
※ 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！

【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】１２/２０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

　　　★１１月号のクイズの答えは３P を見てね！

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 1名様に、北
はりまの特産品セットをプレゼント！

　播州織にこだわり､播州織の魅力をパッチワークキルトで発信

する小東風彩さん。彼女の、繊細でありながらパワフルな数多

くの作品は、国内外で高く評価され、多数の受賞歴がある。上の

写真の作品は完成までに 10 年を

かけた大作。　さて、でんくうで

の登録名は？この文の中の単語を

2つつなげれば･･

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？
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◆クイズに応募しよう！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

 どこのサテライト？クイズ



2013年

  11  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

 11月

    　　でんくるくんもメジャーデビュー？！　
　16（土）･17（日）キャラクターフェスティバル ｉｎ かとうに出場

    　　西脇市長が官兵衛になり武者行列！　
　17（日）バスツアー「紅葉の古刹と官兵衛まつり＆三木合戦絵図絵解き」　25名参加

  
 11日　備前県民局(備前地区農業農村振興協議会）23名視察
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　京丹波町質美下村区より視察・旧來住家住宅他見学13名　

　東条湖おもちゃ王国前駐車場で関西を中心に人気のご当
地キャラクター約50キャラが大集合する★キャラクターフ
ェスティバル ｉｎ かとう★が開催された。 
　オープニングでキャラが次々と登場してくると会場から
キャー可愛い�！！とあちこちで歓声が。
　よさこいやダンスもあり、ご当地ごとの5分間アピール
タイムではバックダンサーをつけて踊るキャラ、多可町の
たか坊はタカレンジャーがついて踊る踊る！！迫力ある楽
しいステージが繰り広げられた。 

　でんくるくん
の登場では、ス
タッフがでんく
るくん誕生秘話
や自然豊かな田
園空間博物館を
アピール。でん

　秋晴れの中、参加者を乗
せたバスはでんくうを経由
し、「黒田の里 官兵衛まつ
り」開催中の荘厳寺に到

着。会場では、甲冑武者・子ども武者行列の最中。100名
近い行列は迫力十分。場内は3000名を超える人出。持仏堂
での歴代黒田城主供養、ステージでのバンド演奏、はりま
立螺之会のほら貝、黒田官兵衛合唱団のコーラスなど楽し
まれた様子。
　昼食は、比延地区まちづくり協議会の「へそ・で・ち
ゃ」の秋の彩り弁当。きのこごはんや柚子釜な
ますの酢の物。さらに栗大福も入っており、
味・ボリュームともに大満足のお弁当。
　食後は、境内での小東風彩のパッチワークキ
ルト展や黒田官兵衛西脇市誕生説の有力資料
「本黒田家略系図」を鑑賞。ステージでは、黒
っこプラザ舞踊、黒田武士の歌と踊りなど盛り

くるくんが子ど
もたちにバルー
ンをプレゼン
ト。
　会場内には、
各ご当地のブースがあり、パンフレットやチラシを並べた
り、グッズやご当地グルメの販売があった。
　人気のキャラのお店は大勢の人だかり。会場のあちこち
でキャラとの撮影会が列を作っていた。
　ステージでバルーンをもらえなかった子どもが、でんく
うブースに次々と来て、スタッフはバルーン作りやパンフ
レット配りに大忙し。でんくるくんもカゴに入れたキャン
ディを配ったり、子どもたちと一緒に写真を撮ったりと大
活躍。　
　エンディングまで好天に恵まれて、キャラクター達は沢
山の拍手に送られて退場した。

だくさん。グルメコーナー
では、黒っこマザーズの官
兵衛さんの家紋巻きセット
やあさひ屋の官兵衛さんの
合子兜饅頭など官兵衛一色。残念ながら、もちまきの前に
移動となったが、土産の中にお餅も入っており、参加者も
喜ばれた様子。バスで三木市の三木文化会館へ移動。ここ
では官兵衛の主君、羽柴秀吉（のちの豊臣秀吉）と三木城
主、別所長治との戦い「三木合戦図絵解き」の解説をき
く。講師 生田淳仁先生のひとつひとつの戦の事情や推理の

