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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】１０/２０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

　　　★９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名様に、北
はりまの特産品セットをプレゼント！

応募してプレゼントを応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！

お店の前に立つだけで､イタリアの風が吹いてきそうな。

　中に入って本日のパスタ、デザートを選んでいると季節の香りがただよう････

　　前菜やパスタ、デザート､どれも自宅では味わえないプロの腕前！

　　　ここに通うしかない！今度は誰を誘って行こうかしら。

　　　　お店の名前はイタリア語で「おへそ」です。



2013年

  9 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

  9月 23日　韓国ソウル市観光農漁村公社 より19名視察

　　　燻製は期待以上の出来！大満足！  　　
29日　　バスツアー「燻製作りとアート＆クラフト風の谷イベントを楽しもう！」　40名

　　　多くの協力があってこそ！
15日　でんくうまつり　　来場者1550名

　西脇市日本へそ日時計の丘公園オートキャンプ場で、井上さ
ん（篠山市）の指導のもと、ベーコンと合鴨の燻製作りに挑戦。
65 度で乾燥させた後、山桜のチップを使用し 75 度でいぶして
いく。おいしく作るには温度管理が大切で、温度計を確認する
目は真剣、出来上がるのを今かいまかと待つ。

「飾っておきたい」との声
も出るほどきれいに出来
上がった燻製に「自信作
ができました」と笑顔。
会話も弾み昼食は黒っこ
マザーズのお弁当（黒っ
子巻きや地元の食材を使
用した煮しめや天ぷらが

　台風の動きが気になる前
日の 14 日。翌日は雨の可
能性が高く､屋外ステージ
は体育館で実施すること
に。そのためステージ部材
の運搬や組み立てがなく、
準備は随分と楽だった。

　15 日朝まで降っていた雨も 9 時頃からしばらく止んだ。が、
フリーマーケットは当然キャンセルが多く､それでも5組の出店。
そこで、体育館内の壁側に設置。青空市もできる限り軒下で。
いい香りでお客さんを誘う焼き鳥は大人気。早速お客さんが焼
き上がりを待ち､列ができていた。 　
　 体育館では予定通りステージアトラクションが始まった。電
話で「今日のイベントやっているの？」と言う問合せが多く、
残念ながらお客さんの出足は遅い。ファイアーベンチャーズ・
和輝逢愛・ハワイアンフラ西脇アロヒの演奏と踊りの頃には､雨
が降り出したのと、屋外
に流れるテンポのいい音
楽に誘われ、続々と観客
が増え盛り上がっていっ
た。 
　地域交流部会のバルー

ンアートは､きれいな彩りの風船で動物や花、剣などを作り子ど
もたちのみならず大人も興味津々。
　K-Ｄream は可愛らしい幼児から大人までのよさこいチーム。
仲良く、かっこよく演舞。同時に情報コーナーではクラリネッ
ト演奏が行われ、客席と近いのでライブ感覚でいい雰囲気。　
　 西脇北高校生の協力で､ゆるキャラ軍団が会場をにぎわせてく
れ、神戸市西区から毎回出場してくれるよさこい匠 、今回初め
ての旗士衆弾纏屋。よさこいの旗振り、大きい物 3 つと小さな
の数個で体育館狭しと、演技。外の雨降りとは別世界で、旗が
大きくゆれるのを眺め楽しんた。最後はゆるキャラたちも一緒
によさこい総踊り。
　多くの協賛（景品）をいただいたガラガラ抽選会はたくさん
の景品の中から好みの物を選ぶのに時間がかかる人も多く､好評
だった。
　テントの出店者は風雨で大変苦労されたようだが、雨の割に
は来場者もあり､それ
なりにイベントを進
めることができた。

　韓国版農水省高官が日本視察の一番最初にでんくうに立ち寄り。大変熱心にこち
らの活動報告を聞き､丁寧に資料にも目を通し､質問が続々。活動で一番苦労してい
ることは？播州織の歴史は？NPＯ　メンバーが少し年齢が高いようだが､若い人は
入らないのか？行政の補助金はもらっているのか？代表幹部の交代はどのように進めているかなど、的
を得た質問に、こちらもできる限り対応。「フランスのエコミュージアムの視察にも出向いたが､ここの
方が韓国に合っていると思った。」との感想。今後も交流することになるだろう。

