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 どこのサテライト？クイズ

写真をヒントにサテライトを当ててみてね！

屋外には横尾忠則による陶板壁画が

　【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】１/２０日必着。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
　　　★12 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。

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！

のどかな鉄道風景

賀　　正

本年もどうぞよろしくお願いいたします

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？



ワラを手で、なう
11日・18日　体験教室  しめなわづくり

本年もお世話になりました！
19日　年末感謝祭　

　毎年のしめなわ作り体験を楽しみに、西脇市内や神戸・加古
川から多くの方の参加があった。藁を受け取ると叩いて柔らか
くして、しめなわをなう作業開始。毎年参加する方は慣れた手
つきで、初めての方は、講師の徳岡功さんやスタッフの指導を
受けながらゴボウやメガネの形にしめなわを作り上げていく。
材料の藁が用意されて気軽に体験でき、指導もわかり易いと評
判がよく「来年もまた来ます」と言う声が多かった。  また自分
で作ったしめなわは正月を飾る「宝物」になったようだ。

　早朝から霧が深かったが、10時過ぎには快晴のなかで行われた
毎年恒例の年末感謝祭。でんくう特産品部から皆様のご愛顧に感
謝して、あたたかい豚汁300食が来館者に振舞われた。つきたて
もちの販売（２ケ100円）も同時に行われ、いよいよ年の瀬を実感。

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 24日　ＮＨＫラジオ生放送に五藤店長出演
　　　　「ふるさとラジオ ちょっと寄り道 道の駅」13:05～放送 1 月

55名参加

特産品 ！！
◆ 巻き１－グランプリ最優秀賞  ＂へそ巻き "  登場! !
　11月に行われた北播名物・巻き寿司をテーマにしたイ
ベント「ハートにぐるっと！北播磨巻き寿司街道」で、
西脇市の藤原さんの「へそ巻き」がオリジナル巻き寿司
コンテスト「巻き-１グランプリ」の最優秀賞に輝いた。

黒田庄牛、キクイモ、卵など、
地元の味をぎっしりつめこんだ
「地産地消」の逸品「へそ巻き」
が、道の駅北はりまエコミュー
ジアムにお目見え。毎週土曜日
限定販売で、1パック480円。
ぜひ、ご賞味ください。

◆ 新発売＂和風コラーゲンスープ＂
　かみ特産品クラブのみつばグループが和風
コラーゲンスープを開発。加美区の特産品、
播州百日鶏の手羽先、手羽元、地元の野菜を
長時間じっくり煮込みコラーゲンたっぷりの
濃縮スープの素で、一
袋に3～4カップの水
と好みの調味料でオリ
ジナルなスープを楽し
める。コラーゲン効果
はかみ特産品クラブの
お墨付き。１袋(100ｇ)
￥368。好評発売中！

道の駅北はりまエコミュージアムで買える！

判が
で作っ

毎

2010年

  12  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

【事務局】
・年末 30 日 ( 木 ) は 17 時で閉館、新年 3 日開館、
4日 ( 火 ) は臨時開館、17 日 ( 月 ) は臨時休館です。

【広報部】
・１月の情報コーナーショーケース展示は 1/8（土）
から展示替えで「鏡台展」が始まるコヤノ美術館
西脇館です。
・会員対象のサテライト訪問は 1/10( 祝 )９ :00 ～
清水の西宮神社ゑびす祭と春蘭荘です。年 1 回の
行事をじっくり見学後春蘭荘で温まりましょう。
2/14（月）はココロン那珂で昼食（実費）後ラベ
ンダーファームでドライフラワーのブーケ作りに
挑戦。材料費は 400 円です。
・よく知られているサテライトとその周辺サテラ
イトを季節に添った「今月のおすすめコース」（マッ
プ付き）として毎月紹介します。先ずは
「へそ★へぇそぅコース」。HP やでんくう総合案内
所で配布しているチラシをご覧ください。

【プログラム部】
・3/13 に日本一長い散歩道 in 黒田庄は黒田庄中
学校→末谷池公園周遊（展望台）→瀧尾神社→荘
厳寺（講話、昼食）→稲荷神社（黒田城址）→八王
子神社→JR 黒田駅近くを歩きます。ちょうど稲荷
神社では二ノ午のまつりで餅まきが行われます。
いくつ餅をもらえるでしょうか。参加費は 500 円
で、でんくう総合案内所 9時 15 分集合です。

【サテライト部】
・サテライトスタンプラリーは 11 月末で締め切
り、290 人の応募の中から 25 名の方に当選賞品
をお送りしました。1 等 5000 円相当の特産品詰
め合わせ： 佐古和佳奈様（高砂市）、西山ゆきの様、
藤本久美様（多可町）他。
・新登録サテライトの紹介
「ガーデンやまぼうし」多可町加美区門村　酒井
由紀子さん（代表）…花大好きさん達の集うガー
デンサロン
「さぬきうどん優」西脇市寺内　中村雄一さん（代表）
…麺もだしもおいしく、人に優しく、人との和を大切に!!

