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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】答え、氏名、所在地市町名、連絡先（☎又はメールアドレス）、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1ヶ月以内に受取りに来館いただける方（代理可）

【締 切 り】８/２０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

　　　★７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！

応募してプレゼントを
　　当てよう！

多可町加美区大袋の水路に

は清流の指標となるこの水

生植物が残っている。昔は杉

原川本流でも見かけること

ができたようだ。名前は花が

梅の花に似ているところから

とか。冷たいと感じる水温 15

～ 18 度ぐらいが好きなようで、

水流が少ない時や、流れが滞る中

心部は色が悪くなる。地域ではこの

保全活動が地道に続けられ､ちょうど今

頃が見頃。



2013年

  7 月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

　　　昔の峠道と今のトンネル道  　　
6日　　日本一ながい散歩道を歩こう　北はりまの端っこを歩く　23名参加

　「日本一ながい散歩道を
歩こうin八千代　北はりまの
端っこを歩く」は昨年秋に
企画されていたが､雨で中止
になっていた。今回は暑い
時期なので､毘沙門堂からな
ごみの里まで歩くのをバス
移動に変更。実質山の中と

トンネルで、比較的涼しいところに。  
 まず､バスで多可町八千代区の毘沙門堂へ。境内の池でモリア
オガエルの卵塊があり、孵化間近なのを眺めたり､毘沙門堂へ
お参りしたり。水分、塩分補給をしてからスタート。
　雨乞いの滝壺へは山道を歩き､周辺の風景も田舎らしい美し
さ。雨乞いの滝壺では流れ
を耳にしながら、滝壺の説
明を聞く。木立を流れる風
は涼しく､一休み後出発。  
　船坂峠を目指し健脚の参
加者はどんどん進む。林道
は坂道ながら､木々に囲まれ
歩きやすい。途中休憩や地

　　　オンリーワンの素敵なショール！ 　　
20日　体験教室　藍染め体験　14名参加

　　　夏野菜をしっかり食べましょう！　おすすめの地元野菜

　以前から要望のあった藍染め体験。今回はなごみの里山都で
教室もされている藤原真由美先生（西脇市板波町）｡道具や材料
の準備から指導までお世話になった。
　まず､先生より作業手順や藍染めについてのお話し。草木染め
はシルクや毛糸にはよく染まるが、木綿は染まりにくい。藍を
発酵させた「すくも」は木綿でもよく染まる。今回は貴重なす
くもで体験。すくもにつけ、このまま水につけても「藍」にな
らない。空気に晒して、酸化させ初めて「藍」になる。

図を見て確認しながら、曲が
りくねった道を3kmほど上る
と船坂峠。
　峠にはお地蔵さんがあり､
林道といえどもほとんど車は
通らず､道路縁で昼食。昼食
後は荷物も軽くなり､道も下
り坂。下ったところは市川町
上牛尾集落。船坂トンネル(656m)の中を歩くとすぐに多可町八
千代区大和。
　トンネルのない時は､市川と八千代区の行き来は道の細い船
坂峠を通るしかなかった。
　バス送迎地には予定より早く着き、参加者もまだ大丈夫と言
うことで最初予定していたコースを途中まで歩き､バスに乗車

しなごみの里山都でお
買い物。距離が短く物
足りない人もいたよう
だが､熱中症が心配さ
れる時期、無事散歩道
を終えた。 

行程：でんくう総合案内所　　　毘沙門堂（上三原）→　
雨乞いの滝つぼ　→　船坂峠　→　神崎郡市川町　→　
船坂トンネル　　なごみの里山都（大和）　　でんくう

　染める素材は夏にでも使えるシルク混紡の薄手のショールや
スヌード。すくもに一部だけつけグラデーションを試したり、
絞りで染め模様を楽しんだり。しっかり発色させた後は水で洗
って干すだけ。天気がよかったので乾燥時間も短くすんだ。
　生葉を白い生地の上でたたいて、葉の形に染めるたたき染め
も体験。
　参加者は思った以上のできばえに、身につけるのが楽しみ、
また参加したいと、満足げだった。　