入った手作り）でお腹を満たす。
日時計の丘公園では、アート＆
クラフト「風の谷」が開催中。
木工体験や物品販売、焼きそば
や、鹿肉カレー、などの販売も
行われ賑わいを見せており、参
加者の皆さんもイベント会場の
散策。
　最後は、皆さんの希望で JA み
のり特産開発センターへ立ち寄る。でんくうファンクラブの特
典を活用しながら、黒田庄牛等の特産品を購入。暑いくらいの
さわやかな秋の一日は、食べるのが待ち遠しいお土産がいっぱ
いになった。

まといや



9月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
　

　　　　　　　西脇市上比延町334-2日本へそ公園内

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名様にペア入場券でした。

にしわき経緯度地球科学館　テラ・ドーム

℡　0795-23-2772　　　FAX　0795-23-3110
URL　http://www.nishiwaki-cs.or.jp/terra/
開館時間　10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
休館日　月曜日・祝日の翌日（その日が土・日曜日の場合は除く）
入館料　大人 510 円　学生 200 円　小人 100 円　幼児無料
夜のスターウォッチング　 １人 200 円（幼児無料）　土曜日、休前日　
19時 20 分～ 21 時（要予約・当日でも可）＊曇りや雨の場合は星は見えません

★☆★･･子ども科学教室･･★☆★
10/6･13 万華鏡をつくろう
10/14･20･27 アニメの秘密
11/3･4 森のプレゼントづくり
11/10･17 ふしぎなコマをつくろう
日祝日の 13 時 30 分～ 15 時 30 分～
入館料のみで誰でも参加できます

【総務部】
･11/7（木）8時～ 9時 30 分プランターの植え替え、
駐車場まわりの植栽管理作業を行います。ご都合の
付く方お手伝い下さい。
･啓発事業としてでんくう体験学習室でパソコン教
室を実施。11 月から毎週火曜 11 ～ 12 時、受講料は
1回 500 円です。詳細はチラシをご覧下さい。

【広報部】
・10月の情報コーナーショーケース展示は矢筈の森公園です。

【地域交流部】
･11/16（土）･17（日）9時 30 分～加東市おもちゃ王国
で行われるキャラクター祭りにでんくる君が出場。
･体験教室しめなわ作りは 12/14（土）と 22（日）13 ～
16 時でんくう体験学習室で行います。参加費 200 円
で当日参加ＯＫ。

【都市交流部】
･案内人活動に欠かせない『手ぶら拡声器」を買い足し
今後の活動に活かしていきます。

【特産品部】
・募集中のレジパート、職員が決まりホッと。10 月か
らニューフェイスが登場。よろしくお願いします。
・レジカウンターが狭く、買い物かごが置きやすいよ
うにレジカウンター周辺を拡張。その他棚などを新し
くします。
・公用車が新車になり､PR も兼ねロゴも新しくしまし
た。

　今回のサテライト訪問
は、にしわき経緯度地球科
学館テラ・ドームで夜の
スターウォッチングに参
加し「土星・月を見てみよ
う！！」です。当日は絶好
の天体観測日和、夜は初め
ての参加者が多く、これから始まる天体ショーが待ちきれな
いようです。天体観測は 19 時 30 分から開始、それまでの時
間館内の見学や星空を見上げ、天体観測の時間を待ちます。
　夜のスターウォッチングの入場料は 200 円、入場券は数種
類の天体の載っているものから選べ、どれを選んだらよいか
迷います。2 階天文台へ着くと、目の前には 81ｃｍ大型反射
望遠鏡が登場、照明を消し周りが暗くなると天体観測が始まります。今回観測したのは土星、ベガ、
アルクトゥルス、星団M11、環状星雲（リング星団）、球状星団、月のクレーターです。望遠鏡から見
える星の姿は別世界。「こんな風に見えるのか」と天体望遠鏡から見える宇宙の神秘に感激しきり。
天体についての丁寧な解説もあり、子どもにもわかりやすく、大人は童心に戻ったようです。
　21 時に天体観測が終了、１時間 30 分の時間の中で贅沢なひとときを過ごしました。あなたも、
にしわき経緯度地球科学館テラ・ドームで、地球の不思議や宇宙の魅力に触れてみませんか？



