
　それぞれ波、 船、 桟橋をイメージした個性的な建物のビジネスホテル。 南は加古川、

西には杉原川が流れ、 JR の架橋や対岸の山が客室から望める。 廊下からは対照的な北側の

市街地が一望でき、 西脇で 2番目に高い建物。

※ 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】４/２０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

　　　★３月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年4月1日発行   111号 111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、
ここのレストランのお食事券 (夕定食 1,200 円 ) を 2 枚プレゼント！

 どこのサテライト？クイズ



2014年

  3  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  3月

    　　歌の風景を、寒さを体感！　
　8（土）日本一長い散歩道「奥山地蔵と『山口茂吉』の里を訪ねて」　32名参加

    　　おいしいいちごにマイスター弁当、たい焼きで大満足！
　16（日）バスツアー「ひと足早いいちご狩り体験＆岩座神棚田の七不思議を訪ねて」　参加者85名＋スタッフ14名 　

　西脇からのバスは多可町加美区清水のバス停に到着。気温
は3度、あたたかいバスから降りた参加者たちは､その寒さに
慌てて上着のファスナーを首まで引き上げた。
　まず軽く準備体操をしてスタート。いぼ薬師は山の中にあ
るとか。歩き始めてすぐ手が冷たくなり､手袋を持ってきたら
よかった。林道沿いの木々は管理され、いつでも切り出せる
程大きくなっている。所々残った雪がいっそう寒さを感じさ
せ、道中の案内や休憩は寒いので､歩きたいと言う参加者。
　山の中を歩くこと45分、目の前に立派な石碑や祠が現れ

た。薬師如来（通称『いぼ
薬師』）と地蔵さんがお祀
りしてある。わらで作った
ホウキを持ち帰り、いぼの
部分を何回もそのホウキで
撫でると不思議にも治ると
言われている。癌封じにも

ご利益があるとか。境内は
きれいに掃除されお詣りす
る人も多い様子。 
　それぞれにお詣り、休憩後下山。30分でスタート地点の隣
にある西宮神社へ到着し、お弁当を広げる。ところが、その
頃から日が陰り風が出始めたので､じっとしているのは寒い
と、予定を繰り上げ歩き始める。
　山口茂吉の数ある歌のうち郷土の関わりの深い24首が、清
水地域内に歌柱で紹介されている。広やかな田んぼの中、少
し雪をかぶった東西の山を見ながら、順に歌柱を巡り茂吉の
歌碑に到着。大正初期に暮らした風景が浮かぶ。
『春の雪　峰降りしつつ寒からむ　わがふるさとの村を思へば』 
 続いて雲門寺の庭園を見学した後、杉原川の川沿いを歩き、
山口集落、慈眼寺と。残念ながら文殊堂は時間がなく立ち寄
らず、ゴールの丹治公会堂。あたたかいバスへ参加者は乗り
込み、早春の散歩道は終了した。

　大好評春のツアー。申込
みが多く、バスを増車。最
初は多可町加美区箸荷でい
ちご狩り。ハウス前では園
担当者からの説明も上の
空。参加者の視線はハウス

内に。今回のいちごは「章姫」。大きくぷっくりとした鮮や
かな赤い実を口に含んだ瞬間、押し寄せる甘さと後からくる
ほんのりした酸味のさわやかさがたまらない。そして止まら
ない。
「おなか、いっぱいになったわ。弁当食べられ
へんわ」「あんた、トントンってとんだらまだ
入るよ(笑)」と、ハウス内に笑いがおこる。お土
産のいちごもたくさん採られ大満足。 
　続いて同町加美区岩座神へ移動。公民館と神
光寺に分かれての昼食。バスを降りてから神光
寺までは、115段の石段。結構な運動に(トントン
ととばなくてもよかったと思う･･)。途中、七不
思議の一つ「仁王門のしきみ」を見学。この木

は午前中、枝葉に勢いがあ
るが午後になると勢いが失
せ光沢もなくなると伝えら
れている。
　神光寺で昼食。大人気！巻き寿司入りマイスター工房八千
代のお弁当。白和えやワケギのぬた和えに春を感じ、巻き寿
司や揚げ物など味・ボリュームとも大満足。 
  　休憩後は、２０分程歩き千ケ峰登山道の脇の「千本杉」を
見学。木の中ほどから無数に枝分かれしており奇妙な形をつ
くっている。確かに「七不思議だ」と見学者も納得の表情。

　途中、トイレ休憩もかね公民館付近に停車。棚
田を見学。澄んだ青空、石垣と風に揺らぐ稲穂の
波を想い「初夏にもう一度来よう」と参加者。
　帰路バスの中で、千ヶ峰TAiYAKi宮崎さんの
たい焼きをいただきならが「あー楽しかった！」
との参加者の声にスタッフも笑顔。
　穏やかな天候に恵まれ、いちごに巻き寿司、た
い焼きとお土産もいっぱいのツアーを堪能した春
の1日でした。 