１２月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
「なつかしい味」がここにある

○ 西脇大橋ラーメン
西脇市上野字大谷山432-7　TEL: 22-4886

　赤い暖簾をくぐり香ばしい
醤油と甘くいい匂いが満ちる
店内へ。お昼時の混雑する前
にと 11 時半に行ったが、駐
車場・店内ともに満員寸前。
メニューは特製播州ラーメン

￥600とジャンボ￥1,080にご飯のみのラーメン専門
店だ。店名「西脇大橋ラーメン」の由来は、先代の
店が西脇大橋のたもとにあった事からきている。今
や全国にご当地ラーメンが数々あるが、こと播州ラ
ーメンは播州織の最盛期に各地から多く集まった機
織り工場で働く女子従業員の好む味に合わせ、甘口

のスープが特徴の醤油
ラーメン。具はチャー
シュー、モヤシ、海苔、
ネギとオーソドックス
だが、だしの効いた甘
さと具のバランスが絶
妙。 

持ち帰りラーメン
は 1 人前の麺、ス
ープ、具がそれぞれ袋に入り￥ 600。自宅で待つ家
族へのお土産に播州ラーメンお持ち帰り用は麺とス
ープが3食分入った箱入り￥1,150(要予約)。わたし
も土産にすることにした。関西出身の私には、初め
その甘口がもう一つなじめなかったが、今では馴染
みのおいしい味となった。スープに自然の旨み（ 玉
ねぎ・野菜のほか、豚骨、鶏ガラ、魚のダシをブレ
ンド ）がしっかりとあり、変わらぬ味を守る店主の
心意気がプラスされている。ラーメンを堪能して店
を出る頃には店外に席を待つ数人の列ができていた。
ネット検索でも多数の HP が西脇大橋ラーメンを取
り上げている人気ぶりだ。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　「ラーメン券３食分」でした。
　おめでとうございました！

サテライト訪問ではその味を堪能。



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～ 18時
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

１月のでんくう自主企画１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

　　　　　　　　時　間：10 時～
　　　　　　　　場　所：でんくう総合案内所体験教室
参加費：100円　事前申込み不要。材料が無くなり次第終了。

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー１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）

１月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

1(元旦)13時～　大衆演劇「剣戟はる駒座 津川竜」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￥2100◆23-2611　
2(日)13時半～　子ども科学教室 ぐにゃぐにゃだこをつくろう　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　入場者は無料◆23-2772
4(火)～3/27　10時～　第53回企画 横尾忠則　各界肖像画展　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　入館料：大人￥310　月曜休館◆23-6223
8(土)～14(金)　西脇幼稚園展示　西脇市寺内でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

8(土)13時半～　新年を祝う♪紅白の勾玉作り　多可町中区 那珂ふれあい館　参加費:￥350 (勾玉2個)　◆32-0685
8(土)19時半～　夜のスターウォッチング　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　参加費:￥200　要申込　◆23-2772
9(日)10時～　2011年 耐寒登り初め!!　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　ぜんざい振舞い　参加費:￥300　要予約　◆30-0050
10(月)10時～　春の七草粥づくりと凧揚げ　多可町中区 なか・やちよの森公園　凧づくり・凧揚げに挑戦　参加費:￥600　要予約　◆30-0050
14(金)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　第2・4金曜開催(～2月)　1回￥500　◆28-5120
16(日)8時～　西脇市駅前の朝市　西脇市野村町 JR西脇市駅前広場　特産品や地元農家産の野菜販売　◆23-4639(駅周辺活性化推進委員会)

16(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(日)8時～　えき益ゆうきの駅前朝市　西脇市黒田庄町岡JR黒田庄駅前広場　巻き寿司・新鮮野菜・特産品販売　◆28-5880
23(日)10時～　夢蔵デー　多可町中区天田 ふるさと工房夢蔵　さけ・さば寿司・播州歌舞伎まんじゅう等この日のみの特産品販売　◆32-4477
23(日)10時～　森を育てよう！山作業機械の安全講習会　多可町中区 なか・やちよの森公園 湖畔の広場　参加費:￥500　要予約　◆30-0050
28(金)～30(日)10時～　シルクフラワーアレンジメント展示会　でんくう総合案内所体験学習室　主催:ガーデンやまぼうし　◆25-2370

４日(火)

体験教室
干支のキーホルダーづくり

2/27(日)
予告予告予告

行　程：三宮→でんくう→農村婦人の家（味噌作り・ココロン那珂の昼食）→
　　　   量興寺→ラベンダーファームのブーケ作り→ふるさと工房夢蔵

サテライト巡回バスツアー

味噌作り体験とラベンダーブーケ作り

2011年

  1  月 17 日（月） は 臨時休館いたします。

 でんくう総合案内所　でんくう総合案内所　年末年始休館年末年始休館 の お知らせ お知らせ  でんくう総合案内所　年末年始休館 の お知らせ 

17（月）、18（火）と連休となり、ご迷惑をおかけしますが
よろしくお願いいたします。

12 月 31日(金)  ～ 1 月 2 日(日)  は
　休館 いたします。
   1 月 3日(月)より新年の開館。4日(火)臨時開館。

2011年

よろしく
ね！

★同日、ぜんざいの振る舞いと
　ファイアーベンチャーズの演奏もあります！

満員御礼！定員に達しました