　諸物価が値上がりする中、道の駅　北はりまエコミュージアムや北はりま旬菜館、まちの駅たかなどで販売
される地元野菜は新鮮で本当に安い！熱中症や夏バテ予防にも、旬の野菜には多くのミネラルが含まれるの
で､毎日しっかり食べたい。生ではあまり食べられないので､夏野菜を煮物にするラタトーユはいかがです
か？フライパンで作ると煮るのも、さますのも早い。これにカレー粉などを入れるとさらにおいしい！



7月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
　足利尊氏発願のお寺

多可町中区中安田758　TEL/0795-32-0574 

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  …北はりまの特産品セット【2,000円相当】でした。

法幢寺 （放生池）
ほうどうじ

　夢窓国師の開基により、足利尊氏が建立したとされるこのお寺は、徳川家とも深いつ
ながりがあり、法幢寺の門には徳川家の葵紋と足利家の丸に一つ引き紋の２種類の家
紋があります。山門をくぐって正面が開山堂。これが一番古い建物です。石段を上がり
右手にある鐘楼、これには大愚禅師の鐘名があり、第 2次大戦の供出を免れました。
　そして左手に広がる見事な石垣作りの放生池は、他にない寺の空間と風情を醸し出
しています。放生池の堤を行くと、トンボや亀の姿が見られ､可憐な野草が咲いていた
り。池には一面水草が広がり、大きな鯉が見え隠れ。池に沿って歩き釈迦堂、そして一段
と立派な本堂の前に出ます。
　管理の行き届いた境内と数々の歴史ある建物、四季を彩る草木が、昔も今もこの地域
が豊かであることを物語ります。

▲鐘楼堂

美しい田園風景の中にある法幢寺

【総務部】
･正会員に河野太寿代さん、江口のり子さん（ともに
西脇市）が入会されました。よろしくお願いします。

【広報部】
・8 月の情報コーナーのショーケース展示はごはん屋
IBUKIです。
･サテライト訪問 9 月はトラットリア･オンベリー
コと播州織パッチワークキルトの 2ヶ所へ。とって
もリッチな一時を過ごします。　

【地域交流部】
･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。
･11/16･17（土･日）加東市の東条湖おもちゃ王国で行
われるキャラクターフェスティバル in かとうに、でん
くるが出場予定。ちびっ子たちにでんくるの笑顔と魅

力を振りまいてきます。

【都市交流部】
･バスツアー「あぐり・秋の収穫体験」は 10/6（日）8時
三宮発⇒西神中央⇒道の駅みき⇒でんくう⇒西脇市
明楽寺町の田畑で稲刈り、サトイモ収穫、餅つき体験。
参加費はおとな 3,500 円（秋の実りセットのお土産付
き）、子ども 1,800 円。前日･当日雨天には内容の変更あ
り。一般受付は 8/15（木）から。

【特産品部】
･10/1 開店予定で、道の駅ネット通販の準備を始めて
います。お楽しみに。
･でんくう特産品販売コーナーの東側約 7 ㎡に必要な
調理設備を設置したスナックコーナー（出店）を、西脇
市･多可町在住の団体やグループに貸し出しします。
営業開始は来年 1 月から。これに応募される方は詳細
を事務局へお問い合わせください。

▲山門の屋根には２種類の紋がある

むそう 

▲開山堂

▲釈迦堂

▲本堂

▲手前放生池と境内



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）

8月のでんくう自主企画8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8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）

8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

迷路もあるよ！

19（月）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   夜のサテライト訪問　テラ・ドーム　　
集合：an cafe(西脇市大野町℡0795-22-8668) 18時
　　　にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム
                     (西脇市上比延町℡0795-23-2772）19時20分　
内容：an cafeで夕食、テラ・ドームで大型反射望遠鏡で土星観察
参加費：夕食代実費とテラ・ドーム入館料200円
持ち物：カメラ、筆記用具     定員：20名
★１９日曇天、雨天中止。翌２０日同刻開催予定