27日　ラジオ関西「寺谷一紀と　い・しょく・じゅう」（19時～21時）生放送に岸本店長℡出演

ほこら

はせがい

いさりがみ

あきひめ



３月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

ハイテク設備による高設いちご栽培

西脇市明楽寺町　TEL 0795-25-8888　FAX 0795-25-8890　　

観光農園「篠田いちご園」

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  …
2名様に1,000円相当のいちご加工品
引換券でした。

販売（いちご、シャーベット、アイスクリーム、ジャム、いちご餅）/12 月～ 5月
いちご狩り /1 月～ 5月（要予約）　

【総務部】
･NPO 法人の第 13 回通常総会は 5/21（水）19 時～で
んくう総合案内所体験学習室で行います。ぜひご出
席下さい。

【広報部】
・4 月の情報コーナーショーケース展示は滞在型市民
農園フロイデン八千代です。
･26 年度版でんくうガイドマップとまるごとガイドが完
成。4月中旬頃にお届けします！
・4/21（月）11 時 30 分でんくう総合案内所集合、行ってみ
いへん食べてみいへんは ASABANプロジェクトです。

【都市交流部】
・バスツアー「黒田官兵衛ゆかりの地三木城祉＆日本のへ
そでホタル観賞」は 6/6（金）明石 14 時発→西神中央→三
木城祉→でんくう総合案内所→こみせん比也野（夕食弁
当）→すみよし桃源郷（ホタル観賞）→帰路。参加費は大人
3,500 円、小学生以下 3,000 円。
・バスツアー「ホタル観賞の夕べ」は 6/13（金）三宮 16 時半
発→西神中央→でんくう総合案内所→エーデルささゆり

（夕食弁当）→滞在型市民農園フロイデン八千代（ホタル観
賞）→帰路。参加費は大人 3,500 円、小学生以下 3,000 円。
･日本一長い散歩道を歩こう「官兵衛ゆかりの地を訪ねて｣
は 7/6（日）9時兵主神社集合、秀吉の腰掛け岩→黒っこプ
ラザ→光福寺→蓬莱峠→瀧尾神社→荘厳寺（昼食・散策）
→黒田城祉→ＪＲ本黒田駅まで歩き電車に乗車、JR 黒田
庄駅から兵主神社で解散。参加費 500 円（切符代含む）。

【地域交流部】
･5/25（日）13 時～体験教室「ビーズアクセサリーをつ
くろう」を開催。講師は笹倉ふみさん、材料費500円（革
のブレスレット）～小物入れ（1,300 円）。
･サテライトフォトコンテスト作品募集　最優秀賞 1
万円（1点）、優秀賞 5千円（2点）、入選 2千円相当の特
産品（5点）。

【特産品部】
･「元祖♪夢ごこち♪ラーメン(自家製麺)」が4/1(火)
オープン予定。和風醤油ラーメン 500 円、ピリ辛醤
油ラーメン 500 円、和風つけ麺 600 円、おでん 600
円、串焼き 150 円･･10 時～ 17 時。場所はでんくう総
合案内所東端の軽食コーナーです。うぁ～楽しみ！

　2003 年にオープンしてから今年 11 年目を迎えた、高設栽培、
ハイテクシステムを導入されている　｢観光農園篠田いちご園｣
を訪問しました。
　駐車場に隣接している直売店には、摘みたてのいちごや、いち
ご餅・手作りジャム・いちごの小物などがありました。道を隔
てたビニールハウスの方に移動し中に入ると、外の寒さとは大
違いで、とっても暖かく甘い香りと広大ないちご畑。こんなに立
派ないちご園になるまでには、数々のご苦労があったそうです。
　早速スタッフの方にお話を伺いました。栽培している品種は、
実が細長くて大きく甘い｢章姫｣と、しっかりした果肉で程よい
甘みと酸味のバランスの取れた｢さちのか｣の 2種類。今（2/13 時
点）は、ちょうど端境期 (1 番果と２番果の切り替わり時期 ) で、
いちごが少ないとの事。それでも、大きくて赤く完熟したいちご
があちこちに・・・美味しそう～‼　残念ながらいちご狩りは
出来ませんでしたが、いちごの赤い色を観ているだけでも元気
が出るねーと参加者からの声が．．．まさにその通りです！
　4月はいちごがたっぷり､ぜひお出かけ下さい。

いちごの食べ方：先が甘いので、ヘタを取って
ヘタの方から食べる

野間川沿いの県道からも看板やノボリが

明楽寺信号の東側、イチゴハウスが並ぶ

販売所の前が駐車場、奥にはWCも設置

高設栽培は、いちご狩りだけ
でなく管理作業もしやすい

ハウス内では手荷物がいちごを傷つける
ことがあるので荷物を預けて･･

11,000 株を栽培、暖かくなるといちごの
生育が早くなり管理作業も忙しくなる

はざかいき

あきひめ



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～19時 (11月～ 2月は 18時閉館 )　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

