮むき　多可町中区なか･やちよの森公園 湖畔の広場　20名　無料　雨天中止　要予約◆30-0050　

20(土)13時半～　ちぎり絵教室　和紙で描こう　多可町中区那珂ふれあい館　講師:在田ちか子さん　参加・材料費:600円　要予約◆32-0685

20(土)13時半～　七宝焼き教室　アクセサリーづくり　多可町中区那珂ふれあい館　講師:蔵本繁子さん　参加費:100円+材料費別◆32-0685

21(日)9時～　春季彼岸会　多可町加美区的場金蔵山金蔵寺　おつとめ、柴燈壇護摩供（本堂）、柴燈大護摩供（護摩場）◆35-1247

21(日)10時～　カフェあんずの里営業日　西脇市住吉町すみよし桃源郷内　コーヒー(紅茶)+クッキー200円など　◆22-8180　当日以外22-8177

21(日)13時半～　春の寄せ植え　多可町加美区轟ラベンダーパーク多可　参加材料費:2000円　要予約◆36-1616

22(月) 10時～　ジャガイモをつくろう！② 　植え付け編　多可町中区なか・やちよの森公園　湖畔の広場　参加費:200円　要予約◆30-0050

26(金)～28(日)9時～　光風流　いけばな展　でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

27(土)9時半～　エコ紙すき体験　牛乳パックで紙すき　多可町中区那珂ふれあい館　参加費:150円　要予約◆32-0685

28(日)　春の大祭　柴灯大護摩供厳修と火渡り祭り　西脇市小坂町播州西脇成田山　◆22-3912

28(日)13時半～　草木染め　紅茶で染めてリサイクル　多可町中区那珂ふれあい館　講師：足立知穂さん　参加材料費:300円◆32-0685

森の中で楽しく遊び、様々な体験をしよう！
森のみどりレンジャー 募集中！

小学生対象。年会費 3000 円。申込締切 3/31
★多可町中区　なか・やちよの森公園　TEL30-0050　

リトルピアニストの
大っきなコンサート 出演者募集中！

ピアノの連弾、声楽・管楽器・弦楽器との共演もできるよ。
申込締切 3/15　●コンサートは 8/28( 土 )
★西脇市西脇　西脇アピカホール　TEL23-9000　
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in 加美区


