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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】北はりま田園空間博物館（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】４/２０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 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
　　　★３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プレゼント！

※ 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。

川の向こうに素敵な工房

　　橋を渡ると自然の中にさりげなく

　　　　置かれている陶芸作品が迎えてくれ

　　　　　アトリエの中も数々の力作がずらり！

写真のサテライトはどこでしょう？



　　
東北関東大震災お見舞い申し上げます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月の義援金は￥48,524でした！

福をもらった、幸せ感じた1日
　　　　　　　　13日　日本一長い散歩道を歩こう「お餅を拾って福をもらおう」　39名参加

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

  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
  7日　京丹波町桧山地域振興会13名視察　丸山代表、足立副代表対応
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

10日　神戸市西区 西神さくらまつり　特産納入者有志出店

 3月

 4月

2011年

  3  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

特産品販売コーナー レジ横に義援金
箱を設置。たくさんの募金ありがと
うございます。毎月〆で日本赤十字
社へ送金いたします。また、今後も
ご協力お願いいたします。

黒田のせせらぎ遊歩道に設置している
散策マップ

　周遊散策道がある末谷池

末谷池展示室では昔の人々が知恵と力を
集結して造った資料が展示

　震災から時がたつにつれて、少しずつ改善されてい
ること、ますますつらい状況になってきたこと等日々
報道されています。阪神淡路大震災や佐用の水害と違
い、遠方です。駆けつけてお手伝いするよりは、その
交通費を義援金にする方がいいのでは、それでも何か
できないか。
　そこで、「種をまきましょう！」

  晴天の中いざ出発。せせらぎの遊歩道を力強く歩みを
進める。澄んだ空気を体いっぱいに感じながら末谷池を
一周、壮大な景色に感動。末谷池展示室では、地元の藤
原輝吉さんの説明を聞きながら木桶管や石碑を見学、末
谷池改修の歴史にふれた。
　瀧尾神社は、タケミカヅチノミコト・アメノコヤネノ
ミコト・スサノオノミコト・アメノフトタマノミコト・
オオトシカミの五祭神を祀ることから江戸時代には五社
大明神と呼ばれていた。鎮守の森のトンネルをくぐり境
内へ、お参りをする人や見学をするひとも。「コウモ
リ」いるかな？と少し寄り道をし、末谷池からつながる
コウモリの住む導水路の中を覗き込む。
　荘厳寺に着くと、階段の数を数えながら、鐘楼の鐘を
鳴らし、鐘の音に酔いしれながら本堂を目指す。昼食
後、住職の話を聞きながら遠い昔に思いを寄せる。　
　ニノ午祭典では、地元の人に交じり豪華景品を目当て
にくじ引きや餅投げに参加。餅投げでは「こっちに投げ
て」と、大きく袋と両手を広げアピール。稲荷神社を出
る頃には、袋いっぱいの景品やお餅を抱えていた。
　八王子神社では、再び藤原輝吉さんの説明を聞きなが
ら神社の歴史に触れた。神社を包み込む景色がここまで
歩いてきた疲れを癒してくれ、参加者には好評の散歩道
だった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　

被災地を思いを持ち
続け、支援していく
ために花や野菜の種をまきましょう。大きく育った時、
でんくうのイベントで販売したり、特産品として納入
しそれを義援金・支援金にすることもできます。
　1 日も早い復興を願い、私たちにできることをして
みませんか。

荘厳寺本堂では静寂が迎えてくれる

にぎわった二ノ午の餅まき



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・総会は 5/16( 月 ) に開催。サテライト活動報告はベル
ディーホール。ブレイクタイムもお楽しみに。
・正会員に藤本康子さん、田正司尚季さん ( ともに西脇
市 )、ふるさと会員に杉山公子さん ( 神戸市 ) が入会。
よろしくお願いします。

【広報部】
・4月の情報コーナーショーケース展示は黒豆菓子、黒豆パン、
黒豆コロッケなどを製造、販売している黒糖丸本舗です。
・会員対象のサテライト訪問は 4/7（木）11 時 30 分～
大山病院を訪問後、子午線ﾓﾆｭﾒﾝﾄまで加古川沿いを歩き
お花見します。5月は 5/17( 火 ) 福谷公園です。
・23 年度版でんくうガイドマップ ( サテライトマップ )
が完成しました。ご活用ください。

【特産品部】
・4月から無休になります。火曜日納品もお忘れなく。

【プログラム部】
・散歩道「オープンガーデンを訪ねて」は 5/22( 日 )9
時 15 分集合バスでいぶきの森→2 か所のガーデン→崇
福寺（昼食）→2 か所のガーデン→ふるさと工房夢蔵ま
で約 10kmの行程。参加費は￥500 です。
・好評のホタルバスツアーは 6/10( 金 ) 三宮発、6/11( 土 )
明石発で、14 時出発→浄土寺 ( 小野市 )→でんくう→西
脇温泉へその湯 ( 入浴・夕食 )→木縫の里 ( ほたる観賞 )
→帰路。参加費はおとな \3,600、こども \2,600 です。

【サテライト部】
・新サテライト登録
《ハワイアンフラ 西脇 アロヒ》　代表：斉藤博子
心も体も癒されて踊りたくなる楽しいフラ笑顔でアロハ
・23 年度版まるごとガイドと魅力探訪紀行七 (\800) が
発行になり、関係者に送付します。しばらくお待ちく
ださい。たくさんの部数が必要な場合は事務局へ。

