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 どこのサテライト？クイズ  ４

写真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！

　【記入要項】クイズの『サテライト名』、住所、氏名、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ていただける方
　【締切り】５/２０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
　　　　　　　②メール：quiz@k-denku.com
　★４月号のクイズの答えは 3P を見てね！

クイズに応募しよう！
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写真の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、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
ライト提供の豪華賞品をプレゼントします！

※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
ホームページにすべて掲載されています。



対外活動スケジュール

４月
８日　Ｒ427の日部会　多可町加美区 交流会館　チラシ・のぼり作製・配布について　池田副代表出席
10日　西神さくら祭り　西神中央　特産品納入者有志出店
19日　広報誌発行の情報交換　西脇市社協だよりの“ポカポカ通信”担当者4名が研修･情報交換のため来訪
22日　西脇観光協会 資源開発部会　西脇市 マナビータ・プラザ　丸山代表出席
27日　多可町観光交流協会総会　多可町加美区 交流会館　池田出席

　ツアーに合わせたように西脇公園の桜は満開。花び
らの絨毯の上を散策。成田山法輪寺では、不動明王の
ご祈祷を受け「招福、健康、厄除け」を願った。
なごみの里 山都の昼定食は、たけのこご飯やコロッケ

など、素朴で心温かい料
理が並んだ。雨も上がり、
西谷公園まで 1km の道を
歩く。公園には、赤穂藩「大
石良雄の石垣」と呼ばれ
る遺跡があり、貯水ダム

の越水（うてみ）を保護するため
に作られたその石垣に登り見晴らすと、完成する事の
なかったダムの水面が目に浮かぶよう。箸荷イチゴ園
に着くやいなや、ビニールハウスの中へ。とろける甘
さの「あきひめ」、さわやかな甘酸っぱさが美味しい「紅
ほっぺ」をほおばる。「こんなに甘いイチゴは生まれて
初めて！」と、お土産用パックにイチゴを摘む参加者達。
おいしさに大満足し、心身ともに満腹の皆さんを乗せ、
千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎のたい焼きで締めくくりながら、
バスは帰路についた。　　　　　　　　　　　　藤田

　福谷公園の桜のトンネルを通り抜け、岡稲荷神社か
ら約 100 本の桜が咲き誇る絶景を見降ろす。次に東は
りま日時計の丘公園へ。桜を鑑賞しながら、ギフ蝶ドー
ムへ。色鮮やかなギフチョウたちが羽を休める姿を観

察。「変わった蝶やな」「き
れいな色」と興味津々。
昼食は、黒田庄牛の豪華
バーベキューと地元新鮮
野菜を堪能。皆さん大絶
賛の味に会話も弾み、お
酒が進む方も。ＪＡみの

でんくう総合案内所（道の駅北はりまエコミュージアム）の来館者が開館以来
200万人目を達成しました。

り特産品開発センターでは、
お土産にと、黒田庄牛売場へ
一直線。東はりまフォルクス
ガーデン黒田庄では、ハンド
ベルの演奏が行われ、美しい
音色に心を奪われ思わず口ず
さむ方もあり、コーヒーを飲みながら鑑賞。最後にハー
トフル♥ファームやまもといちごへ。「甘くて美味しい」
と、赤く実ったイチゴ探しに専念。思う存分いちごを
堪能した後、お腹を抱えながらバスに乗車。不安定な
天候の中、皆さん大満足でツアーを終えました。　Ｔ．Ｏ

　ぬけるような晴天。風も心地よく、野外で過ごすに
は絶好の一日。北はりまロードフェアの協賛事業とし
て、北はりま特産　食織フェア―が10店舗の「食」と「織」
の出店と 44 ブースのフリーマーケットの出店で、天神

池横の芝生広場で開催された。
道の駅に立ち寄るお客さんやフ
リーマーケットを目当ての方、
ドライブの休憩をかねて、イベ
ントを楽しむ人など、来場者が
たえなかった。

