
　淡いブルーの花が咲く亜麻。この

栽培から､糸を取り、播州織の技術で

素敵な生地、製品作りまで手がけよ

うと、夢あるプロジェクトが動き始

めています。道の駅ではこの実を使っ

たケーキやリネンの小物製品を販売

しています。

※ 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！

【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】５/２０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

　　　★４月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年5月1日発行   112号 112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、
亜麻仁ケーキとリネンハンカチなど (2000 円相当 )をプレゼント！

 どこのサテライト？クイズ



2014年

  4  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    　　花冷えの中、官兵衛を体感！　
　6（日）バスツアー「いちご狩り体験・桜観賞＆黒田官兵衛生誕地･春の陣」　34名参加

    　　いちごと、のどかな官兵衛の里散策がよかった！
　13（日）バスツアー「いちご狩り体験＆黒田官兵衛生誕地・春の陣」　参加者26名

    　　さわやかな新緑の風を受け
　27（日）第９回ふぁみり～カーニバル＆北はりま特産食織フェアー　4,000人来場

　姫路・加古川を発車場所にし
て初企画春のバスツアー。心配
した雨は回復方向に。バスの中
で藤原さんの案内を聞き、車窓
から山里を背景に満開の桜並木

を楽しみ加美区の箸荷イチゴ園に到着。
　イチゴのもぎ方の説明を受けいざハウスへ。大きく真っ赤に熟し
た章姫をほおばり「こんなに甘いイチゴは食べたことがない、幸せ
幸せ」とハイテンションな参加者。食べ放題でもこれ以上は無理
と、お土産用のイチゴを購入。
　お楽しみの昼食は、荘厳寺持仏堂で播州織りの布に包まれたます
のみ松屋の官兵衛の里御膳。播州地鶏の唐揚げや煮物など色とりど

りに盛り付けられ「味付けが美味
しい、お持ち帰り用の包み布が可
愛くてとっても嬉しい。」
　食後は、所蔵されている「黒田家略系図」を拝見。黒田官兵衛は
西脇市黒田庄生まれとの説明を聞き「歴史が面白くなってきた。」
　その後散策に。「入母屋の立派な住宅が多いね。檜皮葺きの屋根
だ！つくしがあるよ！」と森林浴もかね春の町並みを楽しみ、七間
もある横長拝殿の瀧尾神社、黒田城址、姥が懐など1時間半程官兵
衛ゆかりの地を巡った。
　花冷えで散策を３０分程早めたが「初めて参加したけれど楽しか
った。西脇はいい所ですね。」と嬉しそうにバスに乗り込む参加者
をスタッフ一同笑顔で見送った。

　少し肌寒い曇り空。神戸から
のバスは、先ず観光農園篠田い
ちご園へ。食べ放題で「おいし
いいちごをこんないっぱい食べ

たことがない」と参加者。ハウスの中と違い外は肌寒く、早めにバ
スは荘厳寺へ。先週はつぼみだった大きなしだれ桜が、見事満開！
「この花見ができただけでも来た甲斐がある。」
　持仏堂の中で般若心経を皆で唱え、お弁当をいただく。ますのみ
松屋の官兵衛の里御膳は、運が付くようおかずに美味しいレンコ
ン、こんにゃく、にんじんなども入っていた。

　食後は黒田官兵衛生誕説の根拠
や、地元に残る話などを案内人か
ら聞き、荘厳寺周辺の散策に。 
鐘楼堂で鐘をつき、多宝塔を見上げ、下りながら道端の草木の話を
し、そのまま黒田集落へ。 
　広がりのある黒田集落は色とりどりの花が咲き、歩いていても楽し
い。瀧尾神社から大城戸社寺屋根職人へ。 大城戸さんは87歳でとても
元気。檜皮葺の素材作りの実演や檜皮葺の説明、参加者の質問にもユ
ーモアを交え返答。ゆっくり歩き最後は黒田官兵衛生誕地の姥か懐
に。心配していた雨もなく、満足げな参加者はバスに乗り込んだ。 

あきひめ

　津万地区の皆さんが揚げて下
　　　　　　さった鯉のぼりの
下、盛大に開催。駐車場や芝生

公園などフリーマーケット＆青空市のブースがなんと100店舗。馴
染みのJAみのり特産開発センターの揚げたてコロッケ、黒糖丸本舗
の　焼きそば、初参加のASABANプロジェクトの亜麻仁ケーキなど
も大好評。
　子どもには、西脇おやこ劇場のあそび横丁のゲームや体育館内の
手作り迷路が大人気。「もう10回も通ったよ！」と笑顔で出口から
でてきたと思ったら、また入口へ（笑）。また、本年も県立西脇北
高校生の協力で会場内をゆるキャラ軍団（でんくる、牛兵衛、にっ
しー、たか坊、加東伝の助）が歩き、親子連れに大好評。情報コー
ナーでは、高瀬喜久美のクラリネット演奏。立ち見も多く、外の暑
さを忘れる爽やかな音色を楽しんだ。
　天神池のほとりでは、全自動で大きさの違うたくさんのシャボン

