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　【記入要項】クイズの『 サテライト名 』、氏名、住所、電話番号、広報紙にゅーす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】10/２０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　にゅーすでんくうクイズ係
　　　　　　　②メール：qu i z @ k - d e n k u . c om
　　　★9 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。正解者の中からお1人に、サテライトが
掲載されている「北はりま魅力探訪紀行七」他をプレゼント！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

で　　　　ん　　　　く　　　　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。

※サテライトとは 北はりま田園空間博物館に

 どこのサテライト？クイズ

　神社は数あれど、秋祭りのあばれ太鼓は有名。今年は10月8･9日、ぜひ見てみたい。
神社の階段を登り拝殿前から街並みを見下ろせば正面に西脇ロイヤルホテルが見えた。
あばれ太鼓を見逃した方は最後の練り合わせが9日4時から西脇ロイヤルホテル前で行われる。



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

  6日　兵庫県庁でひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会　丸山代表出席
30日　静岡県奥浜名湖田園空間博物館の管理団体「やたろう」の2名が視察

11日　西脇市立西脇小学校の地域を知る体験教室　でんくう案内人内橋が出張講座

 ９月

 10月

2011年

  9  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

おいしいお肉に笑顔！　25(日)バスツアー「燻製作りと黒田庄牛バーベキューと桧皮葺匠の里」　 34名参加

美しい花と台風被害を見ながら・・　18(日)散歩道「梅花藻とオープンガーデンをたずねて」　40名参加

     残暑の中みんな頑張った！ 　
11（日）第9回でんくうまつり     　　3,500人来場　　　　　

　台風15号で心配だったお天気も、蒸し
暑いながら雨に降られず歩き通すことが
できた。
　９月３日の台風12号により予定してい
たハーモニーパークにはバスが上がれな
いと判断し、ジェラテリアふれっしゅあ
ぐり館からの徒歩出発にした。
　まず大袋で清流にたなびく梅花藻の可
憐な花を愛でる。さらに山登りよりきつ
い坂道を登り閑念邸のガーデンに着き、手入れされた里

山の風情あるお庭を拝見し、庭主さんの
お話を伺いながら休憩させてもらった。
　台風で荒れた杉原川を見ながらラベン
ダーパーク多可へ。咲き残りのラベンダ
ーもありゆっくりお昼ごはん。帰りは杉
原川沿いにあぐり館まで。お楽しみのジ
ェラ－トを食べて歩き終了。
　初めて参加の方もあり、楽しんでもら
った様子。次回は11月20日西脇市まち歩

きの予定。

　でんくう総合案内所で休憩、お買い物後、東はりま
日時計の丘公園に到着。
　燻製作り体験は井上吉一さん（篠山市）の指導で、

用意した肉の説明や手順を教わ
る。 燻製はいい香りとおいしそ
うな色を付け、保存性を高める
もの。井上さんは「いい色にな
りましたね。ベーコンはもう少
し色を付けましょうか」と一人
ひとりに指導。それぞれ 1時間
ほどで仕上がり。 
　続いてのバーベキューは JA

みのり特産開発センターで購入した正真正銘の黒田庄
牛と地元の新鮮野菜もたっぷり。こちらの段取りが悪く、
怖い顔されていた方も食べ始めるとすっかり笑顔に。  
 　満腹後バスは黄金色の稲穂が美しい田園風景の中を
走り、大城戸社寺屋根職人の作業場へ。重要文化財を
支える伝統技術を間近で見る機会はめったにないと、
大城戸勘二さんの手さばきを見つめる見学者。 続いて桧
皮葺き作業をミニチュアの屋根で実演。口に竹釘を含み、
次々と竹釘金槌で手早く打ち付けていく。  
 　最後に今年 6～ 7 月に大城戸さんたちが葺き替え作
業をされた八幡神社の神殿を見学。真新しい桧皮葺は
輝いているように見えた。

　1週間前の台風12号の後片付
けを所々していたが、快晴の
イベント日和で例年より多い
来場者だった。
　虹の会工房の樽太鼓でステ
ージのオープニング。小学生
を中心にしたよさこいチーム
K-Dreamはかわいらしさも魅

力。ファイアーベンチャーズのバンド演奏に合わせ和輝
愛逢が華やかに踊り、ハワイアンフラ西脇アロヒのフラ
ダンスがムードを盛り上げた。その他ステージで、はら
☆しょうたと仲間たちのマジックショーやコント、三田
音頭保存会の三田音頭、日本南京玉すだれ協会の大道芸

