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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】７/２０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

　　　★６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、
北はりまの特産品セット（2,000 円相当）をプレゼント！

　多可町中区中安田集落の一番奥にあり、地域を見守るような歴史あるお寺。周囲の豊かな自然

と、山手の田んぼの水瓶である放生池もあり、里山の魅力にあふれている。広やかな田園は杉原

川の恵みを受け､昔から豊かであったため「安田」の地名が残る。
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  6  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

  6月
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　あじさい園→旧来住家住宅（梅吉亭の昼食）→童子山公園などでんくう案内人が案内

　　　地道に続けることで見えてくる   　　
2日　　身近な水環境 全国一斉調査　加古川、杉原川、野間川の3ヶ所

　　　少なくてもホタルはきれい！  　　
14日　バスツアー「ホタル観賞の夕べ」　44名参加

　今年も感激の風景を見る事ができました！ 　　
7･8日　バスツアー：日本のへそでホタル観賞　7日28名　8日39名参加

　9時に採水し気温、水温、流域の環境等を調査票に記入。その後ペットボトルに入れた水を、でんくう体験室で検査キットを使い、それぞれ
の計測ポイントごとに測定。測定内容は、水中の有機物（COD）の量を調べるパックテストや透明度、薬品を使用しｐHの検査を行った。

　7日、三宮を14時30分
に発車したバスは、加
東市の朝光寺へ。本堂
は国宝に指定され､歴史
の重みを感じる。この
ガイド役は加東市観光
ボランティアガイドに

お世話になった。  
　でんくう総合案内所に立ち寄り、夕食は市民農園すみよし桃
源郷で。手書きのお品書きにお袋の味たっぷりの黒っこマザー
ズ弁当は皆さん大満足。食後は隣の薬師堂の中へ入って見学し
たり、暗くなるまで時を過ごす。
　少しバスで移動し、畑谷川沿いを木縫の里まで歩きながらホ
タル観賞のひと時。時間をかけて待っただけの価値ある､ホタ
ルの乱舞。
　企画する私たちも､天候やホタルの発生は神頼みで､例年通り
の美しい乱舞にホッとした。

　2週間以上好天続き。真夏のような暑さではホタルも羽化で
きない。また、2年前の水害の復旧工事が昨年1年をかけ上流域
で多数行われ、いつも泥水が流れていたとか。  
　予定通りバスが滞在型市民農園フロイデン八千代に到着。少
し暗くなり始めているので、早速俵田の婦人グループに用意し
もらった夕食弁当を食べていただく。  
　その間に他の見学者と見分けがつくよう安全たすきが配ら
れ、散策道までの数ヶ所と散策道にもスタッフが配置され、安
心してホタル観賞ができるよう工夫。
　8時過ぎすっかり暗くなったところでホタル観賞へ。外は蒸
し暑く、連日の好天で少しほこりっぽい。それでも川沿いに出
るとカジカガエルが涼しげ
な鳴き声を響かせ、川向こ
うの岸の方にはホタルが飛
び始めた。9時前、無事全員
集合し帰路へついた

　　　暑い中元気に歩きました！  　　
16日　散歩道「都麻乃郷を巡る」　19名参加

　でんくうから歩き始め、皿池沿いでは釣り人を横目に西林寺
へ。山門で案内人から興味深い説明を受ける。都麻乃郷あじさ
い園はあじさい祭りの真最中、賑やかな雰囲気の中であじさい
の観賞。あじさいはまだ早かったようだが、それぞれにイベン
トも楽しまれたようす。  
　水鏡の早苗田の中を歩き式内大津神社へ。木陰で涼みながら
熱中症にならないよう体を癒やす。日本へそ公園で昼食を済ま
せ、次に岡之山へ登り、田園風
景を眺めながら山道を降りた。
　次に水車のある庭園へ向かう
が、水車は回っていなかった。
北はりま田園空間博物館への帰
り道は日陰を探しながら、車の
少ない農道を歩き無事到着。 