過程などわかりやすい説明を、参加者も
熱心に聴取。終了後も合戦図の前で先生
に質問。全員が壇上に上がり、食い入る
ように合戦図を眺める。
　今回は、神戸マラソンもありいつもよ
り少ない参加者となったが紅葉の中、歴
史を堪能したバスツアーの１日だった。



1１月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

ひとつの山で八十八ヶ所巡り

西脇市黒田庄町喜多　　

○丸山公園

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  …
1名様に北はりまの特産品セット（2,000円）でした。

福聚寺　西脇市黒田庄町喜多 734　0795-28-2372 

手入れの行き届いた境内の奥に立派な本堂

ふくじゅうじ

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に大城戸良子さん（西脇
市）、中道洋平さん ( 多可町 ) です。よろしくお願い
します。
･今年から研修バスツアーの担当が総務部に。1/15(水)
琵琶湖方面へ出かけます。詳細はそれぞれ郵送し、受
付は 12/10（火）10 時～参加費を添え申し込んでくだ
さい。

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示はエーデルささ
ゆりです。
･25 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドの編
集で大忙し･･

【都市交流部】
･黒田官兵衛の紙芝居を作りました。小さな子も､大人も楽
しみながら歴史を学ぶことができます。黒田官兵衛生誕地
のガイドにも活用します。
･バスツアー「味噌作り体験と竹細工の小物づくり」は

2/23（日）三宮発･西神中央･でんくう総合案内所→農
村婦人の家（味噌作り体験・ココロン那珂の特製弁当
の昼食）→思い出荘（足立工房の竹かごづくり体験）→
でんくう→帰路　参加費4,200円（味噌2kg持ち帰り）
･バスツアー「ひと足早いいちご狩り体験と岩座神棚
田の七不思議を訪ねて」は 3/16（日）三宮発･西神中央･
でんくう総合案内所→箸荷のいちご園→岩座神の棚
田（マイスター工房八千代の弁当）→七不思議探訪→
でんくう→帰路。参加費 3,900 円千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎
のたい焼き付き。　

【地域交流部】
1/4（土）体験教室干支のキーホルダー作りと、同時に
ぜんざいの振る舞いを 300 食用意します。皆さんお越
し下さい。

【事務局】
・西脇市 Ver.「恋するフォーチュンクッキー」にノミ
ネート。さて、どんな仕上がりになるのかお楽しみ
に。

畑瀬橋から見た､丸山公園

　黒田庄の田園地の中に珍しく 1 つの島のように孤立している
丸山。古くは千壺山と呼ばれ、弥生式土器も出土しています。
　福聚寺は 1,700 年代に建立され、歴史を刻んできました。江戸
時代末期に四国八十八ヶ所の石仏が祀られ､庶民に親しまれたよ
うです。明治末期には大師堂、籠堂（なまり言葉で「コモッロ」現在
の丸山荘）、弥勒堂、西国三十三ヶ所、観音堂、稲荷社などが造られ
ました。福聚寺の山門は明治初期、兵主神社の宮寺神通寺から移
築されたものです。
　また、昭和初期には多可八景のひとつに丸山公園も選ばれ、多
くの人に親しまれました。春は桜、ツツジ、椿、大木の楠若葉、秋は
紅葉と四季折々の風情が楽しめる景勝の地です。
　毎月 20 日には近隣の参拝があり、その後丸山荘で楽しいひと
時を過ごされています。
　今回は住職に無理をお願いし､坐禅体験と法話をうかがい、そ
の後本堂でミニコンサートに、丸山荘での昼食会。いつもと違う､
歴史を感じながら楽しいひと時を過ごさせていただきました。

