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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】６/２０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

　　　★５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 11人に、
このサテライトの小枝で作られたミニ椅子をプレゼント！

　野鳥のさえずりと子どもたちの歓声が聞こえてきそうなこの公園は１０年前にオープン。多

くのボランティアや関係者により豊かな自然が残され､来園者が満足できる里山公園。　園内

にある山に登ると、眼下にはその名の通り、輝く翠明湖が望める。



2013年

  5  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
3日～7日　西脇市立黒田庄中学校2年生のトライやるウィークで2名受け入れ
4日・12日　西脇市立黒田庄中学校1年のフィールドワーク数ヶ所ででんくう案内人4名が案内･説明
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　

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：サンパル日野→杉岡邸（大木町) →
藤原邸（日野町）⇒でんくう

　　　来賓挨拶は興味深い！   　　
15日　　NPO法人第12回総会　　会員総数108名中出席者36名委任状45名計81名

　　　素敵なお花が最高！   　　
19日　日本一ながい散歩道をあるこう「○○とオープンガーデンin西脇」　43名参加

　　　おめでとうございます！    　　
29日　総合案内所来館300万人達成

　来賓に北播磨県民局長竹本明正様、西脇市長來住壽
一様、多可町町長戸田善規様、加古川流域土地改良事
務所長福田稔様、北播磨県民局参事神崎敏道様を迎え
総会が始まった。各首長の挨拶は地域の現況がまとめ
られ興味深い。続いてH24年度事業報告・決算報告、監
査報告、役員改選、定款変更、H25年度事業計画案・収
支予算案は審議され無事可決。
　役員改選は理事に、新たに河野茂彦さん田正司尚季
さん、別所幸雄さんが加わり、監事に藤原孝三さん、
竹本早苗さんが2年間の任期で承認された。  

　休憩には北はりま旬菜
館･加工グループによるオードブルを試食しながら、参
加者同士の会話が弾む。10分後司会者が「時間になり
ましたのでお席についてください」とせかすほど盛り
上がっていた。
　その後サテライトの活動報告として、北はりま旬菜
館の藤原和行さんが、現況と今後の課題を発表。厳し
い状況を乗り越え、保育園、社協関係の施設などへの
外商や出荷者協議会による育苗事業など積極的な取組
を紹介し、総会は無事終了した。

　バスに乗り最初の目
的地藤田邸へ。色彩豊
かな花の出迎えを受け
庭園内へ。中にはハン
ドメイド雑貨の販売も

あり、庭とお店を見学し再びバスに乗車。
　出会の里に近い馬事公苑から新緑にあふれる峠越え
の道を歩き始める。野鳥のさえずりを聞きながら､中に
は山菜を摘みながら行く人も。残念ながら雨が降り始
め､傘の花が咲く。道
中、市原森林公園、
妙覚寺、コヤノ美術
館西脇館の横を通
る。鍛冶屋線市原駅
記念館で昼食予定だ
ったが、雨のため近
くのサンパル日野(コ
ミュニティーセンター）で昼食。
　雨は止みそうも無く､杉岡邸へ。新緑に包まれた庭園
内は土砂降りの雨でも生き生きとしている。
　最後は藤原邸へ。真っ赤なバラが印象的で､庭園内は
赤白たくさんの花々に囲まれる空間。↗

　雨は残念だったが、多くの
参加者が「また天気の良い日
に訪れたい」と思い、雨の散
歩道を終えた。

　朝から雨が降ったり止んだり。昼頃、富山県から明
石の娘さん宅へ行かれた帰りに立ち寄られたＮさんご
夫婦が、総合案内所来館300万人目に。道の駅めぐり
が趣味で､初めての来館。でんくるくんと小西池副代
表、藤原理事に記念の花束と特産品詰め合わせを手渡
され､にっこり笑顔に。
声をかけられた時は
「びっくりして･･」
　開館以来順調に来館
者は増え、多くの方に
利用していただいてい
る。



5月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
　新鮮で安全、安心な地場農産物を提供

西脇市野村町800-1　TEL/0795-24-7900　FAX/0795-24-7910

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  …5名様に旬菜館ブレンドのドレッシング、ごまポン酢の詰め合わせでした。

営業時間 /9：30 ～ 18：00　年末年始のみ休館  

北はりま旬菜館

【総務部】
･無事総会が終了しほっとしています。
･プランターの植え替え、植栽の剪定作業を 6/3（月）
8時～ 9時半に行います。会員の皆さん、ご協力お願
いします。

【広報部】
・6 月の情報コーナーのショーケース展示は tamaki 
niime　さすが素敵な展示です。このショールやニット
セーターは肌触りがよさそう。このＧＷにオープン
したばかりの新しいお店に行って見てください。
〒677-0044　兵庫県西脇市上野 334
電話番号   |   0795-38-8113
FAX 番号 ｜ 0795-38-8135 
営業時間   |  11:00 - 18:00
定休日       | 月曜日　/　火曜日