など。最後は
K-Dreamと我夢
射楽、4体のゆ
るきゃらも一緒
によさこい総踊
り。 
　フリーマーケットは73ブースも出店。ラベンダーパー
ク多可のリース作りとフラワーポットの体験教室。青空
市はJAみのり特産開発センターのコロッケ、黒糖丸本舗
の焼きそばなど。総合案内所情報コーナーでのクラリネ
ット演奏もあり、盛りだくさんの企画に来場者はそれぞ
れに楽しまれた様子。
　暑い中でのイベント準備から運営・片づけまで、でん
くう関係者、西脇北高校の生徒さんなど多くの協力があ
り無事終了した。 

▼ゆるキャラたちと記念撮影の虹の会工房

▲シンプルな行程にもポイントが

▼水路の中で涼しげに咲く梅花藻

▼初登場ながらムード満点のハワイアンフラ西脇アロヒ



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・10 周年記念パーティー実行委員会が結成され準
備が始まりました。
・案内人が企画発行する「ぶらぶら探検マップ③」
は鹿子神社から金蔵山金蔵寺です。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は播州織
の専門店 The nuno（布）です。播州織の美しさ
をご覧下さい。
・会員対象のサテライト訪問は 10/18（火）10 時
から金刀比羅神社 ( 多可町中区鍛冶屋 ) です。次
回は 11/10（木）に The nuno（布）を訪問します。

【サテライト部】
・11 月はバスツアーが 3日間、サテライトセミナー
もありその準備で大忙し。ご協力よろしく！

【プログラム部】
・第 34 回日本一長い散歩道を歩こう「もみじに
染まってぶらぶらまち歩き」は 11/20（日）9 時
30 分集合→西脇小学校木造校舎→播州織工房館・
旧来住家住宅・情報未来館 21・梅吉亭・The 
nuno（布）→童子山公園→西林寺→西脇公園→で
んくう。今回はバスは使わずでんくうから出発、
帰着。全長 8km、参加費 500 円です。

【特産品部】
・毎年恒例の研修バスツアーは定休日がなくなっ
たため 1/18( 水 ) を臨時休業とし、「人と防災未来
センター」、野菜直売所「六甲のめぐみ」他へ行
きます。詳しくは直接案内を出しますので、参加
希望の方はスケジュールを空けておいて下さい。

９月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
地域の文化情報発信基地

多可町中区中村町135　TEL/0795-32-1300　　

★クイズ正解者へのプレゼント
は  …今年の「登紀子の酒」と
ベルディーホールが掲載されて
いる北はりま魅力探訪紀行［七］
でした。

　　

○ ベルディーホール

▲舞台から客席に向って

▲キャットウォーク (客席天井裏 )　　メインゲスト用楽屋はバス･WC付き　　　ロビーの屋上から中区の街並み

　残暑厳しい日のなか、　まず案内に従いメインホールへ･･･何と舞台袖から入り、
普段上ることのない舞台上に立っていました。いつもと逆で、扇の要からの目線と
なり広々とした空間が目の前に。役者になった気分で圧倒感と高揚感がありました。
　ここは昨年20周年を迎え、それを支えてきたのは文化会館評議員やVOC（ボラン
ティアオペレータークラブ）、文化連盟の尽力があってこそとの説明。またベルディー
ホールといえば加藤登紀子さんが毎年 10月 1日にコンサートを開くことで有名。併
せて山田錦の田植えから、杉原紙を使用した登紀子さん直筆ラベルのブランド酒の
販売まで企画。
　客席の可動式座席は使用目的により、階段席・平土間・間仕切りがあり、３パター
ンのホールの顔を持つ。座席移動のスイッチを押すと、パタン、パタンと連なった
座席ごと背もたれが前に倒れ、その後座席の土台ごとホール後方に収納されていく
術は大型ロボットの変身でも見ているようで感動！舞台にはこれまた可動式の音響
反射板があり、これがコンサート等の音響を抜群に引き立てます。
　お話の後は各所の冒険に！メインゲストの楽屋、その他の方の楽屋、照明調光室、
映写室、キャットウォーク（座席頭上の天井裏、高い！）等々、興味津々。これだ
け良い施設はドンドン集客・利用しないとモッタイナイ・・と改めて感じました。
そうそう、ベルディーとはスペイン語で” 緑” を意味するそうです。

▲照明調光室のスッポットライト

▲背もたれを折りたたみ中の座席

利用時間/9時～22時
休館日/月･火曜（第3週は日･月）祝日、12/29～ 1/3
http://www.takacho.jp/verde/ 



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）

◆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

10月のでんくう自主企画10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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー10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）

