
　寒い日が続きます。そんな時は美味しいうどんはいかが？こだわりの手打ちうどんはからだも心

も温かくしてくれますよ。でんくう総合案内所から東へ･･･あなたの足が長ければ歩いて 1,000

歩！？

※ 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】2/２０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

　　　★１月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年2月1日発行   109号 109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、このサテライトのお食事券（2000 円）をプレゼント！

 どこのサテライト？クイズ



2014年

  1  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

 2月

    　　今年の活動がスタート　
　4（土）ぜんざいの振る舞い・体験教室干支のキーホルダー作り　　33人参加

    　　いい写真をいっぱい撮り、お腹もいっぱい！
　15（水）研修バスツアー滋賀県の旅　　88人参加

  
  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
19日　淡路市麻耶町内会19名視察　長谷川代表・内橋・河野副代表対応　その後岩座神の棚田視察　
  
  2日　小野市エクラでの北播磨地域づくり活動ネットワーク交流会　内橋・河野副代表出席
27日　兵庫県民会館で第7回ひょうご観光ボランティアガイド発表会　発表・参加予定

　新年早々のイベントな
ので、スタッフ同士の新
年の挨拶でスタート。イ
ベントは、ファイヤーベ
ンチャーズの、素晴らし
い演奏で幕が開きまし

た。懐かしい曲の演奏で、身体でリズムを取る人や、手拍
子する方も。
　その後、甘くて美味しいぜんざいの振る舞
いが始まりました。お餅も目の前で焼かれ、
周りは、お餅の焼けたいい匂いがただよって
いました。
　同時に行われた紙芝居は、黒田官兵衛が西
脇市黒田庄町で生まれ、福岡で亡くなるまで
の一生を描いたもの。紙芝居が始まると周り

の人が一斉に集まり、
真剣に聞かれていまし
た。
　干支のキーホルダー
作りは体験教室で行わ
れました。木彫りの午
を黙々削って制作する

キーホルダーと、絵馬型のストラップはパ
ーツを貼り付けるだけで仕上がるもの（午
の手づくり水引つき）、どちらかを選んで
挑戦。  子どもさんが難しいと、親御さんが
手を貸し、  素晴らしい作品がいっぱい完成
しました。2014年第1弾目のイベントも多く
の人に来ていただき、大盛況のうちに終わ
りました。

　10年前から始まった研
修バスツアー。毎年好評
で､人気が高まる一方。今
回の申込日 (12/10）は受
付前に行列ができ、整理

券を発行。開始わずか25分で満席になった。
　当日は晴天でバスツアー日和。滋賀県までの車中では○
×クイズで盛り上がった。  最初は石山寺。東大門（重文）をく
ぐり、石段を登り､滋賀県で一番古い建物・本堂（国宝）へ。大
きな屋根は総檜皮葺。歴史を感じる広い境内をそれぞれに
巡り､カメラに納める人も。檜皮葺の多宝塔（国宝）も見事。 
　続いて､参加者の一番の楽しみ。少し早
いけれど大津プリンスホテル 37 階での
ランチバイキング。窓からは青空、少し雪
をかぶった比良山地、そして青く澄んだ
琵琶湖がパノラマで望め、美味しい食事
と楽しい会話を引き立てていた。エネル
ギーを充分蓄え、続いて三井寺（園城寺）。
　ここも檜皮葺の仁王門（重文）、金堂（本
堂・国宝）など多くの歴史ある建物があ

り、それぞれに散策。いい運動をして､再びバスに乗車。
　少し日が傾く頃、浮御堂に到着。印象深い山門をくぐり手
入れされた境内からすぐ目の前が琵琶湖。湖に浮いたよう
に建てられた浮御堂は絵に描いたような風景。
　寒くなってきたので､早々に引き上げ、道の駅びわこ大橋
米プラザへ。皆さんの関
心は高く､商品をしっか
り見、表示や陳列なども
確認した後は､お買い
物！「鮎の昆布巻き・モ
ロコの佃煮は特産やね。
サツマイモが安い！こん
なキノコ初めてやな。 」第一なぎさ公園での寒咲き菜花はま
だ咲き始めとあり、バスの車窓からの見学。
 　最後の鮎家の郷に到着。「ここでお土産を買わなくては」
と、皆意気込んで中へ。観光バスの乗客を収容できる広い店
内と､多くの商品。試食もしながら買い物かごいっぱいにし
て、レジに行列。楽しい研修バスツアーは皆さんの笑顔とた
くさんのお土産を積み、定刻の19時にでんくうに無事到着。
お疲れ様でした！



1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

今までの通説を覆す史料発見

西脇市黒田庄町黒田字姥が懐 　　

○黒田官兵衛生誕地

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名様に官兵衛特産品詰め合わせ（2,000円相当）でした。

0795-28-2121
（黒っこプラザ内北播磨黒田官兵衛生誕地の会）

中央あたりに松ヶ瀬（母の名にちなみ名付けられた）

周辺マップでゆかりの地を巡りましょう

姥が懐あたりが、邸宅跡と伝えられている

【総務部】
･新規登録サテライト
[ASABANプロジェクト ] 多可町八千代区中野間
“麻のある暮らし”を亜麻の実と繊維で感じて下さい
[安田稲荷神社 ] 多可町中区中安田
安田郷の氏神さん、夜の太鼓宮入は見ものです

【広報部】
・2 月の情報コーナーショーケース展示は 1 月に引き
続き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校
正作業中。関係のサテライトにはご協力お願いします。
・3月の行ってみいへん食べてみいへんは 3/6（木）ますの
み松屋で官兵衛御膳を食べ、アーバンホテル西脇でビジネ
スホテルのお部屋拝見です。

