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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】３/２０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
　　　★２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。
正解者の中からクイズのサテライトより○○○○を男女1名ずつ、2名にプレゼント！

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。

人気の○○○○屋さん、あま～い香りが漂ってきます。
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　　苦労している人の話は興味深い！　　　　　　28名参加
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

五感で味わった春の１日
27日　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　39名参加　

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

15日　西脇観光協会資源開発部会　丸山代表出席
16日　和歌山県伊都郡かつらぎ町認定農業者8名視察　丸山代表、足立副代表対応
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・発表

6日　  なか・やちよの森公園運営協議会総会　池田副代表出席
20日　神戸市灘区水道筋商店街でまるごと北はりま展にプログラム部有志出店、でんくる出張

 ２月

 ３月

2011年

  2  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

　あさひ屋さんは昔ながらの
手作業、機械化されていない
作業場など、写真を見ながら
和菓子作りのお話。菓子作り
は好きなので、地元素材の新
製品開発は楽しく作っている

が、困るのはネーミング。時にはでんくう事務所スタッ
フにも知恵を絞ってもらう。遠方からでもお
客さんを呼べるここにしかない美味しい和菓
子を提供していきたいと意欲的。
　続いてこだわり豆腐のエアレーベン八千代。
地元産の大豆を使い、電子凝固と言う特殊製
法で、むらなく豆乳を固め大豆の甘味を残す。
豆腐づくり体験をすると、できたての豆腐の
甘さやおいしいさを知ってもらえる。他にも
ソバ打ち体験や豆腐尽くしのレストランで食

事をし 1 日過ごしてもらうこ
ともできる。多くの人に豆腐
のおいしさを伝えていきたい。
　最後に数々のユニークなアイスを開発しているジェ
ラテリアふれっしゅあぐり館。1 年に施設長が 2 人も
変わった時があり、職場作りに力を注いだ。そのかい
あって、地元食材を使った新製品開発には若いスタッ

フの協力も得、ヒット商品も生まれている。
酒大福は酒かすを入れることで、風味が出た。
今年の初夢から生まれたあぐり巻は、日本農
業新聞のトップページに掲載されたことか
ら、今でも全国から引き合いがある。今後も
安全な地元食材を活かし、アイス、ジビエ料
理を提供していきたい。
　熱い思いを語った3人。出席者は皆彼らの
手掛けた特産品を食べたくなっただろう。

　春の日差しの中、まず農
村婦人の家での味噌作り体
験へ。今回は４日かかる味

噌作りの最終工程、煮豆を冷まし、麹と混ぜ合わせ、ミ
ンチ機にかけ、樽に詰める作業。「初めて味噌作り体験
が出来、作る大変さや過程がわかって良かった」と皆さ
ん達成感を味わった様子。作業後は、味噌作りの工程の
説明を聞きながら、地元で用意された甘酒で一服。温か
い甘酒が力仕事を終えた体を癒してくれる。
　量興寺では案内人の説明を熱心に聞きながら寺院を見
学。鐘を鳴らしたり、お参りをしたりそれぞれ量興寺の
歴史に触れた。鐘の音色に歴史を感じつつ農村婦人の家
へ戻り昼食へ。
　昼食はココロン那珂の季節のお弁当と、昨年に仕込ん

だ味噌を使った具たっぷりの味噌汁。心のこもった
食事に会話もはずむ。食後、お土産の味噌 1kgを受
け取り、思い出荘へ。
　思い出荘ではラベンダーファームの指導のもと、
ドライフラワーのブーケ作り。ラベンダーの香りと
色鮮やかな花たちに見とれながらも皆さん真剣に作
業を続け、完成した美しく彩られたブーケに思わず
笑顔を見せる方も。
　最後にふるさと工
房夢蔵で、地域の方々
が真心を込めて手作
りした特産品のお菓
子や巻き寿司を買い
旅を終えた。



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・総会は 5/16( 月 ) 開催。多くの会員さんが出席さ
れることを願っています。

【広報部】
・3月の情報コーナーショーケース展示は季節に応
じたツアーを企画する神姫バス西脇案内所です。
・会員対象のサテライト訪問は 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。（定員に達しま
した。）次回は 4/7( 木 )11 時 30 分～大山病院を見
学した後、子午線ﾓﾆｭﾒﾝﾄまで加古川沿いをお花見
します。

【特産品部】
・4月より火曜日定休がなくなり、特産品納入者の
方は忙しくなりますがよろしくお願いします。ま
た、火曜日にもお買い物に来てくださいね。

【プログラム部】
・4/24( 日 ) は「北はりま特産食・織フェアー」を
でんくう総合案内所周辺で行います。また、「北
はりま食・織フェアー」の出店者 ( 無料 )、フリー
マーケット ( 有料 ) も募集中です。
・5/29( 日 ) にあぐり体験バスツアー「じゃがいも
掘りと田植えとさつまいもの苗植え」を実施しま
す。三宮発→西神中央→でんくう総合案内所→西
脇市明楽寺町の田畑。現地で炊き立てご飯と黒田
庄牛の肉じゃがの昼食、じゃがいも 3kg の土産付
きで \3,800。（子ども \2,000 お土産なし )

