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 どこのサテライト？クイズ  ６

写真をヒントにサテライトを当ててみてね！

応募してね！

　【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】でんくう総合案内所まで当選賞品を受取りに来館いただける方

　【締切り】７/２０日必着。発表は当選者へ直接ご連絡します。

　【応募方法】　①ハガキ②メール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

　　　　　　　②メール：quiz@k-denku.com

　★６月号のクイズの答えは 3P を見てね！

クイズに応募しよう！

※ 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。
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ワンコインランチ500円

抹茶でほっと一息

写真のサテライトは
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！



対外活動スケジュール

　三宮から西神中央を経由し、でんくう到着。買い物を済ませ、
中区北播磨余暇村公園へ。広大な日本庭園に咲き誇る花菖蒲や多
彩なバラに迎えられ皆さん感激の様子。モリアオガエルの卵を興
味津々に観察したり、家族との記念撮影や花を撮ろうと悪戦苦闘
する姿も見られ、自然を満喫した。ココロン那珂の夕食は絶品で
会話も弾む。食後のジェラテリアふれっしゅあぐり館のバニラ味
とミルク味のアイスクリームも好評。加美区清水ホタル祭りの催
し『ホタル鑑賞ナイトハイク』に参加して杉原川沿いを歩く。「そ

こ光った！」目の前を飛び
交うホタルと疲れも忘れて
追いかけっこ。例年に比べ
ホタルは少なめだったが「ホ
タルが触れたし楽しかっ
た！」「初めて観て感動した」
と、喜びの声も聞かれた。

NPOの運営で地域とうまく連
携し着実に実績を伸ばしている
道の駅として道の駅北はりまエ
コミュージアムやでんくうの活
動が紹介された。サテライト巡
回や農業体験などのバスツ
アー、道の駅の特産品ＰＲなど
で都市と農村をつなぎ、地域活
性化に向け盛んに取り組む姿が
見られた。

６月　23日　韓国清州市35名視察受け入れ
　　　30日　和歌山県伊都土地改良事務所35名　道の駅視察
７月　30・31日　西神夏祭り　特産品納入者有志出店　　

　８時に三宮を出発したバスは西神中央～でんくうを経由して西脇市明楽寺へ。
早速のら仕事開始！夏のような日差しの中、素足で田んぼに入ると泥がひんやりと
気持ちいい。横一列に並び、ひと束植えると一歩下がって次の苗を植える。腰を低
くした姿勢がさまになっていた。30分程奮闘した後に田植え機が登場。華麗なター
ンでアッという間に残りを植えてしまう。機械植えの早さと技を実感した。昼食は
甘～い香りの黒田庄和牛と新じゃが・新玉ねぎの肉じゃが。体験の後のご飯は格別だ。
午後は持ち帰り３ｋｇ分のじゃがいも掘り。畑の恵みを重そうに抱えて満足げ。続
いて秋の収穫を楽しみにサツマイモのいもづるを植えた。農体験から野菜育ての苦
労や喜びを体感。土にまみれた充実の一日は素敵なおみやげになったようだ。

　11日は三宮、12日は明石から出発。西神中央を経由して西脇に入り、西林寺の
都麻乃郷あじさい園へ。つぼみは沢山ついているものの色が付いておらず少し時
期が早かったよう。皆さんの笑顔でアジサイに元気を！ハイチーズ、パチリ！素
敵な集合写真を撮影。でんくうで休憩後、西脇温泉へその湯へ。料理と温泉でほっ
こり。住吉町畑谷川沿いにある木縫の里ハーブガーデンへ。空はほんのり淡い夕
焼けから濃いブルーへ染まり、小さなランプが灯る良いムードの中、美味しいコー
ヒーとケーキを頂く。ホタルが舞い始め、誘われるまま川の畔を散策。川面に映
る青白い光にうっとり。自然の神秘を実感した、ホタル観賞でした。　