　　　自分で作るのは楽しい 　　
23日　体験教室：ポリバンドで籠づくり　11名参加

　材料が竹だとまた違った趣きになるだろうけど身近にあって
誰でも手に入る材料「荷造り用PPバンド」での籠作り。
　自分の手で　自分の好きな「道具」をつくる、やっぱり　こ
れが原点。参加した皆さん、結構楽しまれた様子。
　籠は何とかできても､持ち手を付けるのが難しく､ここで挫折
した人も。小学2年の器用な女の子は見事完成！



6月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
　里山の自然を満喫

多可町中区糀屋677-10　TEL/0795-30-0050　FAX/0795-30-0052

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  …小枝で作った小さな椅子でした。

管理棟営業時間 /9 時～ 18 時　9月～ 3月は 17 時まで
休園日 /月曜日、祝日の場合は翌日

なか･やちよの森公園

http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/index.html

【総務部】
･正会員に矢野和博さん（加美区）が入会されまし
た。よろしくお願いします。
･新登録サテライト
《an cafe》（あんかふぇ）西脇市大野　代表 : 安田篤史
自家製パンと手作りスイーツのおいしいお食事カフェ
･イベントやバスツアーなどでスタッフが使う播州
織スカーフの生地をチェックハウスさんから無償
提供いただきました。後ほど配布しますが､縁かが
りは各自でお願いします。

【広報部】
・７月の情報コーナーのショーケース展示は西脇市日本
のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場です。　

【地域交流部】
･体験教室「夏休みの工作教室　アイディア工作･手づ
くりおもちゃをつくろう」は 8/3（土）・24（土）13 ～

16 時に体験学習室と特設テントで行います。参加費
200 円で､当日参加OKです。
･北はりまの自然環境展は 8/4（日）～ 11（日）体験学習
室で「わくわく体験」～見てみよう・さわってみよう・
かんじてみよう・北はりま～と題して楽しい展示を
します。お楽しみに。
･でんくうまつりは 9/15（日）10 ～ 15 時 30 分でんく
う総合案内所と周辺で例年通り開催予定。協力サテラ
イトを募集中。

【都市交流部】
･バスツアー「燻製づくり体験とアート＆クラフト風
の谷イベントを楽しもう」は三宮発⇒日時計の丘公園
オートキャンプ場で燻製づくり体験（ベーコンと合
鴨）と同時開催されているイベントを楽しみます。参
加費は 4,900 円。

　自然の移ろいを間近に感じながら､そ
の時々の体験が格安でできる、県立公園
です。年間 100 を超える体験プログラム
も用意され、土日は都市を中心に親子、家
族、グループで来園し楽しまれています。
平日は地元の学校や幼・保育園の自然教
育の場としても利用されています。また、
企業や団体の受け入れも行っていて､多
くの老若男女がここを訪れています。
　この春から始まった「春の里山ふれあ
いまつり」や例年好評の「里山ふれあいま
つり 1,000 人ハイク」は楽しい手づくり
のイベントです。
　これらのプログラムやイベントの企
画、運営は公園事務局と多くのボラン
ティアスタッフが活躍しています。自然
が大好き、山の恵みでクラフト、人に喜ん
でもらうことが好き、そんな方はぜひ受
け入れスタッフになり、公園へ通ってみ
ませんか。詳しくは HP やチラシをご覧に
なるか､直接お問い合わせ下さい。
　

休園日 /月曜日、祝日の場合は翌日
http://www11.ocn.ne.jp/~nanohana/index.htmlそ
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中に入りたくなるツリーハウス
芝生広場には木で作った遊具



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）

7月のでんくう自主企画7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7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）

7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

北はりまをそれぞれの

企画で味わって下さい

11（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   梅花藻（バイカモ）　　
集合：でんくう総合案内所10時30分(現地11時)　
内容：清流の指標生物　梅花藻の生育地を見学し､地元案内人から
　　　保全の取組などのお話を伺います。
参加費：昼食代実費（加美区寺内のボリジで昼食予定）
持ち物：帽子、タオル、カメラ
定　員：20名

