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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。

発行：

【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】５/２０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：q u i z @ k - d e n k u . c o m

　　　★４月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

 どこのサテライト？クイズ

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５５人に、
このサテライトの特産品詰め合わせをプレゼント！

100 号記念　だよ！

ここです

　野菜直売所でモーニングサービスがあると聞いて出かけてみた。さ

すが野菜たっぷりのサラダに、特製ドレッシング。コーヒーの代わり

に季節の野菜スープがおすすめ。こんなに手間がかかりヘルシーで 380 円！（土日の

午前中だけ）店内には生産者さんの顔写真もあり､野菜や特産品は心を込め作られて

いるのを感じる。さぁ、大きなお買い物袋を持って出かけましょう！
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  4  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  

 5月

 6月

22日　兵庫県芸術文化協会ふるさと文化機構40名　兵主神社→岡之山美術館→旧来住家住宅
　　　→播州織工房館など案内　でんくう案内人が対応
13日　市川町岩戸ふれあいの会25名　でんくう→あじさい園→旧来住家住宅（梅吉亭の昼食）
　　　→童子山公園など案内　でんくう案内人対応　

　　　やっぱり桜より･い･ち･ご･が人気    　　
12日　バスツアー「北はりまさくら街道と箸荷のいちご狩り」　43名参加

　　　最高のイベント日和！    　　
28日　ふぁみり～カーニバル＆食織フェア　5,200名来場

　三宮発のバスツアーはまず多可町加美区箸荷でいちご
狩り。好評のこの春のツアーには「毎年参加している」
と言うリピーターも多い。あきひめ、べにほっぺの２種
を食べ比べた。大きないちごをほおばり「おいしい～」
いちごの甘さに笑みがこぼれる。誰もがお腹いっぱいい

ちごを堪能したようす。  
　続いて加美区丹治にある
桜公園へ。ソメイヨシノが
広い園内に点々と植えられ
地元では桜の名所。たくさ
んの桜は皆さんが来るのを
待っていたかのよう。　　

ふるさと工房夢蔵特製のお花見
弁当とお茶を受け取りそれぞれ
にお花見の場所を探す。桜の香
りと自然を感じつつ食べるお弁
当は格別。 
　大歳金刀比羅神社では桜に彩
られた参道を歩いて境内へ。拝殿前で神社について案内
人から説明を聞き各自お参り。帰り道、バスの窓からい
ぶきの森のお花見をしツアーを終えた。
　今年は桜の開花が早く､お花見には少し遅い日程にな
ったのが残念。また、風が強く早めにコースを巡った。  

　アルミステージやジャンボテント4張り､テ
ント6張りの搬入･組立の27日、本番の28日と
も好天に恵まれた。
　28 日はＧＷ移動中のドライバーや家族の立
ち寄りも多く午前中を中心に賑わった。72
ブースもあるフリーマーケットで品定めをし
た人は､音楽の聞こえる体育館裏のイベント会
場へ流れ､青空市（黒糖丸本舗 :
焼きそば･ソフト、JA みのり特産
品開発センター : 揚げたてコロッ
ケ、ダイヤモンド・ジュエリー・
フジワラ：アクセサリー、播州
織り製品の販売､手芸品、靴下な
ど）を巡り、ステージ前テント
の中のいすに腰掛け多彩なス
テージ（よさこい踊り : 和輝愛逢･K-Dream･
よさこい匠､播州太鼓 : 和の風「未来」、バン

ド演奏 : ファイアー
ベンチャーズ、月イ
チニューサウンズ、
フラダンス : ハワイ
アンフラ西脇アロヒ、
mini: ヒップホップダ
ンス、大道芸：はら・
しょうたとその仲間

たち、クラリネット演奏 :
高瀬喜久美、バイオリン
演奏：なちゅれ）も存分
に楽しまれた様子。
　西脇おやこ劇場のあそ
び横丁、体験･実演コーナーでははりまコット
ンボール銀行のコットンドールづくり、龍王

鈎本舗の播州毛ばり実演も人気の
人だかり。また、県立西脇北高校
学生の協力で会場内をゆるキャラ
のでんくる、にっしー、たか坊、
加東伝の助、はばタンが歩き、親
子連れの参加者などに愛想を振り
まいていた。ステージ最後には参
加者と記念撮影もしイベントを盛