【地域交流部】
･体験教室「藍染め体験」は 7/20（土）13 時～ハンカチ
800 円、ショール 2,800 円夏に使える作品を作ります。

【特産品部】
･新しい夏用エプロンができます。どんなデザインか､
6/1 のお楽しみ。

　北はりま旬菜館にオープンカフェがあると聞いてやって
来ました。土日の9時半～12時だけ野菜生産者がボランティ
アで開いているお店とか。
　せっかくなので､まず中でお買い物をしてから。地元北播
磨の新鮮な野菜や特産品がずらり。安心して手にとることが
できます。  
　色々ある巻き寿司は人気商品。「これは食べてみないとわ
からないね～」と購入しカフェで味見をしました。牛肉巻き
はちょっと贅沢に黒田庄和牛を使っています。ヘルシーなの
はこんにゃく入り巻き寿司。試食の感想は・・2 本セットが
いいかなぁ。どちらもおいしかったので。  
　ようやく、オープンカフェでモーニングを注文。季候のい
い時はこんな屋外がいいですね。  季節の野菜スープかコー
ヒーを選びます。それにアーモンドトースト、ゆで卵、季節の
温野菜＋レタスなど＝10 種類の野菜たっぷりサラダ、デザー
ト。ドレッシングは､旬菜館ブレンドで､3 種類をお好みで使
うことができます。さすが旬菜館！と思うサラダです。
　旬菜館でのお買い物は、こんな楽しみもあり家族の健康や
お財布にもやさしいし、地元農家の応援にもなり良いことず
くめ。まだの方はぜひお出かけください！

入り口の右側にあります

広い店内と生産者の顔写真 ( 中央 )

モーニングカフェは土日のみ 9時 30 分
～ 12 時　380 円

左、こんにゃく入り巻き寿司 380 円
右は牛肉巻き 630 円

巻き寿司の奥には加工グループの
お総菜も出来たてが並びます

おいしいドレッシングをたっぷり

季節によりサラダの野菜が変わります



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）

6月のでんくう自主企画6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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー6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 (問合せ先が開催地と違う場合の名前）

6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

　ほたる情報は

お問い合わせ下さい

27（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   法幢寺であそぼ！！　　
集合：でんくう総合案内所9時30分　
内容：法幢寺の放生池でちょっと変わった体験。
　野草料理を楽しみ、素敵な境内で写真撮影など。
参加費：昼食代700円
持ち物：帽子、タオル、濡れてもいい服装
　定員：20名

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→帰路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(あじさいまつり)       
　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

23（日）    体験教室　ポリバンドで籠づくり
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時　　参加費：200円
定員：先着20名　定員に満たない場合は当日も可
基本の籠を作り、金魚・バッタ・カエル・キリンの中から好きなもの
1点一緒に作りましょう。　

三宮
発 明石

発

～30（日）　企画展「新指定の多可町指定文化財」　多可町中区東山 那珂ふれあい館　パネル展示　休館：毎週月・火曜日ただし第3週は日月　◆32-0685
～ 2（日）　創作活動を日常とする作家たち　ＶＯＬ．3　後藤清美展（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　
～30（日）　磁石のふしぎ展　西脇市上比延町　にしわき経緯度地球科学館 テラ・ドーム　月曜休館　◆23-2772　
2（日）　ラベンダーパーク多可オープン　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　この日よりラベンダーシーズンは入園料高校生以上500円、小中学生200円　◆36-1616
4（火）　アトリエシリーズ「丹波･西脇交流展」　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
6（木）10時半～15時　月に1度のHappy Day「２０１３年後半に向けて 新しいわたしに出会う」　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン“Na-sya”　ハコニワセラピー他　◆28-5120
15（土）10～14時　ササユリの観察マップづくり参加者募集！　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　持ち物：弁当、水筒、帽子、タオル　◆30-0050
15（土）・16（日）　多可町図書館まつり　多可町中区糀屋 多可町図書館　リサイクル市。児童おはなし会、布絵本の展示、特産品販売、ミニ縁日など　◆32-5170

16（日）10～16時　『 軒先マーケット（ 仮。） vol. 5～ 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 )

16（日）10時～　あじさいまつり　西脇市坂本 都麻乃郷あじさい園　福引、手作り市、茶会 (500円）　協力金として200円　◆22-1511あじさい協会会長　民岡　
16日13時半～　「歌声喫茶」　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン“Na-sya”　指導：高嶋ひとみ先生　参加費500円　◆28-5120
21（金）～24（月）　一期倶楽部写真展「播磨の野鳥展　Ⅲ」　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　メンバーによる写真展　◆25-2370
30（日）9時半～11時　素焼きのはにわ作り　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　300円　焼き上がり、色つけは7月20日(土 )午前中　◆32-0685　　
30（日）13時半～　第2回セミナー「考古学から見た播磨風土記」　多可町中区東山 那珂ふれあい館　講師：兵庫県立考古博物館　岸本一宏氏　100円　6/15申込み〆切り　◆32-0685


