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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】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 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
　　　★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。正解者の中からお1人に、あま～い新鮮
なイチゴをプレゼント！

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。

 どこのサテライト？クイズ

お手製ののれんの奥にはいちごの
自動販売機が。
　　

バイパス道路から見えるハウス

真新しいハウス内はこれから赤くなる
いちごが鈴なり

ここのいちごなら手づくり
ケーキも大好評！



2012年

  1  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    新年おめでとう！のひと時　
4（水）ぜんざい振る舞い　　　　300食提供

 都会を楽しむバスツアー　
18（水）特産品部研修バスツアー　　87人参加

手づくり事始め 　
4（水）体験教室「干支のキーホルダーづくり」　　　26人参加

　朝からいいお天気に恵
まれ、ぼつぼつと人が集
まり始めた。毎年楽しみ
に来ている人もあり、炭
火で焼いた餅入りの温か
いぜんざいに一息。
　この会場の一角ではフ

ァイアーベンチャーズの生演奏もあり、華やいだ新年
らしいひと時を来館者もスタッフも楽しんだ。予定の
300食は13時過ぎに終了した。

　毎年申し込み開始1日で
受け付けを終了してしま
うほどの人気企画。その
うえ気になる神戸へ格安
で行けるとあって、キャ
ンセル待ちも続出。

　参加できなかった方に
は申し訳ないほどの好天

気で、2台のバスは予定より早めに兵庫県警本部へ到
着。ここで通信指令室と交通管理センタ
ーを見学。身近な仕事内容で、案内の警
察官には多くの質問が。見学後白バイに
乗っての記念撮影会、皆さん子どもに戻
ったようなはしゃぎよう。

　次に美しい神戸の街並みを通りメリケ
ンパークにある神戸オリエンタルホテル
へ。和洋中華料理のバイキング。「本当に食べきれる
の？」と思えるほどの料理を皿にのせ、おしゃべりも
しながらの食事は90分間。各種デザートまでしっかり
お腹におさめ、夕食はいらないという人も。

 　人と未来防災センターで
は阪神淡路大震災の地震の
映像や音響を大型スクリー
ンで体感。当時の被害を再
現したフロアや展示資料を
見学。

　屋外でぜんざいの振る舞いが行われている時、体験
学習室の中では干支のキーホルダー作りが同時進行で

行われた。
　のこぎりなどの工具
を使いながら簡単な作
業で、辰の形を仕上げ
た。みんな個性的な辰
が作れたかな？
　毎年楽しみにしてい
ただいている方や、帰

省中に立ち寄っていただいた方などの参加があった。

　改めて地震について考え
る機会となった。
 
  　灘区の甲南漬資料館で
は、甲南漬の歴史や工程を
展示された資料の説明を聞
きながら見学。
　見学が終わると、瓜や西瓜、魚介類などを２～３年
かけて漬けた甲南漬けが並ぶ店内へ。
　しっかり試食をして品定め。何を買おうか迷った人

も多いはず。レジには行列が出来、店を
出るときにはしっかりお土産を抱えてい
た。 
  　
　最後に全国最大級の農産物直売所であ
る「六甲のめぐみ」へ。残念ながら夕方
に近く、陳列台は空きスペースが多かっ
た。昨年この研修旅行で訪れた羽曳野市

の「あすかてくるで」に似た感じ。最近はこのような
大型直売所が各地に出来ているが、巨大消費地に近い
立地条件に安全な有機認証の野菜、肉類の加工品、果
物、神戸ワインなど個性的な販売品目があり人気の直
売所。何か自分たちの販売にヒントはないかと、陳列
やパッケージなど丁寧に
見学。もちろんご家族へ
の買い物も。
　たくさんのお土産と明
日への活力を養い、研修
は機嫌良く終了した。



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・10 周年記念総会とパーティーは 5 月 19 日 ( 土 )
午後に西脇ロイヤルホテルで開催する予定です。
・来年度の事業計画を検討中です。北はりまの元気
につながる企画を進めていきます。

【サテライト部】
・新規登録サテライトの紹介です。
《ちょいぼらクラブ一心他助》
西脇市和布町 277-1 西脇市総合福祉センター萩ケ
瀬会館内　担当：河野茂彦さん
ひとり暮らし高齢者などの日常生活を応援します！

【広報部】
・情報コーナーショーケース展示は 1 月末～ 2 月
末まで企業組合「黒っこマザーズ」です。
・2 月の会員対象のサテライト訪問は 2/5（日）13
時～に鍛冶屋線市原駅記念館へ行きます。その後、
希望者は展示替えをしたばかりのコヤノ美術館西

脇館の見学（入館料 800 円）も。広報部へお申込下
さい。
・春の見てみてガイド＆イベントカレンダーの情
報収集をしています。展示会が開催できるサテラ
イトの紹介と 3～ 5 月のイベント情報です。2/10
（金）までに情報提供をお願いします。

【プログラム部】
・日本一長い散歩道を歩こう「翠明湖の春を楽し
む」は 4/8（日）9時 30 分集合、バスでなか・やちよ
の森公園へ行き、翠明湖畔の桜を愛でながら 1 周
します。昼食は天神社にて、参加費は 500 円です。