4月のでんくう自主企画4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 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー4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）

4月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

21（月）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「ASABANプロジェクト」
集合：北はりま田園空間博物館(でんくう)総合案内所11時30分　　
または八千代プラザ11時50分
内容：麻のある暮らしを味わってみましょう！ 
咲き始めた亜麻の花、亜麻仁ケーキ･･リネンのウェアまで
参加費：無料　　定員：先着10名　   
持ち物：お弁当（亜麻の花を見ながらいただきましょう）

6(日)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　いちご狩り体験＆黒田官兵衛生誕地･春の陣
行程：8時加古川発→8時40分姫路→福崎→でんくう→
　箸荷のいちご園→車窓より花見→荘厳寺（ますのみ松屋の
　官兵衛弁当）･･黒田の里･･姥が懐など散策→でんくう→帰路
参加費：おとな4,500円　こども3,800円

13(日)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　   いちご狩り体験＆黒田官兵衛生誕地･春の陣
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→篠田いちご園
　→荘厳寺（ますのみ松屋の官兵衛弁当）
　･･黒田の里･･姥が懐など散策→でんくう→帰路
参加費：おとな4,500円　こども3,800円
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会場：北はりま田園空間博物館総合案内所
　　　道の駅北はりまエコミュージアム

ファイヤーベンチャーズ ( バンド ) 和輝愛逢 ( よさこい )
ハワイアンフラ西脇アロヒ ( ダンス ) K-Dream( よさこい )
高瀬喜久美 ( クラリネット ) 月イチニューサウンド ( バンド ) 
よさこい匠 ( よさこい ) あまのじゃく (ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｰﾑ)
はら☆しょうたとその仲間たち ( 大道芸 ) など

JA みのり特産開発センター ( コロッケ )
黒糖丸本舗 ( 焼きそば・コロッケ・揚げ物 )
ASABAN プロジェクト ( 亜麻仁ケーキの販売 )
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄ ・゙ｼﾞｭｴﾘ ・ーﾌｼﾞﾜﾗ( アクセサリー )  彩鮮 ( 干物 )  175 会 ( 焼き鳥 )
えき益ゆうき ( コーヒー ) でんくう案内人（ポップコーン） 

西脇おやこ劇場のあそび横丁
ゲーム ( ボールすくい , わなげ ) バザー　食品バザー ( カレー , わたがし , ラムネ ) 
ゆるキャラ大集合 !
でんくる・牛兵衛・にっしー・たか坊・加東市ﾏｽｺｯﾄ加東伝の助

子どもたちに大好評 ! 手作り迷路 , 一緒に作ろう ! バルーンアート
はりまコットンボール銀行やよい村 ( コットン , ドールづくり体験 )
丹波市柏原町吉竹おじさん ( シャボン玉飛ばし ) 、西脇ロイヤルホテル
ちょいぼらクラブ一心他助 ( 素人庖丁研ぎ ) など
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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
「段ボールであそぼう」展～６/29(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」　入館料大人510円小中学生150円　◆23-2772
9（水）９～17時　増田節子・土布(つちぬの)・小林明美・えんぴつ画 ふたり展～13（日）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
13（日）8時半～　矢筈山～緑風台縦走トレッキング大会　西脇市茜が丘集会所駐車場集合　雨天中止　当日集合場所にて受付◆38-8061（水･日以外のAMのみ）　
13（日）10～11時半　春に向けて準備・骨盤調整　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　1,700円（いやしの森弁当付き）　◆36-1616　
13（日）13時半～　フラワーアレンジメント　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　1,500円　◆36-1616
19（土）10～13時　春の渓流でおさんぽ　多可町中区 なかやちよの森公園渓流の広場　要予約　花や生き物を観察･棒焼きパンを焼いて食べよう　200円◆30-0050　
20（日）9時半～16時　シンプル×ロハス せっけんをつくろう♪西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　500円（900mlパック・せっけん約5個分）◆25-2370
20（日）　俵田の鯉のぼり～5/5日(月)　多可町八千代区俵田　レンゲ畑の上にあげられるたくさんの鯉のぼり　

22（火）10時～　アトリエシリーズ サムホール大賞受賞作家展「多田孝好展」～5/11日（日）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
27（日）9時半～　春の和菓子づくり　よもぎを摘んで団子をつくろう　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　講師：安食幹子さん　350円◆32-0685
27（日）10～12時　お米ができるまで① ～田植え準備の巻～　多可町中区 なか・やちよの森公園　要予約　田んぼの準備から稲刈り、お餅つきまで　◆30-0050