10月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2011年

で　　　ん　　　く　　　う

11/13(日)北はりまを1日楽しむバスツアー
　　　「東山古墳まつりと子ども播州歌舞伎」　
行程：8時三宮→8時40分西神中央→でんくう総合案内所→
東山古墳まつり（那珂ふれあい館及び周辺で東山古墳群巡りと
子ども播州歌舞伎の見学、ふるさと工房夢蔵の特製弁当の昼食)
→北播磨余暇村公園→でんくう→西神中央→17：30三宮帰着予定
参加費：ひとり2,500円
定員：40名　歩きやすい服装でどうぞ

11/26（土）～27(日)北はりまを1泊2日で楽しむバスツアー
　　　「千ヶ峰登頂と田舎芝居体験」
行程：26日　8時三宮→8時40分西神中央→でんくう→コヤノ美術館西脇館→エーデルささゆり(昼食）→聖観音立像→那珂ふれあい館
　　　　　　→北播磨余暇村公園→ココロン那珂（箸荷の素人芝居による田舎芝居体験・宿泊）
　　　27日　ココロン那珂→千ヶ峰（ふるさと工房夢蔵の特製弁当）→春蘭荘→ジェラテリアふれっしゅあぐり館→三宮17：00帰着予定　
参加費：ひとり9,800円(1泊4食付)　　定員：27名　　※雨の時は行程を変更します。

ボクは秋が
大好き！

　おいしい
物がいっぱ

い

16(日)あぐり体験バスツアー　　　　秋の収穫体験
　　　稲刈り・サツマイモ掘り・餅つき
集合：8時30分三宮→西神中央→でんくう総合案内所
内容：西脇市明楽寺町の田畑で農業体験
昼食：自分たちでついた餅（きな粉・大根おろし）
　　　サツマイモ入り味噌汁など
参加費：おとな3,500円　小学生1,800円　未就学児童無料
持ち物：お茶、帽子、タオル、軍手、着替えなど
※お土産のもち米1kgとサツマイモ1kgはおとなの参加者のみ

予告予告予告

1（土）11時～17時　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町  コヤノ美術館西脇館　大人800円　小中学生300円　【毎週土日開館】　◆06-6358-7555
1（土）～13（木）　村上しま子の　明治、大正、昭和のミニ着物展　西脇市西脇  旧来住家住宅　月曜休館　◆22-9119西脇ＴＭＯ
1（土）13時半～　秋桜　ときめき　コンサート　西脇市鹿野町 こみせん比也野・ホール　出演者「なちゅれ　デュオ」　◆24-0120　
2（日）～2012年3/25　第55回企画展 横尾忠則展 後期　西脇市 岡之山美術館　大人310円／高･大学生210円／小・中学生110円　◆23-6223
2（日）14時～　西脇南中学校フレッシュコンサート　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　曲目：アルメニアンダンス パート１,I wish for You , 他

4（火）～31（月）　ごとうみのる展　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　10(祝）13時～　会場にて巨大書き下ろしパフォーマンス　◆36-1616
8（土）～10（祝）　シルバー人材センター作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370　

14（金）～16（日）　東北播中学校美術展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　最終日16日は午前中まで　◆25-2370

15（土）14時～　西脇中学校吹奏楽部　ハート♥ふるコンサート　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　ゲスト出演Drs小谷康夫・ Sax小谷里香

15（土）18時半～　講談 比也野里歴史物語　西脇市鹿野町 こみせん比也野　講談師 旭堂南海　姫たちの戦国物語他　500円　◆24-0120
16（日）10時～　ワークホームタンポポ  バザー　西脇市大野 ワークホームタンポポ　雨天決行　日用品、野菜色々、喫茶･軽食コーナー◆22-8149

16（日）10時～15時　月に1度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ500円、コーヒー200円（クッキー付き）【毎月第3日曜】◆22-8180（当日のみ）
16（日）10時～16時　竹の大根おろし器づくり　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　雨天決行　800円　◆30-0050
16（日）14時～　八千代グリーンエコーズ25周年記念コンサート　西脇市 アピカホール　ゲスト：渡辺麻衣 (ソプラノ)要整理券　◆37-1721（吉位）
22（土）10時～15時　初心者向け “秋の山歩き講習会”　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　講習+軽登山　200円　◆30-0050
23（日）13時半～　体験講座 ハンドクリーム作り　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　体験料+材料費1,000円　◆36-1616　　
29（土）～11/3（祝）　西脇市美術展　市展　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　日本画、洋画、彫塑、工芸、書、写真、デザイン　◆22-5996西脇市教育委員会　


