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 どこのサテライト？クイズ  ８

写真をヒントにサテライトを当ててみてね！

　【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】９/２０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：qu i z @ k - d e n k u . c om
　★８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。

電気を使わない扇風機！

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！
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土間には 和紙で作られた大きな鯉のぼり
！



対外活動スケジュール

　自分たちで作った昆虫標本を見に来てくれた子どもた
ちやお盆の帰省客、京阪神からの旅行者等、延２千人を
超える来場者があった。カブトムシを中心に甲虫類の標
本や蜂・蜂の巣の標本などが展示され、なかでも7月に
でんくうで行われた体験教室「昆虫標本づくり」で子ど
もたちが作った標本は注目を集めていた。
　毎年、標本作りに懸命に取り組む子どもたち。豊かな
自然の中で虫を追いかけ、加工して作った自分だけの昆
虫標本。その体験から色々な事を感じてくれたのではな
いだろうか。

９月　25日　でんくるくん　神戸元町のゆるきゃらイベントに出張
　　　　

いろんな昆虫  勢ぞろい! 　
1～15日　　北はりまの昆虫展

　やって来ました！夏休み恒例、
身近な素材でつくる工作教室。
「どれ作ろう？」割り箸やコウゾの木を使ってカブトム
シや船、タヌキやウサギなど好きな物を選び工作スター
ト。スタッフの指導を受け、工夫しながら熱心に取り組
む子どもたち。体験学習室に入りきれない参加者は屋外
テントにまで溢れる盛況ぶり。作りたてのストロー笛の

音色が鳴り響く楽しい雰
囲気の中、親子で力を合
わせて完成させた作品と
工作体験は良いおみやげ
になった。

手作りって  おもしろい! 　
　体験教室
　「夏休み子どものための工作教室」
　8日・22日

2010年

  8  月　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

参加者　名

　三宮を出発したバスはでんくうへ立ち寄り、加美区のラベンダーパーク多可へ。
眼下には棚田が広がり、見上げれば千ヶ峰が見える園内を散策。施設内には体験
室や手作りの土産物が並び、買物を楽しんだ。山寄上のさつまいも堀り会場では、
1人10株が保障され、お土産の3kgより多く掘りあてようと頑張る参加者たち。「大
きいのがあった」と袋いっぱいに芋を詰め込んだ。昼食のエコミール加美への向
かう車中、ひと仕事終えた後に食べるジェラテリアふれっしゅあぐり館のアイス
は最高。「何味のアイス？」「山田錦のアイス
がおいしい！」と会話も弾む。昼食はプリッ
と美味しい地鶏の定食。ビールも進み、皆さ
ん大満足。デザートは千ヶ峰TAiYAKi宮崎の

たい焼き。焼けるのを待つ間に地元の店で百日鶏を買い求める方もあった。東山
古墳群のそばにある那珂ふれあい館では、でんくう案内人の説明をうけながら地
元で発見された出土品を見学。古墳の中を見学し歴史にふれた。「お昼もおいしかっ
たし、いも掘りも楽しかった」心地よい疲労と楽しい思い出と共に帰路についた。

土にまみれて  お楽しみ体験 ! 　　　　　　　　　　　　参加者43人
29日　サテライト巡回ツアー「ひと足早いさつまいも掘り体験とラベンダーパーク多可」

多可町へGO ！



○ うなぎ料理  橋本屋

でんくう各部からのお知らせ

【プログラム部】
・でんくうまつりは 9/12( 日 )10 時よりでんくう
総合案内所と芝生広場周辺で行います。その準備
と片付けは　①9/11( 土 )13 時～テント張り・ス
テージの設営等 ②9/12( 日 )8 時～ 会場設営等　 
③9/12( 日 )15 時 30分～テント・ステージの撤収、
清掃等です。 以上の協力いただける時間帯を事務
局へ連絡ください。

【サテライト部】
・新規登録サテライトを紹介します。
[あさひ屋 ]　西脇市黒田庄町大門　角田幸弘
喜んでいただける昔ながらの手作り和菓子
・7月下旬に開催したサテライト懇談会での提案
事項などは部会で対応など協議し、今後につなげ
るようにします。
・北はりま魅力探訪紀行７の編集準備を始めまし
た。執筆をお願いしたサテライト関係者にはお忙
しい中恐縮ですが、原稿よろしくお願いします。 

【広報部】　
・9月の情報コーナーショーケース展示は西脇市
岡之山美術館です。ただ今 10/10 から始まる「第
8回サムホール大賞展」の審査などで大忙し。
そのため 9/7 からのショーケース展示となりま
す。是非ご覧ください。
 ・会員対象の「サテライト訪問」は 9/6（月）エー
デルささゆりです。現地に 11 時 30 分集合 ( で
んくう 11 時集合 ) で、地元素材を活かした好評
のランチをいただいた後、客室やリーベリリエ
ンなど施設内を見学します。昼食代（950 円～）
は実費です。10 月は 10/21（木）、西脇市岡之山
美術館を予定しています。ご参加ください。 

【特産品部】
・秋冬用の播州織の制服（エプロン）を新調し
ます。お楽しみに。 

西脇市西田町400-9　TEL: 22-3743

8月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え　炭火焼きで   うなぎの旨さ最大限！　炭火焼きで 