【都市交流部】
･バスツアー「官兵衛生誕地探訪と北はりまの自然を楽し
む旅」は 4/6（日）と 4/13（日）の 2コース。
【予定内容】4/6（日）は加古川発 8時姫路経由→箸荷いちご

園→荘厳寺（昼食：ますのみ松屋の官兵衛弁当）黒田の里
散策（末谷池周辺・黒田官兵衛生誕地）→でんくう総合案
内所→帰路

【予定内容】4/13（日）は三宮 8時発→西神中央→でんくう
総合案内所→篠田いちご園→荘厳寺（昼食：ますのみ松屋
の官兵衛弁当）黒田の里散策（末谷池周辺・黒田官兵衛生
誕地）→でんくう→帰路、参加費どちらもは 4,500 円（こど
も 3,800 円）です。

【地域交流部】
･体験教室「わたぼこアート」を 3/9（日）13 時半～でん
くう総合案内所体験学習室で行います。参加費は 800
円、世界に一つしかない絵を描こう！

【特産品部】
・情報コーナーショーケースので展示している黒田
官兵衛グッズの他に、お酒､T シャツ、官兵衛の里せ
んべい、官兵衛さんの合子兜まんじゅうなど各種官
兵衛さんの商品が充実。お出かけのお土産としても
ご利用下さい。

   大河ドラマ「軍師官兵衛」の放映が始まり、ますま
す官兵衛ブームが盛り上がってきている。史料の発
見や生誕地の会の活動がもう少し早ければ、きっと
このドラマの筋書きは大きく変わっていただろう。
が、ドラマはドラマとして、真実を探りに多くの来
訪者が期待され、それをうまく地域活性化につなげ
たい。黒田城祉、姥ヶ懐周辺の整備は行政を巻き込
み、昨年 11 月には盛大に官兵衛まつりが行われた。
官兵衛にちなんだ特産品・土産物も作られ案内人
やコースマップの受け入れ体制も整った。
　2/9 ドラマの最後に放映される官兵衛紀行で荘
厳寺・兵主神社が取り上げられる。
　

へそのかんちゃん

姥が懐、黒田城祉（稲荷神社）へ続く入り口

橋を渡って左に行くと姥が懐。城山は
案内板に沿って行くと､周回できます。

城山の頂上には稲荷神社。 北東方向に黒田の街並み、加古川など一望でき、山城を思い浮かべることができる

姥が懐

黒田城祉

松ヶ瀬

多田城祉
（多田構居） 荘厳寺



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

2月のでんくう自主企画2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2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）

2月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

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
参加費：4,200円（FUNくらぶ会員５％引き）　

　　　申し訳ありません！
大人気でバス2台にしたのですが

3 月予告 

4（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　
持ち物：ノートパソコン（Windows7に限ります）を持参下さい。

13（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「観光農園  篠田いちご園」
集合：でんくう総合案内所13時　　
　　または観光農園篠田いちご園(西脇市明楽寺町）13時30分
内容：暖かいハウスの中で甘いイチゴが食べ放題。
参加費：いちご狩り入園料1,500円

8(土)日本一ながい散歩道を歩こう　　　奥山地蔵（いぼ薬師）と
　　　　　　　「山口茂吉」の里を訪ねて
集合：北はりま田園空間博物館（でんくう）総合案内所9時30分
行程：でんくう→加美区清水バス停→奥山地蔵→西宮神社（昼食）
　→　山口茂吉歌碑散策→慈眼寺→日光寺文殊堂→でんくう16時
参加費：ひとり500円
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具等

の家の家家家家家家家家家家家家家家の家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家の家家家家家
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杉原紙年賀状全国コンクール作品展　～4/8（火）　多可町加美区鳥羽 和紙博物館寿岳文庫　水曜休館　◆36-0080
第 10回全国公募西脇市サムホール大賞展募集中　～8/27（水）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
バレンタインフェア　ランチ＆ディナー　～15日（土）　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　ランチ11時半～3,500円　ディナー17時半～　◆23-7833
空調工事に伴う臨時休館 ～21（土）　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」　期間中職員は在駐　問合せ･依頼対応できます◆23-2772
1（土）9～16時　官兵衛フォトコンテスト展示～28日（金）　西脇市黒田庄町黒田 荘厳寺　◆28-2121　黒っこプラザ
2（日）13時半～15時半　「葦ペン画を学ぶ」　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館美術館研修室　2,000円　講師 :荒木田和美先生　要申込み　◆23-6223
2（日）13時半～15時半　冬のバラ剪定講習会　多可町中区牧野 多可町北播磨余暇村公園　要予約　100円　剪定ばさみ、革手袋他　◆32-1543
3（月）13時半～　ハッピーデイ タティングレース教室　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン"Na-sya"　要予約　500円　◆28-5120
9（日）10～14時　里山の遊びを楽しもう！火を囲んでポッカポッカ　多可町中区 なか･やちよの森公園　焚き火を利用して　◆30-0050

9（日）20時42分ごろ　NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の最後～官兵衛紀行～　西脇市黒田庄町 荘厳寺・兵主神社が紹介
12（水）13～15時　第１回ワンポイント料理教室～プロ技クリームスープと和風パスタ～　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　要予約　3,500円　◆23-2000
16（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）　　
16（日）14時半～　アピカ・ジュニア・ストリングス　第２回ミニコンサート　西脇市西脇 アピカホール　要整理券　◆23-9000
16（日）14時半～　オーケストラと一緒に演奏しよう　多可町中区 ベルディーホール　500円　フィルハーモニア室内管弦楽団・町内吹奏楽部◆32-1300　
23（日）9時半～11時　三角ひなあられづくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　500円　エプロン、三角巾　◆32-0685
　


