
【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】１１/２０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

　　　★１０月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！
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！

2013年11月1日発行   106号 106号

発行：

で　　　　ん　　　　く　　　　う

 どこのサテライト？クイズ

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

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！

　加古川の畑瀬橋から見えるこの山一体を公園

としています。 近くではよくわかりませんが、

橋から見るとこの山の名前に納得。 また山の頂

上からは加古川やその周辺の街並みや田畑が一

望できます。 福聚寺 ( 臨済宗妙心寺派 ) を中心

に稲荷神社、 太師堂、 丸山八十八箇所巡りな

どがあります。

福聚寺
ふくじゅうじ



2011年

  10  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

10日　山南谷川上地区自治会40～50名　官兵衛生誕地の案内　でんくう案内人対応　
11日　備前市より20名視察
16・17日　キャラクターフェスティバルinかとうにでんくるくん他5名が出演･協力
17日　官兵衛まつり支援として官兵衛生誕地の案内　でんくう案内人対応
19日　西脇市高齢者大学25名　官兵衛生誕地の案内　でんくう案内人対応
20日　県高齢者放送大学神戸市友の会22名　西林寺他の案内　でんくう案内人対応
24日　京丹波町より視察13名

 11月

    稲の香り、刈り取る鎌の感触　幼い日を思い出し・・ 　
6（日）あぐり体験バスツアー　「稲刈り体験と実りを味わう旅」　38人参加　おとな31人＋こども7人

あこがれのそば打ち、できました！　
27（日）体験教室「そば打ち体験」　29人参加

　心配されていた台風の影
響もなく晴天に恵まれた日
曜日、大型バス1台総勢38名
が西脇市明楽寺町六所神社
を訪れ、秋の収穫を体験し
た。
　まずは案内人小牧さんが
歌で歓迎し、手拍子を打ち
一緒に口ずさむ人もいた。
　さていよいよ稲刈りをする田んぼに移動。大切に育てら
れた稲を鎌で丁寧に刈っていく。昔を思い出すと懐かしそ

うな参加者や楽しみなが
ら稲を刈るちびっこ達。
8アールの田んぼは1時間
ほどで刈り終えた。 
　心地よい汗をかいた後
はお餅つきに挑戦。「よ
いっしょ」のかけ声でテ
ンポよくキネを振り下ろ

　講師に加古川線小野
町駅で手打ちそばのお
店を運営する「特定非
営利活動法人ぷらっと
きすみの」の皆さんを
迎え、二八そばのそば

打ち体験。
　講師のデモンストレーションを食い入るように見学後、
まず小麦粉（中力粉）2：そば粉8：水（粉の約43％）の割
合で合わせる水回し。そば粉と小麦粉をふるいにかけ、２
～３回に分け水を入れ混ぜ合わせていく。そぼろ状にほぐ
し段々に力を入れて混ぜ、菊の形になるように練り合わせ
空気を抜く。菊練りはそば打ちにとって、最も大切な作
業。グループや、夫婦で力を合わせながら作業を進めた。
　次は延ばしとそばを切る作業。台に打ち粉を振り、先ほ

し、お餅がつけた。 そのつ
きたてを大根おろし・きな
こ・よもぎ餅にし、里芋が
どっさり入った手作りみそ
のいも汁とで秋の味覚を堪
能した。
境内の爽やかな風を感じ一
息ついた後は里芋の収穫。

大きく育ったズイキの下には小芋がいっぱい。それを夢中
で掘り起こしていく。お土
産の小芋・ズイキ・親芋を
袋いっぱい詰め込んで嬉し
そうな参加者たち。
　「また来てね」の掛け声
に「はーい」と全員で記念
撮影。「楽しかったありが
とう」の言葉にスタッフ一
同笑顔でバスを見送った。
　

どの生地をめん棒で力の入れ方など手加減しながら平たく
四角い形延ばしていく。「うまくできるかな～」と思いな
がら、そば打ちに夢中に。厚みが均一になるよう延ばせた
ら折りたたみ、こま板と包丁で切る。細くなったり、太く
なったり、いろんな太さのそばができた。その後切り終え
たそばを茹でてもらい、そばの試食。

「温かいきつねそばを食べよう」
「ざるそばの方が味がよくわかる」
とそれぞれに選び、「自分で打った
手作りのそばはコシがあっておいし
い！」と笑顔の参加者。
「貴重な体験ができ、勉強になりま
した」とそば2人前の土産を受け取
り体験教室は終了した。 



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・正会員に萩原理恵子さん ( 西脇市 )、山本和樹さ
ん ( 多可町 ) が入会されました。
･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。

【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は
an cafe( あんかふぇ )です。
・今年度から広報部がまるごとガイドの編
集担当に。できる限り会員が足を運び、サテ
ライト情報の更新などのお願いに伺いま
す。サテライト応援企画もぜひ利用下さい。
・でんくうガイドマップ 26 年度版の見開
きのサテライト紹介（掲載料 3,000 円）を募
集中です。
・まるごとガイド 26 年度版掲載の新規サ
テライトを募集中です。推薦も受け付けて
います。

【特産品部】
・来年から「軍師官兵衛」の放映が始まり､官兵衛
ムードも高まることから､黒田庄が官兵衛生誕の
地であることを PR するため､販売スタッフは官兵
衛 T シャツを 1 年間着用。色は 3 色あり販売もし
ています。