店主宇野さんのもてなしの心がうかがえる手作りのホームページには「うなぎレシピ」など情報満載！「うなぎ料理 橋本屋」で検索！

★クイズ正解者への
　プレゼントは  …

「橋本屋  食事優待券2,000円分」でした。
おめでとうございました！

ホームページ：http://www.unagiyasan.com/

　高温で表面をカリッと焼き上げた極上うなぎは、
うま味がしたたるほどジューシーで香ばしく、食欲
をそそる。秘伝のたれと相まって口の中でとろけ、
濃厚な味わいが広がる。それでいて後味は爽やかな
のだから、不思議だ。北播磨では珍しいうなぎ料理
専門店橋本屋。創業は明治２０年頃とされ、百有余
年の歴史と伝統をこだわりの味から感じる事ができ
る。厳選された国内産うなぎを炭火焼きし、昔なが
らの製法で作るタレにくぐらせた蒲焼きは「うなぎ

通」のお客様をもう
ならせる。

　7  / 12 、でんくうから「サテライト訪問」に訪れ
たグルメな参加者たちの感嘆の声が橋本屋の２階
に響いた。
　白焼き・キモ吸い・ホネ・かぶと煮など、うな
ぎ料理のバリエーションの広さも橋本屋ならでは。
新商品のうなぎ田楽も是非味わってみたい。うな
ぎ料理を単品で味わう
もよし、コース料理や
会席料理、各種鍋料理
などでワイワイと楽し
むもよし。旨いものを
食べると自然と笑顔が
こぼれる。心も体も満
足する事うけあいだ。



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

９月のでんくう自主企画９月のでんくう自主企画

★お問合せ・お申し込みは でんくう総合案内所まで

　　　　　　　　　　　時　間：10 時～ 15 時
　　　　　　　　　　　場　所：でんくう総合案内所と芝生広場
青空市、アトラクション、フリーマーケット40 店
さつまいもの天ぷら振舞い、抽選会　など

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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー９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問合せ先）

９月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

～29(水)　13時～　大衆演劇「三代目  鹿島順一」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　入泉料￥2,100◆23-2611
4(土)13時半～　陶芸体験「ガーデニング」①手づくりの鉢に寄せ植え　多可町中区 那珂ふれあい館　￥350(2回)　要予約◆32-0685
5(日)10時～　木工機械講習＆実習「ガーデンチェアづくり」①　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　￥3,000(2回)　要予約◆30-0050
5(日)11時～　コヤノ美術館西脇館  開館　西脇市市原町139　入館料：大人￥800、小中学生￥300　毎週日曜開館◆06-6358-7555
5(日)14時～　こま・けん玉で遊ぼう！　西脇市 でんくう総合案内所体験学習室　参加費：おやこ劇場会員無料、会員外￥300　要予約◆23-3218　
11(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　1回￥1,000◆28-5120
11(土)13時半～　ちぎり絵教室「ほのぼのお地蔵さまを和紙で描こう　多可町中区 那珂ふれあい館　講師：在田ちか子さん　￥600◆32-0685
12(日)10時～　東山古墳群めぐり　多可町中区 那珂ふれあい館　案内:多可ふれあいボランティアガイド　無料◆32-0685　
12(日)13時半～　ドライフラワーでアレンジメント　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　グラスの中にアレンジ　￥1,000◆36-1616
13(月)13時半～　らららコーラス♪　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　指導：横山文和さん １回￥500　毎月第2・4月曜◆28-5120　
15(水)9時～11時　野鳥観察会　多可町中区牧野 北播磨余暇村公園　講師：深田和男さん　￥200(中学生以下無料)　要予約◆32-1543　　
15(水)～30(木)　小林明美 似顔絵展「えんぴつ画」　西脇市西脇 旧来住家住宅◆22-5549
18(土)9時半～　どんぐりっ子の森あそび「ピザ作り＆クラフト作り」　多可町中区 那珂ふれあい館　￥100(ピザ作り材料費1枚￥500◆32-0685
19(日)8時～　西脇市駅・駅前の朝市　西脇市JR西脇市駅　地元産野菜・特産品の販売　毎月第3日曜◆23-4639(JR西脇市駅周辺活性化推進委員会)

19(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、ドリンク等￥200～◆22-8180(当日のみ)　22-8177(時間外)
23(祝)10時～　森のあかり「ツルで灯りづくり」　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　講師：浜田豊実さん　￥1,800◆30-0050　
25(土)13時半～　空色に染まる藍染め体験！　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　￥600～◆32-0685
29(水)～10/4(月)　嬉野生涯大学作品展　西脇市 でんくう総合案内所体験学習室◆25-2370

12日(日)
８周年 記念感謝祭　でんくうまつり

行程：でんくう→市民農園すみよし桃源郷⇒木縫の里⇒
中畑工場団地公園⇒日本へそ公園⇒でんくう
参加費：500円　　定員：40 名
持ち物：弁当・お茶・帽子
　　　    　　　タオル・雨具

26日(日)
日本一長い散歩道を歩こう　畑谷川を下る

日本のへそで星空観察と秋の味覚
　　　　　　　  栗拾い・枝豆収穫　１泊２日

行　程：
【25日】9時半 三宮発→西神中央→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→
　　　   へその湯（夕食と入浴）→テラ・ドーム→西脇青年の家 ( 宿泊）
【26日】8時半 西脇青年の家発→犬次神社→頼政公ゆかりの地→
　　　   旧来住家住宅 ( 昼食）→出会の里→でんくう→三宮着
参加費：9,800円　（栗・枝豆のお土産つき）
定員：30名　　持ち物：洗面用具、パジャマ、雨具

サテライト巡回ツアー

25日(土)  ～ 26日(日)

雨天中止

集合：9時 15 分　でんくう総合案内所

残りわずか
お早めに

開催中！

北はりまの特産品をゲットしよう！　～ 11/30 まで

　　39ヵ所に設置されているスタンプを集めて応募してね！
              スタンプ6ケで完成です。
　　★ 詳しくはチラシかホームページをご覧ください。

1 5 km
ゆるい下り


