
　今年もっとも注目を浴びる所。 昨年からこの周辺の整備をし、 11 月には武者行列や太鼓など

のイベントが行われた。 黒田城城祉でもある。 でんくう総合案内所情報コーナーの 1 月ショー

ケース展示もしているのでご覧ください。

※ 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、お住まいの市町名、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】１/２０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

　　　★１２月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年1月1日発行   108号 108号

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

発行：

◆クイズに応募しよう！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

答えと必要事項を明記して、ご応募ください。正解者の中からお１
人に、このサテライトの Tシャツをプレゼント！
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 どこのサテライト？クイズ



2013年

  12  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

 1月

 12月

    　　先生の手にかかると、なぜきれいな縄になるの？　
　14（土）･22（日）体験教室しめなわづくり　　14日28人、22日21人参加

    　　湯気に誘われて・・　
　22（日）年末感謝祭　豚汁の振る舞い

    　　Facebook始めました　　　　
　NPO法人北はりま田園空間博物館　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　道の駅北はりまエコミュージアム　

大道芸を間近で楽しむ
　　　毎月第2日曜他

  
 7日　西脇市西脇ロイヤルホテルでの新年に集う会に　長谷川代表理事出席

  
 2日　片山西脇市長を代表･副代表が表敬訪問　
　　　黒田官兵衛生誕地など西脇市の観光事業の協力体制を確認

　2014年もすぐそこまで。
しっかり駆け抜けられるよ
うに、心を込めて今年もし
めなわをなう人たちがでん
くう体験室に集合。
　10月のあぐり体験(稲刈り)
の藁を倉庫で乾燥した､きれ
いなしめなわ用の藁。体験

室は藁のいい匂いが漂う。今回はスタッフが事前にしめな
わづくりを習い、指導がスムーズ。　
　先ずは､藁の外葉を取り、縄になる部分を
を木槌でたたいて柔らかくする。
　七五三、めがね、ごぼうなど、それぞれ
に必要な準備をスタッフに教えてもらいな
がら挑戦。七五三は段ボールで手づくりゲ
ージを作ると､長さが揃いきれい。

　めがねは右ないと左な
い。よく見れば違いがわ
かるけど､手がどうして
もうまく動いてくれない
と悩む人も。
　ごぼうは上級者向き。
太い縄の中に膨らみを出
すために小さな藁を入れ、ない上げる。力もいるし､バラ
ンスも難しい。仕上げはきれいにハサミで整え、どこを前
にするか決めて房と､淡路結びを付け完成！

　毎年楽しみに参加される方、親戚の分もと
色々作る方、初めての挑戦でまずまずのでき
と満足げな方。これで来年は家内安全、五穀
豊穣の、年神様に迷わずお越しいただけま
す。
★14日の動画をでんくうHPでご覧いただけます。

　今年の5月から
時々、でんくう総合
案内所前駐車場や情
報コーナーで、大道
芸のパフォーマンス
をやっています。手
品やバルーンアー

ト、腹話術、ジャグリングなど芸も様々。出没するのはほ
ぼ土日。無料でお楽しみいただけます。ご覧になりたい方
は事前にお問合せください。

　思わず首をすくめたくなる
寒さの中、早朝から準備をし
た豚汁。匂いと湯気に誘われ
､どんどん行列が出来ていき
ました。地元の野菜もたっぷ
り入った豚汁は、300人のお
腹の中へおさまり、午前中に

終了。同時に餅つきをし、つきたて餅も販売しました。

　少し前からFacebookで情報提供をしていました
が、担当者が決まり､本格的に情報発信をしてい
ます。ぜひこちらもご覧いただき、「いいね」を
お願いします。

壁に掛かっているのが「ごぼう」机の上が「めがね」



12月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

播州織を大切に手作りを楽しみながら伝えています

西脇市上野228　ウエストヒルズ1F　　

○播州織パッチワークキルト

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。

TEL＆FAX   0795-22-8557　開店時間 /10:00 ～ 19:00（水曜日定休）　 

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に五藤道子さん、柴野三枝
子さん（ともに西脇市）、後藤建夫さん（多可町中区）
の 3人が入会。よろしくお願いします。
･大人気の 1/15 研修バスツアー受付は 12/10（火）10 時
から始まり 25 分で終了。キャンセル待ち多数です。

【広報部】
・1 月の情報コーナーショーケース展示は黒田官兵衛
生誕地です。
･26 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドの編
集中！

【都市交流部】
･黒田官兵衛ブームで、関連
のバスツアー受け入れや案
内が忙しくなりそう。
･官兵衛紙芝居が出来まし
た。案内やイベントに活用し
ます。

【地域交流部】
･1/4（土）ぜんざいの振る舞いには、会員のみなさん集
合し、みんなで新しい年を祝いましょう！

【事務局】
・西脇市 Ver.「恋するフォーチュンクッキー」ご覧い
ただいたでしょうか。でんくる君を中央にその時都
合の付いたNPO会員、特産スタッフ、事務局が踊り
ました！また、加東市で行われたゆるキャラフェス