【事務局】
・新しくスタッフに越川由香里さんを迎えました。よろ
しくお願いします。

３月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
みんなが大好き！

多可町加美区寺内旧加美商工会前　TEL＆FAX/0795-32-1532

　人気のたい焼きを求めて、
R427を北上。加美区に入り西
脇、寺内と信号を2つ通過後、
東側をよ～く注意しながら見
ていると、2 坪足らずの小さ
な建物。行列が出来ていれば
間違いなし。3 つ目の信号、

松井庄郵便局まで行けば通り過ぎている。
　創業62年。自家製あんは北海道産の小豆を使用し、
大きな釜でじっくり煮込んでいる。この甘すぎず絶
妙な味わいのあんが、たい焼きの中におさまらず、

はみ出さんばかり。これをあ
なたは頭から？、それとも尻
尾から？どちらでも味は変わ
らないはずだが・・
　ここだけの話、『あんこ』
だけでも販売してくれる。（約
700ｇ￥520）夏はカキ氷にそ

えて、冬はおしるこ・おは
ぎづくりにと、好評のよう。
　たい焼きが残ってしまう
ことはないだろうが、冷えた時はレンジで温めた後、
オーブントースターでこんがり焼き上げると中はふ
わふわ、外はパリパリのたい焼きの出来上がり！
　他に多可町中区東安田564の安田店（8時～9時）、
Ａコープ桜丘店（西脇市黒田庄町）店内レジ横でも
販売。
　店の奥の「千客万来」「商
売繁盛」の看板・書は、店
の宝として飾られている。
　肝心のたい焼きの味は、
食べてみるしかない！店主
宮崎さんのお話も楽しいの
で、ぜひ行ってみるべし。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　男女各1名に　たい焼き引換券と
北はりま魅力探訪紀行七 (掲載記事あり）
　おめでとうございました！

　　

○ 千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎

営業時間11:00～ 19:00　定休日水曜日
1匹120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）

◆開館時間9時～ 19時　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

4月のでんくう自主企画4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4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）

4月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

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

予告予告予告

2011年

便利になります
！

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

24日(日)　北はりま特産品展示販売

　　　　食・織フェアー
場所：でんくう総合案内所芝生広場
時間：10時～15時
【食】へそ巻き、黒っこまき（黒っこマザーズ）、
　はちみつ、黒田庄牛コロッケ（JA特産開発センター）
　焼きそば（黒糖丸本舗）、クッキーなど
【織】播州織製品、生地、健康ぞうり、
　にっしーグッズなど
・和輝愛逢とファイアーベンチャーズのコラボ演奏
・フリーマーケット40店舗（予定＊現在受付中！）　

10日(日)　交流バスツアー

　　　　さくら・桜といちご狩り　

5月8日(日)　おとなと子どものイベント　　　　ふぁみり～カーニバル
場所：でんくう総合案内所周辺・体育館
　　　　　＆ロータリーこどもの森
時間：10時～15時
★フリーマーケットは4/11より受付開始　

満員御礼！
定員に達しました

・草木染め初級講座受講生募集　多可町八千代区大和　なごみの里 山都　毎月第3土曜9時半～11時半　年10回￥5,500材料費別　◆38-0753
・第72回特別展　新収蔵品【選】展　～5月29日　西脇市童子山公園内　郷土資料館　月曜休館　◆23-5992
2(土)10時～13時　たき火の日　火を囲んでココロもカラダもぽっかぽか　多可町中区なか・やちよの森公園　火起こし体験から色 ・々・\200　◆30-0050

2(土)11時～16時　お雛様展示～24日　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　大人￥800　子ども￥300　【毎週土日開館】　◆06-6358-7555
2(土)13時半～　「MAKI  BAND 思い出の名曲」　西脇市 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　シカゴ、カーペンターズ、ビートルズ・・・一緒に楽しみましょう◆28-5120
5(火)10時～17時　アトリエシリーズＶＯＬ．1─福田好克展～23(土) 　西脇市岡之山美術館　月曜休館　アトリエシリーズは無料　◆23-6223
9(土)10時～15時　尾根筋縦走！“お花見登山”10km　多可町中区 なか・やちよの森公園　雨天中止　要予約\100　弁当、水筒他持参　◆30-0050
9(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　　
10(日)　菜の花まつり　～30日(菜の花の摘み取り)　多可町加美区観音寺の田んぼ他　猪肉、シカ肉料理、てんぷら他　◆32-2388多可町観光交流協会

12(火)13時～　芦屋小雁と東映剣会の芝居とバライティーショー　西脇市西田町 西脇健康ランド・ホテル　\6,500～3,500(弁当、入泉料含む)  ◆23-4224

16(土)10時～　ＭＯＡ山月光輪花ミニ花展～17(日)　西脇市西脇旧来住家住宅　体験：16日お花一輪ざし100円　17日お抹茶300円　◆22-5549
17(日)～27(水)　R４２７の日　北はりまロードフェア　多可町加美区 道の駅R427かみ 他　中心イベントは24(日)　◆32-2381多可町役場　

17(日)14時～　松田幸一ハーモニカライブ　西脇市　西脇市勤労福祉センター　一般3,000円　高校生以下1,500円　◆23-5323西脇労音

23(土)18時～　「地獄八景盲者戯」～じんたろうとつくも神の巻～　西脇市民会館大ホール　3,500円　人形劇団むすび座公演　◆23-3218西脇おやこ劇場（月・火・木・金）
24(日)10時～17時　アトリエシリーズVOL.2 竹中信清展　～5/14(土)　西脇市岡之山美術館　月曜休館　アトリエシリーズは無料　◆23-6223