り上げ、幕を閉じた。
　でんくうの底力はイベント準
備から企画、運営、片付けまで
全部NPOスタッフと協力者でや
ってしまうパワーと実行力のあ
る所と、私は思っている。
　その総力を挙げたイベントは
多くの人出で賑わい､関係者の苦
労が報われた。



4月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
「時」 がﾃｰﾏの公園で遊ぶ

西脇市黒田庄町門柳871-14　TEL/0795-28-4851　FAX/0795-28-4854　　　

○

でんくう各部からのお知らせ

★クイズ正解者へのプレゼントは  …1名様に
でんくう特産品詰め合わせでした。

営業時間 /9 時～ 21 時　利用日の 3ヶ月前の月初めから予約受付（月～金 9時～ 18 時､土 9時～ 12 時）
土午後・日･祝は受付できませんが、web 予約ができるようになりました。　http://www.nishiwaki-hidokei.jp/ 

西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場

【総務部】
･正会員に小西光子さん（西脇市）が入会されまし
た。よろしくお願いいたします。
･5/15（水）19 時～第 12 回通常総会をでんくう総合
案内所体験学習室で開催。正会員の皆様、ご出席お
願いします。

【広報部】
・5 月の情報コーナーのショーケース展示は多可町北播
磨余暇村公園、四季の美しい写真を展示予定です。

【地域交流部】
･6/23（日）13 時～体験教室「ポリバンドでかごづくり」
荷造り用のテープ状のバンドで小さなかごを作りま
す。参加費は 200 円。

【都市交流部】
･6/27 サテライト訪問スペシャルとして法幢寺へ。放

生池にある水草を食べてみます。季節の野草料理と法
幢寺を一緒に楽しみましょう。参加費 700 円、10 時～
15 時の予定です。
･7/6 散歩道「北はりまの端っこを歩く」は、9時 15 分
集合。バスで多可町八千代区大和の毘沙門公園まで行
き、雨乞いの滝壺→船坂峠→市川町上牛尾→船坂トン
ネル→なごみの里山都を歩きます。昨年雨で中止に
なったコースを再チャレンジ、参加費 500 円です。
･5 ～ 6 月はスケジュール帳がもう 1 冊ほしいほど企
画が盛りだくさん。仲良く協力し、ひとつずつ片付け
ていきましょう。

【事務局】
･4 月より NPO 活動担当が越川さんに、岸本さんは特
産担当に変わりました。NPO 活動のできる所は会員で
処理していくよう頑張りましょう。

　3月 24 日、西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場がリ
ニューアルオープン。開設 20 年、念願のリニューアルがされた。今回の
改修工事の主な所は、バーベキューサイトが新しく生まれ変わったこ
と。車を横付けできる駐車場を確保し、雨天でもバーベキューが楽しめ
るよう工夫されている。料金は 3 時間以内 3,000 円と値上がりしたが、
木が伐採され随分明るくなった。
　管理棟は、ホールの吹き抜けに天井を付け暖房効率をよくした。また
ホールと会議室の壁を取り、広いスペースを確保。イベント開催も可能
になった。他に、シャワー室やトイレもリニューアル。
　レストランがあった所は、利用の多いロッジ 4室に。調理もできバー
ベキューも楽しむことができる。バリアフリーの部屋も１室あり､車い
す利用の方も宿泊可能。その他、旧ロッジの玄関口やコテージの階段等
が改修されていた。
　今回の改修工事は、兵庫県立の施設であったものが西脇市へ移管さ
れたことに伴うもの。日時計の丘公園オートキャンプ場は、オートキャ
ンプ場としてこれまで全国 1 位の人気のある施設。年間 4 万人近くの
キャンパーやファミリーが、全国から訪れた。今回のリニューアルを受
け、また人気のキャンプ場となるだろう。
　今年１年は、西脇市が管理し、翌年から住民組織が委託管理を受ける
予定。
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外観は大きく変わってない

綺麗になったロッジは合わせて 10 室
5人・1室、4人・3室、6人・6室

ほとんどの部屋はデッキテラスで
バーベキューができるようになった

ベッドの部屋もあるが和室のある部屋も

バーベキューサイト、左側が駐車場

コテージは戸建てなので賑やかにしても安心



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
収益と、西脇市･多可町の支援を頂き活動しています。

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）

5月のでんくう自主企画5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５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）