【特産品部】
・イベントなどで使用するスタッフジャンパーと
Tシャツを追加発注しました。現在使用している物
を新しくしたい方は事務局へ申し出てください。
一部費用負担があります。

1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

交通安全・厄除祈願

西脇市小坂町向山438-2　TEL/0795-22-3912

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
北はりま魅力探訪紀行3冊セットでした。

　　

○成田山法輪寺（通称播州西脇成田山） 

　成田山の節分祭には地域の著名人や芸能人（今年はプラ
スマイナス）も駆けつけ豆まきが行われる。毎年多くの参
拝者があるが、今年は多くの福をいただきに例年以上の人
出になるのでは？人出が多いのは苦手な方は毎月 28 日に
行われる不動尊御縁日護摩供（月参り）がお勧め。
　般若心経を唱え、護摩たき供養を行いそれぞれの願いを
祈る。その後、護摩たきの灰は御利益があるので、灰を包
んだ物で体の調子悪いところなどを押さえ、次々と参拝者
に回る。2 時間ほどだが、日常を棚上げし身も心もすっき
りとする。
　広い境内に本堂、法輪閣、釈迦塔など立派な建物が点在
し思わずカメラを向けたくなる。また、四季折々桜や娑羅
の木（ナツツバキ）なども見応えがある。

釈迦塔

法輪閣本堂

本堂で祈祷

釈迦涅槃像

 節分祭に登場する鬼と福の神



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～ 18時 (12月～ 2月 )　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

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のイベントカレンダーをご覧ください。

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　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

18（土）　サテライトセミナー　　　　地域とつながる魅力ある取り組み２　　　

場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：19時～21時　定員：50名　　参加費：無料
発表サテライト
エーデルささゆり　　　　多可町八千代区中野間
大山病院　　　　　　　　西脇市黒田庄町田高
なか・やちよの森公園　　多可町中区糀屋　

26（日）　北はりまを1日楽しむバスツアー　　　   「味噌づくり体験とドライフラワーのバスケット作り」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味噌作り体験・ココロン那珂の弁当で昼食）
→ラベンダーファーム→思出川（間子の七不思議）→思い出荘（ドライフラワーのバスケット作り）→帰路
参加費：3,800円　味噌２kgのお土産付き

3/20（祝）　　　　　　北はりまを1日楽しむバスツアー
「神秘的な護摩焚きと北はりまのめぐみを味わう旅」

目からウロコのお話も！
　ぜひお越しください。

お知らせお知らせお知らせ

・横尾忠則 原景 意識の眼展～3/25（日）　西脇市上比延町 岡之山美術館　休館：月曜日（祝日の場合は翌日）と祝日の翌日　◆23-6223
・岩座神棚田オーナー募集～3/15（木）　多可町加美区 岩座神の棚田　一区画 約100㎡   年会費5万円   特典多数あり    ◆FAX35-1628で詳細請求  
・ひな人形持ち込み展示 募集～2/29（水）　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　展示期間：3/3（土）～4/29（日）   持ち込み等各自で　◆090-1919-0481
・今里純 野球展～2/26（日）　西脇市 郷土資料館展示室　日米野球有名人のサイン入りバット･ボールなど貴重な資料300点　◆23-5992
1（水）～14（火）　 うれしの学園生涯大学　絵画クラブ作品展　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜定休　◆23-9119西脇TMO推進室　　
2（木）13時～5（日）    アーティフィシャルフラワーアレンジメント展示会　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　初日以外は10時～   ◆090-8936-9000
4（土）10時～15時　たき火の日　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　火おこし体験他　好きな時間に来園　◆30-0050
10（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    指導 :横山文和先生  500円    【1･2月は第2･4金曜】    ◆28-5120
11（祝・土）19時～　おもしろ算数・数学講座　多可町八千代区 八千代プラザ　小学4年生ぐらい以上    講師：臼井三平大学教授他　◆32-2385

12（日）　アトリエ個展シリーズVOL.4　内藤絹子展　～3/3（土）　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223
14（火）　「龍胆窯ギャラリーカフェ」オープン　【完全予約制】　西脇市住吉町春日焼龍胆窯　陶芸作家松内さんの器を使うおしゃれなカフェ　◆23-4080　
16（木）～29（水）　ちょんまい展　杉本真奈　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜定休　◆23-9119西脇TMO推進室
19（日）10～15時　月に一度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ　コーヒー200円など　【毎月第3日曜】　◆22-8180（当日のみ）　　
25（土）10時～12時　秋には収穫！ヒラタケづくり　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　要予約　500円　ほだ木に植菌     ◆30-0050
26（日）9時半～　バスソルト＆バスボム作り　多可町中区 那珂ふれあい館　要予約　講師：ハーブ＆ログスオミ牧美紀さん100円＋材料費    ◆32-0685
26（日）14時～15時　西脇おやこ劇場舞台鑑賞会「おしょうさん　ぼくのなまえは？」　加東市滝野図書館３ｆ会議場　1,300円（当日入会）    ◆23-3218
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特産品販売コーナーでは
節分の巻き寿司のご予約を受付中
お急ぎください！
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