31名参加

43 名・40 名参加

43 名参加

　田舎で汗を流す１日　６日  あぐり体験バスツアー　

渓流に舞うホタル　11日・12日　ほたる鑑賞と温泉でほっこり日帰りの旅

幻想的な光の中を行く
19日　清水ホタル祭りと北播磨余暇村公園の旅

2010年

６月
　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

テレビででんくうの活動をＰＲ！
14日17時～　関西TV「アンカーズアイ」で放映
『  地域活性化の切り札  密着！道の駅の挑戦  』

数日間の取材は８分間もの放映となった。

15日　プランターの花の植え替え

６日　水環境調査

ＴＶ放映の内容を
　総合案内所でご覧いただけます！



６月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

○東はりまフォルクスガーデン黒田庄

　里山の美しい景観とイングリッシュスタイルガーデンの融合

でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・正会員に大西小夜子さん ( 西脇市 )、ふるさと会員に鹿
　原勝さん（神戸市灘区）の入会がありました。よろしく
　お願いします。
【プログラム部】
・8 / 8 ( 日 )・22( 日 ) の 2 回、体験教室「夏休み子どもの
　ための工作教室」をでんくう総合案内所前の特設テント
　で開催。参加費は 100 円、夏休みの宿題が気になる頃、
　親子でにぎわいます。
【広報部】　
・7月の情報コーナーショーケース展示はエッチングガラ
　ス工房からんころんMICHIKOです。ガラス製品にあな
　ただけのメッセージやデザインを刻む作品です。
・会員対象のサテライト訪問は 7/12( 月 ) にうなぎ料理橋
　本屋へ。11 時 30 分現地集合です。100 年の伝統の味を
　じっくり楽しみましょう。
【特産品部】
・関西 TV『ニュースアンカー』で紹介された西脇産金ゴ
　マの「ごまんじゅ」が飛ぶように売れています。他にも
　西脇産金ゴマ「金播磨 ( すりごま、いりごま )」や「日
　本のへそゴマぽん酢」「金ごま入り黒っ子ケーキ」「クッ
　キー黒っ子ちゃん」等おすすめの商品をご用意しており
　ます。お土産にいかがですか。

【サテライト部】
・サテライト代表者との懇談会を 7 / 24 ( 土 )、7 / 25 ( 日 )、
　7 / 30 ( 金 ) はでんくう体験学習室で、7 / 28 ( 水 ) は多
　可町中区曽我井グリーンプラザで各 19 時～行います。
　意見交換を行い、サテライトとでんくう、サテライト同
　士の連携を深めていきたいと思っています。
・サテライト巡回ツアー「ひとあし早いサツマイモ堀り体
　験」は 8 / 29 ( 日 ) 8 時三宮発⇒西神中央⇒でんくう→
　ラベンダーパーク多可→ひと足早いサツマイモ掘り体験
　→ジェラテリアふれっしゅあぐり館→エコミール加美　
　（昼食）→那珂ふれあい館・東山古墳群→でんくう。
　参加費は 3,700 円、サツマイモ 3kg とふれっしゅあぐ
　り館のジェラート、たい焼きも含みます。
・ゆっくり北はりまを味わっていただく 1泊 2日の巡回ツ
　アー「日本のへそで星空観測と秋の味覚栗拾い・枝豆収
　穫」は 9/25（土）～ 26（日）に、9時 30 分三宮発⇒西
　神中央⇒コットンボール銀行の畑→でんくう（昼食）・
　コットンボール銀行やよい村→播州織パッチワークキル
　ト→西脇温泉へその湯（入浴・夕食）→にしわき経緯度
　地球科学館テラ・ドーム→西脇市立青年の家＝（泊）＝
　26 日→犬次神社→頼政公ゆかりの地→でんくうで買物
　→旧来住家住宅（昼食）→出会の里（栗拾い）→でんくう
　1泊 2日 4食付きで 9,800 円、定員は 30 名です。
 

西脇市黒田庄町喜多 1518-1
TEL：28-5120

ホームページ：http://blog.folks-garden.jp/

★クイズ正解者へのプレゼントは、
　「寄せ植え2,000円チケット」でした。
　おめでとうございました！

　一年中緑に包まれ、訪れるたびに様々な
表情を見せてくれる。300種類もの景観植
物と四季折々の花々が美しいハーモニーを
奏で心を満たしてくれる。「ここは誰でもリ
ラックスできる場所。壁がないから安心し
て心を開けるんです」と語る宮崎さん。お
茶を飲みながらグランドピアノやレトロな
オルガンの演奏で盛り上がる事もしばしば
だとか。作品展示や生演奏会、素敵な雑貨

の販売、寄せ植え
教室や花のペイン

ティング教室などには多くの仲間が集う。
　6 /14 ( 月 )３回目のサテライト訪問先は
フォルクスガーデンで月２回行われている
『らららコーラス』。横山文和先生のピアノ
伴奏に合わせて歌うと、数十年前に受けた
音楽の授業を懐かしく想い出す。発声練習
や懐かしい童謡、流行りのメロディー、先
生が作詞作曲された曲などを合唱。楽しく
歌い、声が少しかすれてしまうほどで、１
時間半はあっという間に過ぎた。自然の中
に響く歌声を聞きつけて空や山からのかわ
いい訪問者に出会えるかも…

『らららコーラス』は
　第2・4月曜日に行われます

スタッフの宮崎直美さん



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

７月のでんくう自主企画７月のでんくう自主企画

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 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。

