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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！

　【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】２/２０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
　　　★1 月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！ 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入浴券3000円をプレゼント！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

※ 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200あまり
　紹介されています。

ラドン温泉　お隣には桜公園があります



新年こと初め
4日　ぜんざい振舞いと体験教室  干支のキーホルダーづくり

お土産とお腹がいっぱい、やせるは財布ばかり！
17日　特産品部研修バスツアー　　79名参加　

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

14日　コープこうべ情報誌｢ステーション｣兵庫の道の駅特集取材　五藤店長対応 
24日　ＮＨＫラジオ「ふるさとラジオ ちょっと寄り道 道の駅」13:08～7分間  大谷駅長生出演

28日　神戸市兵庫県民会館でひょうご観光ボランティア発表会　でんくう案内人出席

 1 月

 ２月

2011年

  1  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

　肌寒い中、新春恒例のぜんざい振舞いが行われ
た。炭火で焼いたお餅は絶品で「柔らかいおもち」

という声も聞かれ、冷え
た身体も温まり「おいし
かった」という声が多く、
大好評で 350 食用意され
たぜんざいは昼ごろ振舞
いを終えた。
　同時に会場では、ファ
イアーベンチャーズが、

軽快なリズムにのせてお正月
にちなんだ曲を演奏し拍手喝
采。暖かい日が差し始めた中ベンチャーズサウンドが
鳴り響き、新年の始まりにふさわしい雰囲気になった。
　また、体験教室では干支のキーホルダー作りが行わ
れ、木を切る作業は大人との共同作業、ウサギの形を
組み立てていくのは子どもたち。こうぞの木が、今す
ぐにでも飛びはねそうなウサギへと形を変えていく。
出来上がった作品に皆さん大満足で笑顔で体験教室を
あとにした。

　前日からの大雪で、多可町の人は雪かきをし倍
の時間をかけ集合場所に到着。西脇でもうっすら
と雪が積もり、それぞれに苦労された様子。予定
より15分遅れで2台の大型バスは出発！
　道の駅しらとりの郷・羽曳野には商工会が運営
する「タケル館」とＪＡ大阪南農産物直売所「あ
すかてくるで」がある。バスは 9 時半に到着、開
いているタケル館に。地元産品や交流のある地域
の商品がすっきりと陳列され、靴下が安いと買占
める人や、肉や地酒の他専門店のようなめずらし
い品もありしっかりお買いもの。10 時に農産物直
売所へ。参加者に一番人気だった所。売上が近畿
一と言うだけあって、広い店内にお花、野菜、お米、
加工品とスーパーのように品種別に陳列されてい
るので、お目当ての野菜を探しやすい。また鮮度
もいいし、価格も安い、パッケージもスッキリ。

やはり皆さんしっかり購入。
　次は和歌山マリーナシ
ティーの一角、黒潮市場に。
施設内は魚屋のような、土
産物屋のような。時間をか
けて品定めをし、どっさり
のお土産。マグロの解体ショーはみごとな包丁さばき
を、一目見よう、カメラに収めようと多くの人だかり。
1 時にようやく昼食のバイキングに。お腹がすいたの
で写真を取るのも忘れ、食事に夢中でした。マグロの
刺身、多種の梅干しなど、和歌山ならではのメニュー
もあり、皆食べ過ぎた様子。
　紀三井寺はすぐ近くで、ガイドさんから 200 段以上
の石段を登ると聞いて、バスに残
る人もいた。山門からは各自自由
に参拝。拝観料を払って新仏殿に
入った人は、見晴らしも良く真新
しい観音様を拝めてよかったと満
足気。今回は兵庫県を飛び出し、
遠方を回ったため車中の時間が多
かったが、退屈しない企画も用意
され18時40分無事帰着。



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・総会を 5/16( 月 ) 開催と決定。これに向け各方面
の案内など準備を進めていきます。

【広報部】
・２月の情報コーナーショーケース展示は春日焼
龍胆窯、国内外の賞を受賞されている松内さんの
陶芸作品などの展示です。
・会員対象のサテライト訪問は２/1４( 月 )12:00 ～
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。次回は 3/15( 火 ) に春日焼龍胆窯
を訪ね松内さんの手料理を頂きながらサテライト
の魅力を五感で味わいます。

【特産品部】
・通常販売している巻き寿司は節分の予約を 2/2
( 水 ) まで受け付けています。予約いただいた方に
は心ばかりのプレゼントがあります。

【プログラム部】
・交流バスツアー「さくら・桜といちご狩り」は
4/10( 日 ) 三宮発⇒西神中央⇒でんくう⇒観光農
園「篠田いちご園」⇒西脇公園 ( 昼食は黒っこマ
ザーズの弁当）/ 西林寺⇒福谷公園⇒帰路　おと
な￥3,700、子ども￥3,200 で企画中。コースは多
少変更あり。