見て、食べて、甘酸っぱい春の味！
　11日　サテライト巡回バスツアー　いちご狩りと北はりまのさくら街道

44名参加

桜咲き、蝶が舞う　味わい満載の一日！
　11日　交流バスツアー　桜鑑賞と北はりまの豪華味覚の旅

思いっきり北はりまを体感！
　25日　北はりまの特産　食織フェア―

ありがとうございます！
　15日　200万人達成

43名参加

2010年

４月
　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動



でんくう各部からのお知らせ

　もっちりとしたピザが次々に焼
きあがり、私たちは、それをひた

すら頬張る。心身ともに満たされた幸せな時間を味
わった。3/20（土）初めてのサテライト訪問先はハー
ブ＆ログ スオミ。耐熱レンガをドーム型に積み上げ
た手作りピザ窯は、火を入れてから３時間かけて温
度を上げていく。320℃の高温がナポリ風ピザには
欠かせない。生地には本場から取り寄せたピザ粉を
使い、前日から仕込んだ。具をのせ窯に滑り込ませ
ると、２分程でカリッと焼きあがる。トマトソース
の「マルゲリータ」から始まり、モッツァレラとニ
ンニクのビアンカ、ホワイトソースにきのこやじゃ
がいもをのせたピザ。最後はブルーベリーソースが
甘酸っぱいフルーツピザでフルコースを締めくくっ
た。その種類、なんと１０種類！最高の贅沢だ。

★クイズ正解者へのプレゼントは、
「2,000円分のオリジナルグッズ」
おめでとうございました！

　「ハーブとログを作ること」
と「暮らしを創ること」の楽し
さを味わってもらえる場所にし
たい、と清々しい笑顔が印象的
な牧さん夫妻は、神戸市在住。
杉林を切り開き、第 1 号のロ
グハウスを建てたのは 20 年
前。今では、ハーブや植物に囲まれて、どっしりと
優雅にログハウスが立ち並ぶ。まるで異国を訪れた
ような錯覚をおぼえる。元々、山の中であった土地は、
植物を育てるには難しい土質だった。週末ごとに少
しずつ手を加え、土をつくり、花やハーブを植えて
いく作業を経て、ハーブ＆
ログ スオミは誕生した。辺
りの緑も美しさを増す６月
～ ７ 月 初 め に は、直 径
1.5cm にもなるブルーベ
リーが採れ、摘み取り体験
もできる。これからの季節、
楽しみは尽きない。　　藤田

４月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

○ハーブ＆ログ スオミ　　　多可町中区安楽田 980-45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：078-731-5429

木のぬくもりと美しい新緑に包まれて

【総務部】
・正会員に勝岡めぐみさん ( 西脇市 )、市位姜子さん ( 多可
町 )、ふるさと会員に佐野弘子さん ( 神戸市 ) の入会があ
りました。よろしくお願いします。
・5/17 は NPO法人北はりま田園空間博物館の第 9回総会
です。正会員が一同に会する貴重な機会です。多くの参加
をお待ちしています。
 【特産品部】
・特産品販売コーナーの東側（屋外）を雨が降りこまない
よう改装し、花やしきび、野草の鉢植えなどをここに引越
ししました。
【事務局】
・総会のお知らせと同時に、会費の納付書を同封しました。
まだの方はお早めに事務局へ持参いただくか、振込みをお
願いします。
 

 【プログラム部】
・昆虫採集は 7/11( 土 )9 時 30 分～ 15 時でんくう総合案
内所周辺と体験学習室で、標本作りは 7/19( 祝 )13 時 30
分～ 15 時 30 分体験学習室で。参加費は 300 円、定員親
子 20 組。どちらも指導は、ひとはく大谷先生と地元昆虫
収集家の藤原進さん他です。
・北はりまの昆虫展は 8/1( 日 ) ～ 8/15( 日 ) の 15 日間、で
んくう体験学習室でひとはくの蝶と甲虫類の標本や藤原進
さんのコレクション、体験教室で作った標本を展示予定。
 【広報部】
・5月の情報コーナーショーケース展示は引き続きコヤノ
美術館西脇館です。所蔵の美術品、骨董品が順次展示され
るようです。
・会員対象のサテライト訪問は 5/24( 月 )東はりまフォル
クスガーデン黒田庄のらららコーラスに参加。参加費は
500 円、現地に 13 時 20 分集合です。

▲ 窯には富士の溶岩が 敷かれている



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

５月のでんくう自主企画５月のでんくう自主企画

来
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！

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５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）