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　

～9(金)　多可のあまんじゃこ2010　12/19公演の出演者募集 締切り　多可町中区ベルディーホール他で練習　参加料:￥500◆32-1300
～15(木)10時～　三人展「アロハシャツ・着物リメイク服･陶芸」　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館◆22-5549　23-9119（西脇TMO推進室）
～30(金)10時～　朝倉義弘「鉛筆画展｣　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館◆22-5549　23-9119（西脇TMO推進室）
～30(金)13時～　大衆演劇「都若丸劇団」公演　西脇市西田町西脇健康ランド･ホテル　芝居、舞踊・歌謡ショー　￥2100～　休演日7/13◆23-2611　
～8/1(日)9時～　「この世」から「あの世」へ～六道銭・甕棺からみた近世の葬送～　多可町中区東山那珂ふれあい館談話室　◆32-0685
11時～15時　ランチプレート「プレミアムメニュー第3弾」　多可町八千代区エーデルささゆり　キーマカレ―、デザート・ドリンク付￥950◆37-1200　
3（土）・4（日）10時～　あぐり館7周年感謝祭　多可町加美区ジェラテリアふれっしゅあぐり館　季節限定アイス、鹿肉メニュー、くじ引きなど　◆30-8210

4(日)10時～　七夕・ゆかた祭り2010　西脇市西脇播州織工房館　浴衣ＰＲショー、ギター演奏他　浴衣で来てね◆23-9119(西脇TMO推進室)
4(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　毎週日曜日開館◆06-6358-7555
10(土)13時半～　花のペインティンGU～　西脇市黒田庄町東はりまフォルクスガーデン黒田庄　講師:黒沢正治さん　受講料:￥1000◆28-5120
10(土)19時～　歴史講座　江戸時代の農村の暮らしと文化　多可町中区曽我井グリーンプラザ　講師:桑村寛さん　無料◆32-5122　
11(日)8時～　えき益ゆうき  駅前の朝市　西脇市黒田庄町岡ＪＲ黒田庄駅　黒っ子巻き寿司、新鮮野菜等の販売　毎月第2・4日曜◆28-5880
17(土)19時～　ぺんぺん寄席  しゃみせん爺さん2　西脇市民会館中ホール　昔話、弾き語り等　一般:￥2000(当日入会￥1300)◆23-3218(西脇おやこ劇場)　
17(土)～30(土)10時～　宮崎結子「魔法のお花」プリザーブド・フラワー作品展　西脇市西脇 旧来住家住宅◆22-5549、23-9119(西脇ＴＭＯ推進室)
18(日)8時～　西脇市駅 駅前の朝市　西脇市JR西脇市駅前　地元野菜、特産品等の販売　毎月第3日曜◆23-4639(JR西脇市駅周辺活性化推進委員会)

18(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　ランチ￥500，コーヒー・ケーキ等￥200～◆22-8180　当日以外22-8177
24(土)17時～　きらら商店街夏祭り　西脇市下戸田 八幡神社◆22-4886(きらら商店街夏祭り実行委員長:西脇大橋ラーメン)

25(日)14時半～　市川千明 アコースティックライブ　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　水・木曜日休館◆28-5120
25(日)～8/28(土)　GAW展　西脇市西脇旧来住家住宅・播州織工房館などで市街地をまるごと美術館として展示　◆0795-22-3901西脇商工会議所
下旬～　ハスの花が見ごろ　多可町中区天田　量興寺の蓮池◆32-2301

11日(日)   体験学習企画　　　　　　　     　　虫とりと標本づくり　１日目
　　野外に出て昆虫採集し、整形、乾燥まで。
　指導：兵庫県立人と自然の博物館　大谷剛研究員・地元昆虫収集家藤原進先生
　時間：9時半～ 15 時　　集合：でんくう総合案内所
　参加費：ひと組 300円　　定員：親子で 20 組（10 才以上）
　持ち物：弁当・お茶・虫とりあみ・虫かご（汚れてもいい服装で）
　※11日・19日両日参加可能な方に限ります。

　８/1 (日) ～15 (日)　北はりまの昆虫展　　
甲虫類・蜂の標本、藤原進先生の標本、7/11・19に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験学習で子供たちがつくった標本を展示します！
　　　　　時間：10時～18時　　場所：でんくう総合案内所  体験学習室　　共催：兵庫県立人と自然の博物館

　　8/8 (日)・22（日）　体験教室企画　夏休み子どものための工作教室 

　　　　　　時間：13時～15時　　場所：でんくう総合案内所  体験学習室と特設テント　　参加費：100円　　当日参加もOK

★お問合せ、お申し込みは でんくう総合案内所まで

予告予告予告

19日(祝)　虫とりと標本づくり　２日目
　　　　11日に採集、乾燥した昆虫を標本にします。
　　　時間：13 時半～ 15 時　　場所：でんくう総合案内所  体験学習室

来
て
ね
！

でんくう総合案内所
道の駅 北はりまエコミュージアム

　8月は休まず開館します！


