
【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】9/２０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

　　　★8 月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年9月1日発行   116号 116号

ジグソーパズルになっている
北はりま田園空間博物館の
マスコットキャラクターの名前は？　ひらがなで 4 文字

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、
多可町の特産品詰め合わせ (2000 円相当 )をプレゼント！

応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！

応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！



2014年

  8  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    夏休み最後の日を楽しみました！　
　31(日)　バスツアー「ひと足早いサツマイモ掘り体験とドライフラワーの小物作り」　　参加者26名

    私もノコギリが使えた！　
　2(土)・17(日)　体験教室「夏休みの工作づくり」　
　　　　　　　　　　　　　　　　参加者2日：24名＋17日：37名

    カメの卵を初めて見ました！　
　3(日)～9(土)　わくわく体験展示＋手づくり迷路
　　　　　期間来場者616名(大人342名、子ども274名)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　この夏 異常なお天気でお出か

けが予定変更ばかり。それでもな
んとか 夏休みの工作（宿題）をか
たづけたい子どもたち。こういう
機会でもないと子どもと 触れ合
うことのすくない親御さんたち。
　見本として展示されてたのは 
梱包用テープ（PPバンド）で編ん

だ熱帯魚（？） 、フェルトで作るかわいい小物入れ。色紙で折る紙箱、
傘。段ボール紙をくりぬいて作る「カニ」、「犬」、亀のような「恐竜」。そ
して生竹で作る水鉄砲。
　男の子は やはり 水鉄砲つくりに興味がいったようす。水鉄砲の
筒と中の水を押し出す布を巻いた棒。この加減がかなり難しいです
ね。普段のこぎりなど使うことがないので使ってみたかったのか、
思いっきりのこぎりを動かす子がほとんどでしたね。 もう、のこぎ
りがくにゃくにゃまがってる。そんな中 まだ小学校 1 年生くらい
の女の子。のこぎりで竹をきることに非常に興味をおぼえたよう
す。お父さんも一緒に 楽しそ
うでした。 とにかく 自分でや
り遂げるんだって感じの子と、
出来るだけ手伝ってもらいた
いという感じの子。いろんな子
ども。楽しそうな 体験教室で
した。

　4日、台風の影響でどんより
した曇り空でしたが、遠方か
ら夏休みで里帰りの人や、お
孫さんを連れた祖父母と思わ
れる人など今日は計 35 名の
来場者。
★びっくりニュース！亀が 1

個卵を産んでいたんですよ。雌だったんですねー。名前を亀子にし
といて良かった(笑 )。
　水槽の中にいる蛍の幼虫を拡大鏡で見て「蛍ってはじめは水の中
にいるんやな～」とか、幼稚園くらいの子どもさんがかわいい小銭
入れを見せて「この亀500円で買える？」と聞いて来たり。
　今回は、昔の道具などの展示もあり、懐
かしそうに見る人や「これは何するも
の？」と尋ねる人、それぞれに展示を楽し
まれていました。小さな子たちは手づくり
迷路が気に入り､喜んで何度も挑戦してい
ましたよ。
　また、スタッフも期間中の生き物管理が
初めてで餌や水の入れ替えも体験。カメの
卵がどんどん増え､色々調べたり聞いたり
して今も飼育？中。無事子ガメが誕生する
か楽しみです。

　心配された雨も降らず､曇り空ながらバスはス
タート。恒例のでんくう総合案内所でお買い物後、加
美区の一番奥 山寄上のひと足早いサツマイモ掘り体
験会場へ。通常はまだまださつまいも掘りには早い
けれど､地元住民が丹精込めて育てた紅あずまがど
れくらい大きくなっているのか。スタッフに手伝っ
てもらいながらスコップで掘っていくと･･出てくる

出てくる。袋いっぱいにサツ
マイモを詰め込みました。
　次はラベンダーパーク多可
で地元野菜や米を使ったお弁
当の昼食。「都会にない景色の
中で食べる、心のこもったお

弁当をいつも楽しみにしています」と参加者。昼食後
はジェラテリアふれっしゅあぐり館のジェラートが
用意された。バニラやブルーベリー、山田錦など種類
も色々あり､交換しながら味比べをする人も。
　最後のリースづくりではグルーガン ( 接着ガン )
でワイヤーに糊を付け、そこにラベンダーやカスミ
ソウなど 8 種類のドライフラワーをのせ､固定。「慣

れないうちは糊が固まり難し
かった」と言う参加者も丁寧
に自分だけのアレンジ作品を
仕上げ、最後にリボンを付け
完成しました。

やまよりかみ



8月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

春からリニューアルした

多可町中区牧野817-41（多可町北播磨余暇村公園内）
TEL/0795-32-4111 　FAX/0795-32-4119

ココロン那珂・chattana の森

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名様に多可町の特産品詰め合わせでした。

カフェ営業時間 /9 時 30 分～ 17 時　
宿泊 /チェックイン 16 時　チェックアウト 10 時　 
宿泊予約は 3 ヶ月前から受付 
電話予約受付時間 /10 時～ 16 時

【総務部】
・でんくるのかわいいマグネットを
活用される方はお申し出下さい。

【広報部】
・9 月の情報コーナーショーケース展示はでんくう
まつりの PR展示です。
・HPリニューアルに向け準備を始めました。
・部会は大阪の会員のためスカイプ ( ビデオ通話 )
を使い会議をしています。

【都市交流部】
・ボランティアガイド養成講座を 10/17 ～ 11/21 毎週
1回開催。受講料は全 6回で 1,000 円、定員は 30 名、開
催場所はでんくう総合案内所体験学習室及びマナビー
タです。詳細はチラシをご覧下さい。
・バスツアー「紅葉の荘厳寺と官兵衛まつりと官兵衛
弁当」を 11/16（日）は満員になりました。