丸山頂上からの加古川上流の眺望

お稲荷さんの鳥居をたくさんくぐる

丸山の麓には福聚寺

福聚寺での坐禅体験

今回の訪問ではミニコンサートも

みろく

こもどう



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）

◆9時～ 18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

12月のでんくう自主企画12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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー12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）

12月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

で　　　ん　　　く　　　う

14(土)と22（日）　体験教室　　　　　　　　　　しめなわづくり
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時　ただし受付は15時まで
参加費：300円　事前申し込みは不要です
★汚れても良い服装でお越し下さい
手作りのしめなわで新年を迎えましょう！ ４（土）　体験教室

　　　26年の干支「午」のキーホルダーを作りましょう
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～　30名分の材料がなくなり次第終了
参加費：100円　事前申し込みは不要です
★同時に毎年恒例
　　ぜんざいふるまい（300食）もあります！

22（日）年末感謝祭　　　　　　トン汁のふるまい
場所：でんくう総合案内所前駐車場
時間：10時頃から300食提供
新鮮な野菜もたっぷり入ったトン汁で寒さをふっ飛ばしましょう！
同時につきたて餅の販売もあります。

でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは
11月～ 2月まで閉館時間が 18時に、
12月 31 日 ( 火 ) ～ 1月 2日 ( 木 ) は
年末年始休館となります。
また、1月 15 日 ( 水 ) は臨時休館いたします。

1／

ご迷惑をおかけしま
すが

　よろしくお願いし
ます！

わ くり

まで

･ロイヤルホテルの手づくりおせち料理予約承り中～12/10　西脇市 西脇ロイヤルホテル　3万5千円、5万円　数量限定　詳しくはチラシかHPを　◆23-2216
･クリスマスプレミアムランチ ノエル11～15時　多可町八千代区 エーデルささゆり～12/25　￥1,260　クリスマス用のワンプレートランチ　◆37-1200　

･～アトリエシリーズVOL.2 「感じるカタチ展」 北川太郎展 (彫刻 ) ～ 12/8 　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
4（水）10～17時　土布と陶と心の詩二人展　増田節子・小林明美～12/25　西脇市西脇 旧來住家住宅　月曜休館　◆22-5549
7（土）14～16時　第3回地域作り活動ネットワーク交流会 　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　◆0794-63-8151　NPO法人北播磨市民活動支援センター
8（日）13時～　第10回チャリティーminiライブ　おとぼけサンタXmas　西脇市西脇 アピカホール　1,000円（当日1,200円）　◆22-4726(夢企画）　
10（火）10～17時　アトリエシリーズVOL.3 「感じるカタチ展」 野村直城展 (陶芸 )～12/28　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223　　　　
10（火）11時半～15時　レストランラフィネのXmas Fair2013～ 12/25　西脇市 西脇ロイヤルホテル 2f　3,000～ 10,000円ディナーもあり◆23-7833(レストラン直通 )
11（水）10時～11時半　はじめの一歩「お正月のお花」　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　要予約　500円　◆080-1440-5167西脇おやこ劇場
15（日）10～15時　カフェあんずの里営業日　西脇市住吉町 すみよし桃源郷内 　ピザ500円、弁当400円、コーヒーなど200円他　◆22-8180（当日のみ）
15（日）10～16時　コヤノ美術館年内最終開館　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　大人800円　新年は1/18より　◆06-6358-7555

21（土）9時半～11時　ハーブ香るクリスマスクッキング手づくりソーセージ＆ハーブパンケーキ　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　500円　◆32-0685　
23（祝）10～15時　炭火でじっくりバームクーヘンづくり　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　1,500円　◆30-0050　　
26（木）13時半～15時　お正月を手づくりの飾りで！ミニ門松作り　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　400円　◆32-0685
　

3（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～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。
今月は17日まで。24日はお休みです。

い。