玉が飛ばされるシャボン玉飛ばし
が大人気。
　屋外ステージはおそろいのかん
べえくんTシャツを着た、虹の会
工房の樽太鼓でオープニング。和輝愛逢やハワイアンフラ西脇アロ
ヒのダンスとファイヤーベンチャーズの演奏のコラボは見事。さわ
やかな演奏とダンスと風が会場を流れた。はら☆しょうたとその仲
間たちは、スーパージャグラーみぞんの登場。観客の目はみぞんの
手元に釘付け。月イチニューサウンズやひやさとバンドの演奏は、
身近な曲の演奏もあり、一緒に口ずさむお客様も。手拍子・足拍子
と会場も和む。よさこい匠のよさこいとあまのじゃくのダンスは、
子どもさんの可愛い踊りと学生・大人の迫力ある踊りを楽しむ。総
勢130人近くの総踊りでは、会場からの飛び入りもあり、大きな踊
りの輪ができた。
　好天すぎる好天の中、でんくうの総力を挙げたイベントは親子三



素敵なインテリアがさりげなく置かれている

4月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

山と清流に囲まれた憩いの空間

西脇市和布町150-6　
TEL/0795-23-0223　FAX/0795-23-0660
http://www.urban-htl.com 　　　

アーバンホテル西脇

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1,200円
のアーバン定食（夕食）お食事券2枚でした。

レストラン営業時間　朝食： AM6:30 ～ 9:00 
　　　夕食： PM6:00 ～ 9:00（ラストオーダー） 

【総務部】
･NPO法人の第13回通常総会は5/21（水）19時から。
総会議事終了後は黒っこマザーズの軽食提供、サテ
ライト活動報告は ASABAN プロジェクトです。正会
員の皆さん、ご出席よろしくお願いします。
・6/4（水）8～ 9時半プランターの植え替え、植栽の
剪定作業を行います。ご協力お願いします。

【広報部】
・5 月の情報コーナーショーケース展示は ASABAN
プロジェクトです。
・6/23（月）行ってみいへん食べてみいへんは足立醸
造で蔵見学をします。

【都市交流部】
・バスツアー「ひと足早いサツマイモ掘り体験」は
8/31（日）三宮 8時発→西神中央→でんくう総合案内
所→ひと足早いサツマイモ掘り→ラベンダーパーク
多可（昼食弁当とドライフラワー小物作り、ジェラー
ト試食）→でんくう総合案内所→帰路。参加費は

4,200 円（サツマイモ 3kg の土産）。
・サテライト訪問スペシャルとして、6/26（木）10 時～法幢
寺で例年お世話になっている野草採取と料理を楽しみま
す。参加費 1,000 円、持ち物は帽子、タオル、長靴、着替えな
ど。知人・友人を誘い､一緒に楽しみましょう。

【地域交流部】
・6/8（日）身近な水環境の一斉調査を、加古川・杉原川・
野間川の計 3ポイントで行います。
・6/29（日）13時～体験教室「播州織の布ぞうりをつく
ろう」を開催。500 円。
・7/20（日）13 時～体験教室「竹細工で小さなかごづく
り」は 600 円。時間があればその他の体験も。

　建物は知っていても実際に行ったことのない人も多く、曲が
り角がわかりにくかった。早速ホテルの支配人さんに迎えても
らい、色々お話を伺った。
　S 63 年に本館が完成。続いて別館、新館と増築。それぞれを波､
船、桟橋をイメージした個性的な建物。宿泊客は周辺企業へ出張
のビジネスマンがほとんど。そのため部屋のほとんどがシング
ル。案内してもらった部屋はダブルとツインルーム。一般的な
すっきりした室内設備だったが、窓の外は加古川が広がり、対岸
の山の四季を目前に感じることができる。通路側（北）は西脇市
の街並みが一望。煙突からの煙がほとんどなくなり､更地もあち
こちに見られる。
　朝食、夕食のレストランは本館 1階。650 円で朝食バイキング
とは､皆さん興味津々。最後にインターネットルーム。プリン
ターやコピー機も有り、ここで一仕事できそう。ちょっと隠れ家
気分で食事や宿泊に利用してみたい。
 

