
【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】１０/２０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

　　　★９月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年9月1日発行   117号 117号

写真に写る北はりま田園空間博物館のサテライトはどこ
でしょう？アルファベットで 11 文字です。

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、
ここの素敵なショール (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！

　播州織は素人と言いながらも、その魅力を最大限に表すデザイナー。肌
触りの良さと、美しい色と糸の組み合わせが多くの人を魅了。それを身に
付ければ､彼女の思いが暖かく伝わります。



2014年

  9  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    完成した燻製を自宅で味わうのが楽しみ！　
　28(日)　バスツアー「燻製づくり体験と古代の原風景を楽しむ」　　参加者30名

    人が人を呼び過去最高の人出！　
　1４(日)　12周年　でんくうまつり　　来場者7,500人

　「去年は嵐の中のでんくうまつりやったね」と笑顔であいさ
つ。本当に今年は空が青く風もさわやか。新聞記事や他のＰＲ
のおかげで続々と来場者が。あっと言う間に駐車場は満車に
なり､30分待ちもあった様子。
　今年はステージアトラクションに、幼児から高校生までの
ダンスグループあまのじゃく（40名）や、西脇市民オーケスト
ラと合唱団（50名）など大人数の参加もあった。また、新しい試
みとして手作り小物雑貨販売のお店（45店舗）が並ぶ播州つな
がりマーチが同時開催。これを目当てに若者や小さな子を連
れた家族も多かった。そのため、早々と食べものが売り切れる
トラブルも。
　前日のテント･ステージの組み立てから当日の片付けまで
西脇北高校生のボランティアやその他多くのでんくう関係者
の協力があり、今年のでんくうまつりは大盛況でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　★HPに当日の動画をUPしています。

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  

 9月
 10月

22日　法政大学院生関さん卒論調査　池田・村井対応

9月号 『表紙クイズ』 の答え

でんくうのマスコットキャラクター

でんくる

このニュースでんくうの読者の方はよくご存知。
また、でんくう総合案内所へお越しの方も同様。
その結果、過去最高の応募数。その中から、西脇市
のNちゃんへ北はりまの特産品と、ちょうどでき
たハートでんくるの缶バッチマグネットをプレ
ゼント！

22日　観光会社からの70名を黒田城祉・姥が懐の案内　でんくう案内人4名が対応
26日　丹波市青垣町より25名を荘厳寺・姥が懐・黒田城址の案内　でんくう案内人対応
27日　でんくう総合案内所体験学習室で観光アドバイザリー会議　池田、内橋出席
30日　観光会社からの40名を荘厳寺・姥が懐・黒田城址の案内　でんくう案内人対応　

　心地よい青空、絶好のツアー日和。
でんくうに立ち寄り、バスは日時計の
丘公園オートキャンプ場へ。
　井上先生（丹波市）の指導で合鴨と
豚バラ肉の燻製に挑戦。「温度管理に
苦労してください。」材料を串に刺し
火をつけてまずは乾燥させる。60～
70 度の調整に温度計とにらめっこ。

見たいという思いをこらえながら待つこと 30 分。人肌程度に材料が温ま
ると山桜のチップを入れ70～80度で、30分程度燻煙。黒っ子マザーズの
お弁当を食べながら、燻製の完成を待つ。こんがりと出来上がった燻製を笑
顔でお出迎え。「初めての体験で楽しかった。」
　次は那珂ふれあい館へ。2 つに分かれ多可ふれ
あいボランティアガイドから古墳や周辺地域の説
明を受けながら東山古墳群と那珂ふれあい館の館
内を見学。ガイドを質問攻めにしながら、古墳群や
出土品について熱心に聞く参加者も。実際に古墳
の中にも入り興味深々。見学後は喫茶スペースで
一休みし、ツアーを終えた。

専属とも言えるファイヤーベンチャーズ、和輝
逢愛、ハワイアンフラ西脇アロヒ。生演奏と美し
い踊りで見応えあるステージ。

池の横ではたくさんのシャボン玉が風とダンス！

マスコットキャラクターのでんくる、たか坊、
にっしー、黒田牛兵衛、加東伝の助はどこでも子
どもたちに人気。お父さんはスマホで記念撮影。

洒落たお店が並ぶ播州つながりマーチのエリア。
お客さんとの会話も楽しみながら販売。

ステージアトラクションの最後は総踊り。よさこ
い4チームと大旗振りに、ゆるキャラも参加。



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・ハートでんくるのマグネットができました。
色は 5種類。1個 200 円で販売中です。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は官兵衛関
連情報のPR展示です。展示担当は広報部スタッフ！

【都市交流部】
・バスツアー「伝統の杉原紙と蔵見学」は 27 年 2/1（日）
加古川発→姫路→でんくう→杉原紙研究所（川ざらし
と紙すき体験）→市原公民館（孝行のメッセージ展示見
学とマイスター工房八千代の弁当）→足立醸造（蔵見
学）→でんくう→帰路。参加費 3,500 円で企画中。
・バスツアー「味噌作り体験と竹細工の小物作り」2/22
（日）三宮発→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味
噌作りとふるさと工房夢蔵の弁当）→でんくう（竹細
工）→帰路。参加費は 4,500 円で企画中。
・バスツアー「伝統の播州織といちご狩り」は 3/4（水）
加古川発→姫路→播州織工場見学（播州織物工業協同