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）

10月のでんくう自主企画10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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー10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）

10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

25（金）行ってみいへん食べてみいへん  スペシャル　　　  　　北はりまの旬を楽しもう　
集合：でんくう総合案内所　9時30分　
　　　福聚寺（西脇市黒田庄町喜多734）10時
内容：丸山公園散策　福聚寺で坐禅体験･法話、ミニライブ
昼食：料理上手の会員による黒豆ご飯セット
参加費：800円　（昼食代、黒豆枝豆のお土産）
定員：20名程度　申込み〆切り：10/20
★歩きやすい服装･靴で　小雨決行

27（日） 体験教室　そば打ち体験　   　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時30分～13時30分
指導：藤井力雄さん（NPO法人ぷらっときすみの理事長）　
参加費：1,500円（昼食用と持ち帰り2人前そばを含む）　
持ち物：エプロン、三角巾、手ふき、そば湯持ち帰り容器　
定員：30名　
★お昼に自分の打ったそばをざるそばorたぬきそばで試食！

6（日）  あぐり体験 バスツアー　　　　　北はりまの稲刈り体験と実りを味わう旅
行程：8時三宮発→西神中央→道の駅みき→でんくう
⇒明楽寺の田畑で体験→でんくう→帰路
参加費：おとな3,500円　小学生1,800円（土産なし）
昼食はつきたて餅（ヨモギ、きな粉、大根おろし）と味噌汁
★餅米、里芋、枝豆などのお土産付き
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サテライトフォトコンテストのお知らせ
26年4月より受付開始
応募作品は26年8月までの1年以内に撮影されたサテライトの写真で
ひとり2点まで、A4サイズ。詳細は26年4月のチラシで発表
　　　　　　北はりまの魅力に出会って下さい。

　　　　　その時があなたのシャッターチャンス

・植物が主役のガーデニング講座生募集～10/5（土）　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　毎月第2土曜日午前中　第1回は10/12（土）　◆36-1616　

・イラスト＆ビーズ雑貨展「きらきらゆれる」in加美～10/29　多可町加美区鳥羽　和紙博物館「寿岳文庫」２ｆ　水曜定休　◆36-0080

・西脇情報未来館21秋のフェア～10/31（木）　西脇市西脇 西脇情報未来館21　期間中はオプションボタン又はネーム刺繍が無料に　◆25-0077

・からくりおもちゃ展～11/10（日）　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　大人510円 学生200円 小学生100円　◆23-2772　

・播州織キルトあーと彩土里生徒募集　西脇市上野 キルトあーと彩土里　入会費5,000円　受講料1回1,500円　水曜定休　10時、13時半から各2時間　◆22-8557

1（火）10時～　アトリエシリーズVOL.5「地歩を固めた作家たち」中田幸夫展（絵画）～10/20（日）　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223

6（日）11時～　「木縫の里」オープンカフェ　西脇市住吉町 木縫の里　メニュー：ピザ800円　クレープ300円　珈琲、紅茶、ジュース200円　◆22-8267　

13（日）13時半～　体験教室「ワイヤーリースを作ろう」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　1,000円（材料費込）　◆36-1616 　

17（木）10～16時　『 軒先マーケット（ 仮。） vol. 7～ 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 )

17（木）10～18時　小松原謙介抽象展～31（木）　西脇市西脇 旧來住家住宅　月曜休館　◆22-5549

19（土）10～12時　流木でオリジナルインテリアづくり！　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　13時～の2回実施　要予約　200円　◆30-0050

21（月）11～12時　楽しい えいごのうたを歌おう　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　10/28（月）と2回コース　要予約　講師：lily大谷　◆23-4623（FAX)大谷

26（土）10～17時　秋冬ニット展示即売会　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆090-6970-0844藤本

30（水）9～18時　第61回西脇市美術展～11/3（祝）　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　日本画、洋画､彫塑、工芸、書、写真、デザイン　最終日は16時　◆22-5715