5月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

で　　　ん　　　く　　　う

　◆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

12（日）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「なか･やちよの森公園＆エアレーベン八千代」
集合：でんくう総合案内所9時30分　
　またはなか･やちよの森公園（多可町中区糀屋）10時
内容：新緑の里山散策とバードウォッチング、昼食は
　エアレーベン八千代でお豆腐バイキング（1,000円自己負担）
持ち物：あればカメラ、双眼鏡　　定員：20名

19（日）　日本一ながい散歩道　　　　　「○○とオープンガーデンin西脇」
集合：でんくう総合案内所9時15分　
行程：     藤田邸（野村町茜が丘)          馬事公苑        鍛冶屋線市原駅記念館（昼食）
　　　     杉岡邸（大木町)       藤原邸（日野町）     でんくう
参加費：500円　小雨決行　全行程8.5km

2（日）    あぐり体験バスツアー
　　　　　　田舎で自然とたわむれる1日
行程：8時明石発→西神中央→でんくう→西脇市明楽寺町の田畑
参加費：おとな4,000円　こども2,500円
内容：田植え、じゃがいも掘り、ヨモギ入りお焼き作り
昼食：黒田庄和牛入り豪華肉じゃがと炊きたてご飯

7（金） 8（土）   バスツアー日本のへそでホタル観賞
行程：14時30分三宮(7日)または明石(8日)発→西神中央→
　国宝朝光寺(加東市)→でんくう→すみよし桃源郷
　(黒っこマザーズの弁当)→木縫の里→22時30分帰着予定
参加費：おとな3,500円　こども2,500円

14（金）    バスツアーほたる観賞の夕べ
行程：17時三宮発→西神中央→でんくう→滞在型市民農園フロイデン八千代
(夕食・ほたる観賞）21時出発→帰路23時帰着予定
参加費：おとな3,500円　こども2,500円

16（日）    散歩道　都麻乃郷をめぐる
集合：でんくう総合案内所9時30分
行程：      西脇公園       都麻乃郷あじさい園(あじさい祭り)       
　式内大津神社　  日本へそ公園       岡之山公園       でんくう
参加費：500円　　全行程7.5km

～12（日）　創作活動を日常とする作家たち　VOL．2 竹内可充展（洋画）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223　
～19（日）　あなたが主役フェスティバル（7/14）NSKのど自慢出場者募集中　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　1組3,000円　プロミュージシャンの生伴奏　◆22-5715

～ 5（日）　ゴールデンウィークファミリーバイキング　寿司三昧＆ローストビーフ食べ放題　西脇市西脇ロイヤルホテル２ｆ　ランチ大人2,000円　◆23-2000
3（祝）　多可町第1回こどもまつり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　対象：幼児～高校生と家族　参加費：200円　◆32-4328
4（祝）11時半～　木縫の里オープンカフェ　西脇市住吉町 木縫の里　石釜のピザ (800円 )鉄板で焼くクレープ (300円 )でお茶 (200円 )しませんか　◆22-8267　
5（日）10時～　森のゲームに挑戦してビンゴをそろえよう！　多可町中区　なか･やちよの森公園湖畔の広場　少雨決行　100円　◆30-0050
10（金）～12（日）　春日焼 龍胆窯｢松内倫子　個展」　西脇市住吉町 春日焼 龍胆窯　お気軽にお立ち寄りください　◆23-4080
11（土）10時～16時　『 軒先マーケット（ 仮。） vol. ３～ ワークショップの集い ～ 』　 西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　小さな手づくりの集い　◆09059070218(上山 )　
12（日）10時　山田洋次監督　映画「東京家族」　14時～の2回上映　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　前売り800円　当日1,000円　◆22-5715　

12（日）13時半～　体験教室「お料理に使うハーブソルトを作ってみよう」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　1,000円　◆36-1616 
25（土）9時半～15時　野鳥観察入門編！～バードウォッチングと巣箱づくり～　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　◆30-0050
26（日）10～12時　燻製教室　ベーコン　西脇市黒田庄町 日時計の丘公園　要予約　1組1,200円　◆28-4851

6月予告

三宮
発 明石

発