組合他１箇所）→でんくう（ますのみ松屋の官兵衛弁
当）→tamaki niime→観光農園「篠田いちご」→帰路。
4,200 円で企画中。
・バスツアー「金蔵寺の護摩焚きといちご狩り」は 3/21
（土）三宮発→西神中央→金蔵寺→春蘭荘（ラベンダー
パーク多可の弁当）→箸荷いちご園→でんくう→帰路、
4,700 円で企画中。

【地域交流部】
・11/8（土）･9（日）に加東市で行われるゆるキャラフェ
スティバル in 加東に参加。でんくる君を見かけたら声
をかけてください。

【特産品部】
・道の駅専用HPの編集中で、完成間近！お楽しみに。

【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。

26年度サテライトフォトコンテスト受賞作品の紹介

最優秀賞 優秀賞

優秀賞 入選

入選

古刹の心秘　徳岡千津子
都麻乃郷あじさい園（西林寺）

花のアーチ　松原茂光
鍛冶屋線市原駅記念館

元気いっぱい　森本猛
多可町北播磨余暇村公園

亜麻の花　河野太寿代
ASABANプロジェクト

は～い、集合！　岡本和男
都麻乃郷あじさい園（西林寺）

ナイトミュージアム　古谷野英子
コヤノ美術館西脇館（国登録有形文化財）

茜色のへそ公園　村上よしみ
日本へそ公園

花咲く金刀比羅神社　山口康博
大歳 金刀比羅神社

25年9月から26年8月に撮影された､サテライトの写真。
応募総数 45 点（25 名）の中から最優秀賞、優秀賞、入選が
選ばれました。おめでとうございます。



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

10月のでんくう自主企画10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10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）

10月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

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）

21（火）    行ってみいへん食べてみいへん
　　　   「大阿闍梨　慶祐上人の歴史を訪ねて 」

集合：でんくう総合案内所 10 時　または現地
（西光寺：多可町加美区西脇 437）10 時 40 分
持ち物：　昼食（おにぎり等）　参加費：昼食副食代 200円
内容：西光寺→常楽寺→大阿闍梨慶祐上人の墓まで歩き、
西光寺へ→やちよ百姓くらぶにてランチ
★要申込み　詳細はチラシをご覧下さい

・秋の旨い日本酒フェア  美味しい日本酒をめでる～31（金）　西脇市 西脇ロイヤルホテル ラフィネ　利き酒セット（60ml×３種）1,200円（税別）◆23-2000
・播州織オーダーシャツ　秋フェア　～13（月･祝）　西脇市西脇 西脇情報未来館21　オーダーシャツ注文の方にボタンを32種から　◆25-0077
・「ペーパークラフトでたどるロケットのあゆみ」展　～11/3（（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
・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　　
・播州織香港見本市等　試作サンプル展示会　～11/9（日）　西脇市西脇 西脇市郷土資料館　月曜休館　◆23-5992　
4（土）14時～　桂文珍独演会JAPAN TOUR～一期一笑～　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　3,000円（当日500円増）　◆22-5715

5（日）10時～　癒し＆わくわく体験イベント　遊戯三昧（ゆげざんまい）　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン"Na-sya"　◆28-5120
5（日）13時半～　日本の心　津軽のこころ　多可町中区 ベルディーホール　大人2,000円　学生1,500円　◆35-0190吉川
10（金）～12（日）　キルトあーと彩土里　パッチワーク作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
10（金）19時～　物語の世界を声に出して味わう　朗読劇講座　西脇市西脇 西脇図書館　講師竹内日出男さん11（土）森脇京子さん　◆23-5991

11（土）　ワンコインシネマ～クラシック名画のしらべ～①10:30～「シェーン」②13:30～「風と共に去りぬ」　多可町中区 ベルディーホール　◆32-1300
16（木）～18（土）　西村・大垣編物教室生徒作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
19（日）10時～　ワークホームタンポポバザー　西脇市大野 ワークホームタンポポ　日用品・野菜などの販売、喫茶・軽食コーナー◆22-8149　

おおあじゃり　　　　けいゆうしょうにん

17（金）ボランティアガイド養成講座①　　　　オリエンテーリング、北はりまの観光
時間：13 時～ 15 時
場所：西脇市郷瀬町　マナビータ
受講料：全 6回で 1,000 円　要申込み

19（日）体験教室　　　　手作り楽器づくり教室
時間：13 時～ 16 時
場所：でんくう総合案内所体験学習室
参加費：200円　要予約
内容：身近なもの（竹、ヘアピン、テグス、ペットボトル、ストローなど）で
　　　簡単な管楽器､打楽器、弦楽器などを作ります

　楽しそう！
一緒に作りませんか？