【サテライト部】
・新登録サテライトの紹介
   [鮨・割烹 万松 ]西脇市高田井町 大瀬良佳法(代表)
　和の伝統と進化する日本料理
 ・魅力探訪紀行七 (￥800)、まるごとガイド 23 年
版ともに順調に編集作業が進んでいます。4 月の
発行をお楽しみに。

【事務局】
・兵庫県ボランティア災害共済（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し込みくださ
い。掛金は 500 円です。

１月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
黒田庄駅及び周辺活性化住民組織

西脇市黒田庄町岡643　TEL: 28-5880

　あわただしい世間から離
れて昔と現在をつなぐよう
に静かに時を刻む駅、加古
川線沿線「JR 黒田庄駅」。
線路わきの樹木には野鳥が
巣を作り、ホームに立つと
黒田庄町の山並みと田園風
景がのどかに広がる。

　平成１７年、新しくなった駅舎（あつまっ亭）は、
コーヒーや軽食を楽しめる喫茶サロンを備えた待合
所や北はりまの芸術家の作品を展示するミニギャラ

リーがあり、周辺住民
の憩いの場やえき益ゆ
うきの活動拠点として
も利用されている。ま
た、黒田庄駅前で月２
回開催される駅前朝市
では、黒っこマザーズ
の黒っこ巻き寿司やマ

ニパンカラギヤの天
然酵母パンの販売、
地元で採れた新鮮野
菜は人気を集めてい
る。
　「温かくて心が通うあつまっ亭を黒田庄の交流拠点
にしよう」と電車を活用したイベントの開催や黒田
庄駅周辺のハイキン
グ・登山の案内など
えき益ゆうきボラン
ティアスタッフの奮
闘は続きます。　　
　　　　　　ふじた

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　明石焼きゆっくり屋の明石焼き３食と
　あつまっ亭　コーヒー３杯の無料券
　おめでとうございました！

　　

○ えき益ゆうき

電車をみながらのんび～り喫茶タイム
コーヒー 300 円
モーニングセット 350 円（～１１時まで）

駅舎内ミニギャラリー
展示作品募集中！出展は無料。

ちょっと懐かしいような心和む空間

駅舎でのんびりランチタイム
明石焼きと黒っこ巻き寿司



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

2月のでんくう自主企画2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

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー２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）

２月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

18日(金)　第2回サテライトセミナー

　　　　特産品開発の喜びと苦悩・
　　　　　将来への展望と課題

時間：19時～21時
場所：でんくう総合案内所体験学習室
発表サテライト：
あさひ屋（西脇市）、エアレーベン八千代（多可町）
ジェラテリアふれっしゅあぐり館（多可町）
定員：50名　入場無料

27日(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

待って
ま～す

！

満員御礼！定員に達しました

3/13（日）日本一長い散歩道in黒田庄
集合：でんくう総合案内所前駐車場9時15分　バスで移動
行程：黒田庄中学校→末谷池公園周遊（展望台）
→瀧尾神社→荘厳寺（昼食）→稲荷神社（黒田城址）
→八王子神社→JR黒田駅近く約7ｋｍを歩きます。
★稲荷神社では二ノ午のまつりで餅まきが行われます。
参加費：500円
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具、歩きやすい服装

・いちご狩り【要予約】　西脇市明楽寺  観光農園「篠田いちご園」◆25-8888　／　多可町加美区箸荷「箸荷いちご園」◆36-0862
・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
・11時～15時　ランチ パスタ＆ケーキセット「Ｔubaki」始めました　多可町八千代区 エーデルささゆりレストランリンデン　￥880　◆37ｰ1200
・13時～　大衆演劇「近江飛龍劇団」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   入泉料￥2100　休演8・28日◆23-2611　
【毎週土日開館】11時～　鏡台展　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　大人￥800　子ども￥300　ココロンカードで無料　◆06-6358-7555
9(水)13時半～　余暇村公園冬のバラ選定講習会 　多可町中区 北播磨余暇村公園　￥100　剪定鋏、革手袋持参　◆32-1543
11(金)18時～　美食会　西脇市 西脇ロイヤルホテル２Ｆグランドホール　和洋折衷フルコース￥15,000　ドリンク、税・サ込　要予約◆0120-618-033
11(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 1回￥500  指導：横山文和さん【第2・4金曜開催】　◆28-5120
12(土)10時～15時　たき火の日　多可町中区 なか・やちよの森公園　火を囲んでココロもカラダもぽっかぽか　参加費￥300他　◆30-0050
12(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1000円【第2・4土曜開催】　◆28-5120　　
13(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
13(日)10時～　アトリエシリーズＶＯＬ．3杉山直樹展～3/5　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　アトリエは無料　月曜休館◆23-6223
20(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)

20(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）　
26(土)13時半～　ハーブでバスタイム　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　要予約◆32-0685　　

節分の巻き寿司
予約承り中
2/2(水)までにご予約頂いた方に
心ばかりのプレゼントを用意