【サテライト部】
・すでにご案内しています地域外研修は、3/8( 火 )
に室津方面へ行きます。まだ少し余裕があります
ので、事務局へお問い合わせください。

【事務局】
・ボランティア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、
事務局までお申込みください。

2月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
体の芯から温まります

多可町加美区丹治　TEL/0795-36-1381　FAX/0795-36-1385

　　暖かいロビーに入
り、受付で300円を支払
って入浴。脱衣場は他の
入浴施設ほど広くはない
けれど、人が少ないので
充分。
　どこも寒い自宅とは比

べ物にならない広さと暖かさがありがたい。浴場に
はスロープと手すりがいたるところに付いているの
で、年配の人も安心。
　休憩室ではお弁当や飲み物の持ち込みもＯＫなの
で、湯上り後のんびりおしゃべりをしながら、ＴＶを
見てくつろげます。
　奥のホールや他の部屋では元気なお年寄りがカラ

オケをしたり、
ゲームや卓球な
どを楽しんでいました。看板を見ると老人福祉セン
ターとあり、管理は最近多可町社会福祉協議会にな
ったとか。一般の人もたったの 300 円！でその天然
温泉を利用できるのです。環境庁・運輸省許可「天
然温泉」財団法人日本温泉協会の看板がかかってい
ます。
　また、この周辺には桜公園、日光寺文殊堂、ラベ
ンダーパーク多可、ジ
ェラテリアふれっしゅ
あぐり館、ガーデンや
まぼうしと見どころ食
べ処がそろっています。
ついでに周辺を巡り、
お財布に優しいミニ旅
行はいかがですか。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　春蘭荘入泉回数券 (11回分 )
　おめでとうございました！

　　

○ 春蘭荘

利用時間：9時～18時（受付は17時半まで）
休館日：9月下旬に1週間、12月28日～1月1
日（1月2日初風呂、定休日はなし）
入浴：300円 (5歳以上 )
回数券：11枚つづり3,000円
タオル：200円
　 



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
　4月より定休日がなくなり年末年始以外無休
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

3月のでんくう自主企画3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 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー3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）

3月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

４月9日(土)　サテライト巡回ツアー

　　　　北はりまさくら街道と
　　　　　　　箸荷のいちご狩り
明石8時発⇒西神中央8時40分⇒でんくう総合案内所10時
行程：箸荷のいちご園でいちご狩り→桜公園でお花見
　→春蘭荘で昼食（ふるさと工房夢蔵の特製弁当）
　→金刀比羅神社でお花見
参加費：大人￥3,700　こども\3,200

予告予告予告

2011年

便利になります
！

13日（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

4月4月より火曜日定休がなくなり

　年末年始以外無休無休になります！

　　でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは

４月10日(日)　交流バスツアー

　　　　　さくら・桜といちご狩り

満員御礼！
定員に達しました

満員御礼！
定員に達しました

～5(土)　アトリエシリーズＶＯＬ．3─生きること・描くこと─杉山直樹展 　西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
5(土)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　【毎週土日開館】◆06-6358-7555
6(日)10時半～　映画「オカンの嫁入り」　14時～と2回上映　西脇市民会館大ホール　一般\700　高校生以下\500（当日\300増）◆22-5715　

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】　◆28-5120　　
12(土)13時半～　ハーブのブーケ作り　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　\600　講師：ハーブ＆ログスオミ牧美紀さん　◆32-0685
12(土)14時～　講談と落語の会　西脇市和田町 西脇ロイヤルホテル セント・マリチャペル　講談 :旭堂南海　落語:桂治門　\1,000　◆23-2000
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　【毎月第2・4日曜】◆28-5880
13[日]10時～　★森を育てよう！⑥“親子で森の手入れとネイチャークラフト”　多可町中区 なか・やちよの森公園　雨天中止　要予約　親子ぺア　◆30-0050　
14(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　1回￥500　指導：横山文和さん【第2・4月曜】　◆28-5120
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～【毎月第3日曜】◆22-8180（当日のみ）　
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)

27(日)13時半～　ブラックガム アカペラコンサート　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　
27(日)14時～　大西隆弘&美由紀ピアノコンサート　多可町八千代区 エーデルささゆり リーベ・リリエン　高校生以上\1,000　小中学生\500　◆37ｰ1318渡辺
27(日)13時半～　森の工作　～自然素材で自由にクラフト！～　多可町中区 那珂ふれあい館　\250　要予約　◆32-0685