ティバルでの「加東伝
の助とご当地キャラ
ver.」、県民局が企画し
た兵庫県北播磨 Ver.
と、ご当地恋チュンが
大人気！

   お店に入り､ちょうど奥の部屋に展示されている
大作を拝見。忙しい仕事の合間に手がけ 10 年をか
け完成。小東風彩さん（播州織パッチワークキルト
主催）の情熱と根気にただただ感心。また、海外から
の講師要請や日本女子大に合格し､教師を目的に勉
強を始めるなど、意欲的な挑戦にも脱帽。
　続いて小東さんの指導で、播州織を使い小物作り
に挑戦。裁縫箱をあけて小物を作るなんて何年ぶり
だろうか。
　何とも不思議、針を持ち縫い物をするのがこんな
に楽しいなんて。眠っていた心の奥の扉が開いた様
で、夢中になり作品が完成。
　播州織に触れ、布の素晴らしさを広めたいとの小
東さんの熱い思いや、日々忙しく過ごす女性たちが
この様な時間を持つことはとても大切と伺い、私自
身も納得、本当に充実したひと時であった。  

3m×3mの緻密なパッチワーク

店内は色とりどりの播州織の生地

洒落た播州織パッチワークのバックが並ぶ

中には可愛らしいマスコット人形も

今回挑戦した作品

国内・海外のコンテスト受賞盾など多数

播州織で百人一首に挑戦



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 (11月～ 2月 )　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

1月のでんくう自主企画1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1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）

1月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

４（土）　体験教室
　　　干支「午」のキーホルダー作り
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～先着30名＊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
　　　　ぜんざいふるまい（300食）もあります！
　　　　黒田官兵衛の紙芝居！（10:30 と 13:00）

23（日）　北はりまを1日楽しむバスツアー　「味噌づくり体験と竹細工の小物作り」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味噌作り体験・ココロン那珂の弁当で昼食）→
思い出荘で足立工房の指導で竹細工の小物づくり→でんくう→帰路
参加費：4,200円（FUNくらぶ会員５％引き）　味噌２kgのお土産付き　一般受付け開始：1月5日

ご迷惑をおかけしますが
　よろしくお願いします！

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
12 月 31 日（火）～ 1月 2日（木）は
年末年始休館となり、前後の 30 日（月）
と 3日（金）は 17 時閉館いたします。
また 1 月 15 日（水）は臨時休館です。

・3/30翠明湖マラソン参加者募集　～2/12　多可町中区岸上 アスパル で受付　小中学生1,000円（町内は500円）　一般3,200円　◆32-5122
1（祝）0時～　成田山初詣～5日　西脇市小坂町 成田山法輪寺（播州西脇成田山）　先着3000名開運福盛り杓子･特別お守札（無料）　◆22-3912　
1（祝）11時半～15時　お正月バイキング　（～３日）　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　ディナーは17時半～　大人3,500円　◆23-7833
4（土）9時半～　新春！！紅白勾玉づくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　2回目13時半～　300円（勾玉2個分）　◆32-0685
4（土）10～18時　第77回特別展「これなあに・むかしの道具」～3/2　西脇市西脇 郷土資料館　月曜休館（13日は開館翌14日休館）　◆22-5992
5（日）10時～　春の七草粥づくり　多可町中区 なか･やちよの森公園　要予約　300円　持ち物 :水筒、軍手、雨具、防寒具、ＭＹ箸　◆30-0050　
5（日）13時半～　昔のカレンダーづくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　300円　◆32-0685
5（日）～26（日）　アトリエシリーズVOL.4 「感じるカタチ展」 梶滋展 (彫刻 )　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
12（日）9時半～　鬼のお面づくり（２回シリーズ）　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　500円（2回分）　◆32-0685
19（日）10～15時　2014年 耐寒登り初め !　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔の広場　要予約、500円、弁当、水筒、お餅（ぜんざい用）など　◆30-0050
19（日）10～15時　月に一度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ　コーヒー200円など　【毎月第3日曜】　◆22-8180（当日のみ）　　
26（日）10～15時　里山づくりボランティア体験＆森づくり安全講習会　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔の広場　座学と実習　要予約　◆30-0050
26（日）13時半～　玉岡かおる講演会「女を生きる」先人の足跡に学ぶ　多可町中区糀屋 多可町図書館　要申込み　定員80名　◆32-5170

28（火）～2/16（日）　アトリエシリーズVOL.5 「感じるカタチ展」 由城順造展 (造形 )　西脇市上比延 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
 

2 月 予 告

21（火）パソコン教室(以後毎週火曜実施)　　　　　　
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。