５月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

～5（祝）まで　11時～　COTTON BOMB 2010 ギャラリー  by  アイプロ　西脇市西脇 播州織工房館　作品展示他　土・日曜  体験あり◆22-3775
～25（火）まで　9時～　足立美和子  ウォルドルフ人形展　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　販売あり　火・水曜定休◆28--5120
～30（日）まで　13時～　大衆演劇「市川おもちゃ」公演　西脇市西田町 西脇健康ランド･ホテル　芝居他　5/11休演　入泉料￥2,100◆23-2611
～10/3（日）まで　10時～　第52回企画   横尾忠則東京Ｙ字路写真展　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館◆23-6223
1（土）9時半～　杉原紙の紙すき体験 　多可町中区 那珂ふれあい館　講師：杉原紙研究所　参加費￥400◆32-0685
1（土）19時～　史料講読「播磨風土記」②　多可町加美区  NPO法人妙見山麓遺跡調査会　講師：神崎勝さん◆35-1173

2（日）～4（祝）12時～　ハーブ祭り　多可町中区安楽田 ハーブ＆ログ スオミ　焼きたてピザ（1日限定30枚）他　￥1,000　要予約◆078-731-5429
2（日）～5（祝）10時～　GWスペシャルイベント　多可町中区なか・やちよの森公園　棒焼きパン、竹の紙てっぽう、手作りおもちゃなど　◆30-0050
2（日）11時～　コヤノ美術館西脇館　開館　西脇市市原町 コヤノ美術館　入館料：大人￥800　小中学生￥300　毎週日曜開館◆06-6358-7555
2（日）13時半～　ソルデロス  アンデス  コンサート　アンデスの風をあなたに　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　無料◆28-5120
3（祝）10時～　山野草摘み＆料理　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　参加費￥500（おにぎり2個付き）　先着30名　要予約◆36-1616
3（祝）10時～　花と緑のフェスティバル　西脇市黒田庄町 東はりま日時計の丘公園　野外コンサート、フリーマーケット、ゲームなど◆28-4851
8（土）10時～　お茶摘みと新茶作り　多可町中区 なか・やちよの森公園 湖畔の広場　おみやげ茶葉50g　定員20名 　参加費￥300◆30ｰ0050
9（日）8時～　えき益ゆうき 駅前の朝市　西脇市黒田庄町  ＪＲ黒田庄駅前広場　巻き寿司、新鮮野菜、特産品の販売　毎月第2・4日曜◆28-5880
11（火）13時～　吉本爆笑演芸会　西脇市西田町 西脇健康ランド・ホテル　中田カウス・ボタン、Wヤング、河内屋菊水丸他　￥4,500～◆23-4224
22（土）9時半～　初夏の野鳥観察会　多可町中区 なか・やちよの森公園 湖畔の広場　講師：川島 賢治氏　定員30名　参加費￥200◆30ｰ0050
23（日）13時半～　寄せ植え　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　定員20名　参加費￥200　材料費￥2,100　要予約◆36-1616
30（日）10時～　つるつるピカピカ！どろ団子づくり　多可町中区 なか・やちよの森公園 湖畔の広場　定員30名　参加費￥100◆30ｰ0050

３日(祝)　日本一長い散歩道を歩こう  28

　時間：9時半　でんくう総合案内所集合　　参加費：500円
　行程：バス乗車→多可町八千代区へ→
　　　　柳山寺⇒下三原レンゲまつり⇒せせらぎの小径⇒
　　　　光領寺城山⇒エアレーベン八千代
　持ち物：弁当、お茶、山登りの服装、雨具

6/6 (日)   あぐり体験バスツアー　田植え・じゃがいも掘り・さつまいも苗植え

　時間：8時　三宮発→西神中央→でんくう→西脇市明楽寺町 農業体験（昼食）　　持ち物：タオル、帽子、お茶、ビーチサンダル、着替えなど
　参加費：大人 3,800 円、小人 2,000 円（大人のみ  じゃがいも3kg 土産あり）　　定員：40 名

6/6 (日)   身近な水環境の全国一斉調査７　場所：加古川（西脇）・杉原川（加美）・野間川（八千代）

　時間：8時 40 分集合　COD、透明度、水温、気温、などを計測します。

９日(日)　親と子のまつり  ５

時間：10 時～ 15 時 　雨天決行
場所：でんくう総合案内所、ロータリーこどもの森
内容：あそび横丁、チャリティーバザー
　　　フリーマーケット、特産青空市、よさこい踊り、
　　　和太鼓演奏、体験教室、サテライト展示など
共催：西脇おやこ劇場・西脇ロータリークラブ
★先着 500 名様に「花の苗」プレゼント！

★お問合せ、お申し込みは でんくう総合案内所まで

予告予告

小雨決行