8/25（日）   バスツアーひと足早いサツマイモ掘りと　　　　　　北はりまの自然の恵みを味わう
行程：三宮･明石8時発(各1台)⇒西神中央⇒道の駅みき⇒でんくう
　⇒山寄上のひと足早いサツマイモ掘り⇒ラベンダーパーク多可
　(昼食弁当)⇒岩座神の棚田⇒松か井の水⇒でんくう⇒帰路
帰着予定：18時
参加費：3,200円（でんくうFUNくらぶ会員3,040円）
持ち帰り芋3kg　　天候によりコース変更あり
受付開始日：7月10日(水)　

6（土）    日本一ながい散歩道を歩こう　             　　　"北はりまの端っこを歩く"
集合：でんくう総合案内所9時15分　　バスで移動
行程：毘沙門堂(上三原)→  雨乞いの滝つぼ→  船坂峠(３km余りの坂道)
→神崎郡市川町→  船坂トンネル⇒  なごみの里山都（大和）⇒バスで  でんくう　　
全行程8km超　　参加費： ひとり５００円
持ち物： お弁当　お茶　天候によっては雨具等
定員： ４０名

20（土）    体験教室　藍染め体験　　　　オリジナル藍テム（アイテム）をあなたの手で
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時30分　　定員：20名
講師：藤原真由美先生(西脇市板波町)
参加費：ハンカチ（800円）ショール・スヌード型（2,800円）　
持ち物：エプロン、タオル、ゴム手袋、汚れてもいい服装　

～7（日）　都麻乃郷あじさい園開園　西脇市坂本西林寺 都麻乃郷あじさい園　運営協力金200円　◆22-3111西脇市観光協会　
～14（日）　ラベンダーファームオープン　多可町中区間子 ラベンダーファーム　入園無料　大株切り取り1株1,000円　◆090-1678-8455
～中旬　ラベンダーパーク多可開園　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　大人（高校生以上）：500円・子供（小・中学生）：200円　◆36-1616
～ 20（土）　ヴァイオリン ワークショップ (8/4)参加申込み〆切り　西脇市西脇 アピカホール　参加料1,000円　対象：北播磨地域の小学１年生～高校３年生　◆23-9000
7（日）10時半～15時　月に1度のHappy Day　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
7（日）11～17時　ブライダルフェア　和～郷土古民家で昔ながらの結婚式～　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル・コヤノ美術館西脇館・旧来住家住宅・八幡神社　◆23-2000西脇ロイヤルホテル　
9（火）～28（日）　アトリエシリーズ「地歩を固めた作家たち」VOL.1　松下元夫展（絵画）　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
14（日）9時半～13時　森を育てよう！②“翠明湖周辺の桜の下草刈り”そうめん流し付き！　多可町中区 なか･やちよの森公園　要予約　持ち物水筒、帽子、軍手、タオル、作業ができる服装 ◆30-0050
14（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　◆090-5907-0218（上山）
21（日）10～15時　カフェあんずの里　営業日　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ500円　コーヒー等ドリンク200円　◆22-8180（当日）
25（木）19時～　にしわきふるさと芸術村第4回企画TOKU＆小沼ようすけ　Jazz Live　西脇市西脇 アピカホール　一般3,000円　高校生以下1,500円　◆23-3807（藤田）
27（土）10～15時　昆虫観察会　多可町中区 なか･やちよの森公園　要予約　講師 :近藤 伸一 氏　300円 　弁当、水筒、帽子、軍手、タオル、山に入れる服装など ◆30-0050
27（土）13時半～　体験講座「麻ひもとドライフラワーでリース作り」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　1,000円（材料費込）　要予約・先着２０名様　◆36-1616　　
30（火）～8/18（日）　アトリエシリーズVOL.2「地歩を固めた作家たち」雲丹亀利彦展（日本画）　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　

予告

7月20日（土）　ぎおんまつり　中区中村町･･　とありますが、
正しくは 7月21日(日)　でした。訂正しお詫びいたします。