10月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

地元食材のイタリアン

西脇市上戸田166-1　TEL/0795-23-4399　
営業時間/11時～20時（ラストオーダー19時）

　毎週月・火曜日定休日（月曜日が祭日の場合は営業）

★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でした。

　　

　トラットリア オンベリーコ 

道路向かいに西脇市民病院が見える

　

この季節にしか味わえない前菜

スパゲッティのゆで加減とソースはプロの味！

　R175 号沿いにあるオンベリーコ。本格シェフによる
イタリア料理､ランチのお勧めはオンベリーコセット
（1500 円）。  
 
　まずは 6 種の前菜から。日常の食材がシェフの手にか
かりひと手間かけると「こんなに美味しくなるなんて！」
と全員が口を揃えて納得。
 
　食べてしまうのが勿体なくてつい時間をかけて味わっ
た後は本日のパスタ。季節のパスタ 3 種類から選ぶこと
ができ、家庭では出来ない絶妙なパスタの出来上がりに
「さすがはプロ」とまたもや納得してしまった。
　デザート・ドリンクもついてお手頃なお値段でイタリ
アンを味わえるオンベリーコ。
ぜひ一度行ってみませんか。

 

デザートも選べ､全部食べたくて悩みます

お店の前のコックさんが
皆様のお越しを毎日待っています



11月のでんくう自主企画11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11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）

11月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

27（水）　行ってみいへん食べてみいへん　　　　　黒田官兵衛生誕地訪問企画
　　　　　～軍師官兵衛のおもしろさ10倍返し！～
集合場所：でんくう総合案内所10時30分(できるだけ乗り合わせ)
　　　　　又は、現地(西脇市黒田庄町黒田姥が懐)11時
内容：城山に登り官兵衛が幼少期を過ごした城跡から
　案内人と一緒に城下の景色を望みに行きます
　希望者は近くの喫茶店ベルデ･ヴェールで昼食(1,000円～）を
持ち物：雨天時傘、軽く山登りできる服装
　　　　★カメラ持参で「でんくうフォトコンテスト」に応募しましょう

17（日）　北はりまを1日楽しむバスツアー　　　　紅葉の古刹と官兵衛まつり＆三木合戦図絵解き
　　　
行程：8時三宮発⇒西神中央⇒道の駅みき⇒でんくう総合案内所
→西脇市黒田庄町黒田荘厳寺で官兵衛まつり、へそで茶の特製弁当
多宝塔までのもみじ狩り散策→三木文化会館で三木合戦図絵解き→帰路
参加費：3,200円　定員：40名

5（火）パソコン教室　(毎週火曜実施)　　　　　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：11時から12時
参加費：1回500円
ノートパソコン（Windows7に限ります）を持参下さい。
先ずはインターネットにつなぎ、検索やホームページ閲覧が
出来るようになりましょう

サテライトフォトコンテストのお知らせ

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

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）

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

・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　5日（火）休館　大人510円 学生200円 小学生100円　◆23-2772　

2（土）14時～　講演会「地域で心を育て 世代をつなぐ　卓球を通して」 　西脇市黒田庄町 黒っこプラザ　講師：西村卓二（東京富士大学教授・卓球部顧問）◆28-2121　 　　

2（土）18時～　竹遊（たけあそび）竹の音楽家柴田旺山が奏でる自然のコンサート　西脇市郷瀬町 マナビ―タ　1,300円◆080-1440-5167（月火木金）西脇おやこ劇場

4（ 月） 10時半～14時半 　健康フェスタ 　西脇市黒田庄町 大山病院駐車場及び大山病院　◆28-3732

7（木）～10（日）　西脇フォトクラブ会員作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

9（土）17～20時　余暇村公園のもみじライトアップ～30（土）　多可町中区 多可町北播磨余暇村公園　紅葉の状況により短縮することも◆32-1543
10（日）9時～　ひやのさとフリーマーケット　 西脇市上比延町 日本へそ公園芝生広場　120店舗　◆25-2370
10（日）10～15時　焚き火Cafe　多可町中区牧野大池キャンプ場　焚き火を囲み楽しい一時を　大人500円　小人300円　◆090-1586-8523森のようちえんにじの子　
10 （日） 13時半～　 素浄瑠璃を楽しむ会　多可町加美区豊部 加美プラザ　指導：福岡幹敏　鶴澤友球　高校生以上1,000円　小中学生700円　◆35-0080

10 （日） 13時半～16時半　木造校舎耐震補強の専門家のお話を聞く勉強会　 西脇市西脇市 西脇小学校　第1校舎１階4年3組教室 　見学だけも可　◆090-4644-5016

17（日）　四季彩倶楽部日本画作品展　～24(日) 　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
24(日)9～13時　翠明湖の桜を救え！　多可町中区なか･やちよの森公園湖畔の広場集合　要予約　桜の管理作業　昼食付き　作業できる服装、水筒　◆30-0050　
24（日）13時半～15時　クリスマスリース作り 　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　2日前までに要予約　体験料1,600（材料費含む）　定員20名　◆36-1616 　　　　

12／14(土)・22(日)しめなわ作り
でんくう総合案内所体験学習室　13時～16時　300円
自分で作ったしめなわで新年を迎えましょう