【地域交流部】
・でんくうまつりの準備は 9/13（土）13 時～関係者の
方々協力よろしくお願いします。
・10/19（日）体験教室「手作り楽器を作ろう」は身近な
素材で楽器を作ります。13 時～ 200 円です。
・12/13（土）と 21（日）に体験教室「しめなわづくり」を
例年通り企画。13 時～ 300 円です。

【特産品部】
・レジパート職員募集中。時給 850 円～、勤務時間
14 時～ 19 時 15 分、週休 2日、Excel・Word のでき
る方。お気軽にお問い合わせ下さい。

【事務局】
・総合案内所東の軽食売店テナントを募集しています。
冷凍庫、冷蔵庫、ガスコンロなど設備有､店舗面積約 7
㎡、テナント料 6万円 / 月です。詳細は事務局大谷、岸
本へ。

　副支配人の岡崎さんの案内で、周辺・コテージを見てまわる。今春より

管理者が変わり周辺を整備。松林も間伐され、見渡しも良くなった。木々

がこぞって青空に伸びゆく様は、豊かな自然をより身近に感じることが

できる。

　宿泊棟は、大人数の宿泊が可能で２階には和室の宿泊部屋もある。大浴

場もあり、スポーツクラブなど大人数の子ども達の宿泊には最適。コテー

ジは９棟。和室サイトも洋室サイトもある。余暇村公園と合わせて、ご家

族や友人が手軽にアウトドアライフを楽しめる空間となっている。

　周辺の説明のあとは、café chattana で昼食。私は、キーマカレー（玄米）

をいただく。 「無農薬野菜を中心とした多可町で採れた食材をシンプル

に季節とともに」をコンセプトに、有機コーヒーや地元農家のこだわりの

野菜（有機 JAS 認証）を使ったメニューが並ぶ。

 　朝の陽ざしを浴びた豊かな自然を眺めながら、体にも心にも優しい有

機食材のモーニングをいただくことも最高の贅沢。

　森の中のホットステーション “ココロン那珂・chattana の森” に是非、

お出かけください。

多可町北播磨余暇村公園駐車場から200m進むと

右上にcafé  chattanaの森が見えてくる

内部は明るく､テラスから森が目の前に広がる

キーマカレーは玄米、白米が選べる

松林の中に1軒ずつ建つコテージ

コテージ内部　和室仕様もある

手づくり味噌の味噌汁とおにぎり　
シンプルなメニューがうれしい



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

9月のでんくう自主企画9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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー9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）

9月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

6（土）～12(金)    
サテライトフォトコンテスト応募作品展
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：9時～ 19 時

10/5(日)あぐり体験バスツアー　　　実りの秋稲刈り お餅つき体験
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→
西脇市明楽寺町の田畑→帰路　
参加費：4,900 円（餅米 1kg、里芋枝豆の土産付）

14(日)　
でんくうまつり
場所：でんくう総合案内所
　芝生広場、他周辺
時間：10 時～ 15 時 30 分　

28(日)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　　燻製づくり体験と古代の原風景を楽しもう
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→
西脇市日本のへそ日時計の丘公園→東山古墳→帰路
参加費：5,200 円（合鴨とベーコンの燻製のお土産付）

・企画展「地球を形作る美しい鉱物」展～9/15（祝）　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ・ドーム　月曜休館　◆23-2772
・アトリエシリーズVOL.7第 9回西脇市サムホール大賞受賞作家展「山本大也展」～15（月）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223　
6（土）13時半～15時　【敬老の日プレゼント特集】ミニすだれのタベストリー　多可町中区 那珂ふれあい館　350円　要予約　◆32-0685
7（日）10時～15時　森を育てよう！③”ハイキングコースの整備体験　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　雨天中止、要予約　◆30-0050
7（日）13時～　山田錦･日本酒･文化 未来を語ろう！　山田錦･日本酒フォーラム　多可町中区 ベルディーホール会議室　ゲスト:加藤登紀子さん　◆32-1300　
7（日）13時～　へそコンサート　西脇高等学校吹奏楽部定期演奏会　西脇市郷瀬町 西脇市民会館大ホール　◆22-5715

9（火）　赤松玉女-絵画の軌跡1984-2014展　～11/3（祝）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
14（日）13時半～15時　体験教室「ハイビスカスでストール染め」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　体験料2,300円（タイシルク大判）　要予約◆36-1616
20（土）13時半～　比也野よってけライブ　ダンス・ダンス・ダンス　西脇市鹿野町 こみせん比也野　300円　◆24-0120　
21（日）10時～　月に一度の喫茶店オープン　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日曜のみ◆22-8180（当日のみ）
27（土）9時半～16時　５つの材料からシンプル×ロハス  せっけんを作ろう　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　上山貴子さん　受付随時　500円　◆25-2370
28（日）10～16時　遊戯三昧（ゆげざんまい）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　主催：来鞠（くるまり）　ハンドメイドのアクセサリーづくりやメイク体験　◆25-2370　
28（日）13時半～15時　体験教室「ハーブの香りのルームスプレー作り」　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　体験料1,200円　要予約　◆36-1616

18（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「tamaki niime 」
集合：でんくう総合案内所 11 時 10 分　または現地へ
内容：西脇ロイヤルホテルでランチ、tamaki niime shop へ
玉木さんから直接お話を伺います　★要申込み
参加費：無料　ただし昼食代実費（日替わりランチ 810円～）