インターネットカフェ＆リラクゼーションルーム

本館１Fにあるレストラン

ツインルームもある

波、船、桟橋をイメージした個性的な建物

加古川対岸からの姿は印象的

客室から加古川を望む

通路側（北）からは西脇の街並みが一望

会員さんも色んな企画に
　気軽に参加して
　　楽しみましょう！



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～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

5月のでんくう自主企画5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5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）

5月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

15（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「まちの駅たか」
集合：でんくう総合案内所11時　　
またはまちの駅たか(多可町中区岸上)11時30分
内容：まちの駅たかの訪問、昼食は近くのリリハでランチ
参加費：昼食代自費(800円～1200円)　　定員：先着10名  

25（日）   体験教室　　　   ビーズアクセサリー作り
場合：でんくう総合案内所体験学習室　　
内容：ブレスレット（500円）～鏡付き小物入れ（1,300円）
講師：笹倉ふみさん（月の石工房）　定員20名　
申込み締切：5月20日（火）　   

6/7(土)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　黒田官兵衛ゆかりの地三木城址と
　　　　　　日本のへそでホタル観賞
行程：14時明石発→西神中央→三木城址で合戦の地を地元案内人と
　共に散策→でんくう総合案内所→こみせん比也野で特製弁当の夕食
　西脇市住吉町でホタル観賞→でんくう→帰路　明石22時30分予定
参加費：おとな3,500円　こども3,000円　定員40名

6/1(日)あぐり体験バスツアー　　　　　　"肉じゃがまつり＆楽農体験"
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう総合案内所→
　西脇市明楽寺町六所神社近くの田畑→でんくう→帰路
体験内容：じゃが芋掘り、エンドウ豆の収穫、里芋の植え付け、田植え
昼食：黒田庄和牛たっぷりの肉じゃが、炊きたてご飯など
参加費：おとな4,200円(じゃが芋3kgのお土産付き)　こども3,200円

6/13(金)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　        ホタル観賞の夕べ
行程：16時30分三宮発→西神中央→でんくう→エーデルささゆり(夕食）
　→滞在型市民農園フロイデン八千代でホタル観賞→帰路　三宮23時帰着予定
参加費：おとな3,500円　こども3,000円　定員40名

内

ずずずずずかかかかかかわずわずわずわわずかかかわわわずわずわずずかかか

～杉原紙ランプシェード作品展～６（火）　多可町加美区鳥羽 寿岳文庫（和紙博物館）　コンテストの入賞作品　◆36-0080
2（金）　ごとうみのる展～15（木）　西脇市西脇 旧來住家住宅　ごとうみのると、みなみ会遊書講座生の作品展　◆22-5549
3（祝）10時　第3回草木染め作品展～６（火）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
5（祝）9時半～　花まつり　西脇市黒田庄町黒田 荘厳寺持仏堂　法要、住職の法話　甘茶の接待　◆28-4751
5（祝）10時～　キッズフェスティバル　西脇市黒田庄町 西脇市日本のへそ日時計の丘公園　アマゴのつかみ取り（2匹）500円他　◆28-4851　
9（金）　春日焼龍胆窯個展～11（日）　西脇市住吉町 春日焼龍胆窯　◆23-4080
11（日）9時半～　「官兵衛の里」にしわき 新緑ハイキング　西脇市黒田庄町黒田公民館集合　500円　5/7〆切り　◆22-3111西脇市役所

17（土）「子どもの日ワークショップ作品展」～6/15（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」　大人510円小中学生150円　◆23-2772
17（土）19時　ベルディー・ジャズ・ライブ「赤坂由香利トリオ」　多可町中区 ベルディーホール小ホール　一般2,500円（当日500円増し）　◆32-1300
25（日）10時　播州亜麻祭り　多可町八千代区中野間849  ASABAN  Factory　亜麻の花観賞　リネン製品の販売　◆37-0031
25（日）14時　月亭方正・笑福亭瓶二　二人会　多可町中区 ベルディーホール会議室　1,500円（当日500円増し）　◆32-1300
30（金）18時　男の料理「寿司技ワンポイントレッスン　江戸前と関西」　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　寿司技講習と簡単な体験　3,500円　要予約　◆23-2000

11(日)日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　新緑の観音寺の森を歩こう
集合：でんくう総合案内所9時
行程：でんくうからバスで移動⇒多可町中区奥中公民館→
奥中観音寺・観音の森→翠明湖→翠大橋・翠公園（昼食）→
なか･やちよの森公園⇒バスで移動 でんくう15時
参加費：ひとり500円　　　全行程約8km
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具等