25（日）   バスツアー　　　　　　ひと足早いサツマイモ掘り体験
行程：8時三宮または明石発→西神中央→道の駅みき→でんくう
⇒ひと足早いサツマイモ掘り体験⇒ラベンダーパーク多可（昼食）
⇒ジェラテリアふれっしゅあぐり館（ミニカップでジェラートを味わいます）
⇒岩座神の棚田⇒新松か井の水公園⇒でんくう→帰路18時帰着予定
参加費：ひとり3,200円　サツマイモ3kg松か井の水2Lのお土産
持ち物：汚れてもよい服装と靴、軍手、スコップ、帽子
定員：三宮発、明石発各40名
　

4（日）～11(日)北はりまの自然環境展　　　　　　　　わくわく体験 ！   
～見てみよう　さわってみよう　感じてみよう　北はりま～
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～16時    
内容：北はりまの自然･植物･生き物の写真
　　　ザリガニ、カメなどのさわれる生き物
　　　生きているカブトムシ、クワガタ、魚など

3（土） 24（土）体験教室    　　　　　　　　　夏休みの工作教室
場所：でんくう総合案内所体験学習室と特設テント
時間：13時～16時　（受付は15時まで）
内容：身近な材料(木､竹､紙､布､ペットボトル､牛乳パック､ストローなど)
を使って工作　材料･道具を用意しています
参加費：200円
定員：先着25名　当日受付もOK
　

三宮
発

明石
発

･第5回千ヶ峰・笠形山縦走多可町仙人ハイク10/20（日）参加者募集～8/30　参加費3000円　定員200名　◆32-4779多可町役場地域振興課
･9～18時　資料館のガラス展　西脇市西脇　郷土資料館　～9/23（月）　8月は無休　◆23-5992　　
･10～18時　企画展｢花小説―荒木経惟｣　西脇市上比延町 岡之山美術館　～10/14（月）　月曜休館　◆23-6223
2（金）10時～　夏休みハンドメイド教室　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　各45分間×5回　コラージュボックス・フォトフレーム　2,000円　◆090-7872-0100安田
4（日）10～16時　青少年のための科学の祭典2013北はりま会場　多可町中区東山 那珂ふれあい館　◆27-0550（芳田保育園内）
4（日）13時半～15時半　「ブリコラージュを学ぶ」　西脇市上比延町岡之山美術館　講師：杉山直樹先生 (美術家 )　2,000円　要申込み　◆23-6223
5（月）18～21時　播州成田山夏祭り　西脇市小坂町向山 成田山法輪寺 ( 播州西脇成田山）　19時盆踊り　20時花火大会　◆22-3912 　
10（土）10～12時　『冒険ひろばがやってくる！』缶けりアイスをつくろう　多可町中区東山 那珂ふれあい館　300円　要予約　◆32-2385冒険ひろば
11（日）13時半～　体験講座「アロマキャンドルを作ろう」　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　1,200円（材料費込み）　要予約　◆36-1616
11（日）14時～　劇団シーブ 日本ムチャし ばなし　多可町中区 中央公民館大会議室　18時～との2回公演　脚本･演出：小林伸也　◆

17（土）11～15時　こどもまつり　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル２Fグランドホール　◆23-2000
20（火）　アトリエシリーズ3「地歩を固めた作家たち」天野富美男展（絵画）～9/8（日）　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
25（日）9～12時　農村ワークショップ　夏休み木工クラフト教室　西脇市黒田庄町門柳 日時計の丘公園付近の畑と炊事棟　500円　◆28-2121黒っこプラザ
31（土）9時半～12時　古代文字の染め物体験　藍を使ったろうけつ染めハンカチ　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　300円　◆32-0685
　

子どものための

残席わずか
！


