
【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】１１/２０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

　　　★１０月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年11月1日発行   118号 118号

写真に写る北はりま田園空間博物館のサテライトは
『大阿闍梨慶祐上人の墓』です。
では 『阿闍梨』の読み仮名は？ひらがなで 4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、
北はりまの特産品セット (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応募してプレゼントを
　　当てよう！　　当てよう！

慶祐上人は（1780 ～ 1820 年頃）多可町加美区山野部の常楽寺の住職だった。大飢
餓の中、村人の病気や苦しみからの救済を薬師如来さまに日夜こころを込めて祈
り続ける姿から「生きぼとけ」としたわれた。
村人の顔がよく見える処に葬ってほしいとの慶祐上人の願いをうけここに眠る。

けいゆうしょうにん



2014年

  10 月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

  　15(水)　  総合案内所来館350万人達成！

    　25･26(土･日)　でんくるのマグネット・缶バッジ販売促進

    思わぬものが楽器に変身！
　19(日)　体験教室「手作り楽器」　参加者20名

    仮装するのははずかしいのかな･･
　30(木)　サテライト訪問S「大人のハロウィーンパーティ」　参加者20名

    　　　　　　秋の収穫は楽しい！美味しい！　
　5(日)　あぐり体験バスツアー「実りの秋!稲刈り･餅つき体験」　33名参加

　台風が迫る中､何とか雨
が降らず稲刈り体験を実
施。
初体験の人や何十年ぶりの
人も一緒に、見事に稔った
山田錦を鎌で稲刈り、稲を

藁で縛り「なる」に掛ける体験まで。その後コンバインでの刈り取
りを見学。やっぱり機械は早い。
里芋掘り体験は掘上げるとたくさんの芋と土がついていて、それ
をほぐしながら芋を取っていくのに一苦労。スタッフも手伝った
りしながら袋に詰めた。500gがお土産で､ズッシリと重い。
　近くの六所神社で、餅つき体験。早速大根おろしやきな粉で味付
けし、里芋や野菜たっぷりの豚汁で昼食。「これは美味しい！」最後
は神社周辺で宝探しゲーム。「どこに隠してあるのかな？あったで

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  

 11月

 10月

9日　韓国農業遺産視察団18人+ガイド通訳が視察　　池田・村井対応

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　

　350 万人目は東大阪市からお
越しの後日さんご夫婦（写真右
側）。花束や西脇産コシヒカリ 5
㎏と官兵衛 T シャツなどの記念
品を贈呈。
　でんくう総合案内所はオープ
ン 12 年目。お陰様で順調に来館
者は増え、多くの方に利用してい
ただいている。

　でんくるをもっと皆さんに
知ってもらおうと、キャラク
ターグッズ第1弾、マグネッ
トと缶バッジを作り、でんく
う総合案内所入り口で販売。
でんくるになったり、マリオ
兄弟になったりしながら､た

くさん売れたかな？また、やりますので、その時はぜひお買い求めく
ださい。通常はレジ横にて販売。

　マンドリンとオカリナの演奏
と美しい歌声がフォルクスガー
デン” Na-sya” の庭に響き、コー
ヒーとケーキを味わう贅沢なひ
と時。音楽に耳を傾けたり素敵な
シーンをカメラに納める人など､
会場は和やかな雰囲気。残念なが

ら仮装した人は演奏する人のみで、チャイナドレスやハロウィン
の帽子をかぶった人数名が花を添えた。最後はピアノに合わせて
歌い、お土産の黒豆の枝豆が手渡された。　

　「子どもよりも僕の方が夢中になっています」。そんなお父さん
の声も聞かれた「手作り楽器づくり教室」が体験室で行われた。
ペットボトルの蓋とストローを使って作る「キャップでホイッス

ル」は、ストローの角度と息の調
整にコツが必要だったようで、小
さなお子さんには難しいかった
様子。何度も挑戦してようやく音
が鳴った時には、満面の笑みがこ
ぼれていた。
　竹を使っての「一弦楽器」は、テ
グスを竹に取り付けるのに一苦

労。お孫さんと一緒に参加されたお婆ちゃんは、眼鏡を取り出し
て透明のテグスを小さな穴に通していた。
　最も手こずっている人が多かったのが「カリンバ」。 子どもに負
けじと挑戦していたお母さんは、音を出すためのキィを金槌で叩
いてのばしたり、 番線をひたすら叩
いて平らなキィにギターのボディに
あたる部分を作成するために穴をあ
けたりと、必死で取り組んでいた。 
苦労の末にようやくオリジナルの楽
器が完成し、満足感いっぱいの体験
教室となった。 



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に続き缶バッジもできま
した。色は 5種類。1個 200 円で販売中です。
・NPO正会員、納入者、サテライト関係者対象の研修日帰
りバスツアーは 1/20（火）に 7時集合→備前長船刀剣博物
館→吉備津神社→旬菜創作ビュッフェろあん（昼食）→西
山ファームいちご狩り→道の駅彩菜茶屋→帰路。参加費は
3000 円、定員 88 名、12/9（火）11 時から受付。詳細は該当
者へ郵送予定。

【都市交流部】
・3/8（日）日本一長い散歩道を歩こう「西光寺と慶祐さ
んの墓」は、でんくう総合案内所 9時集合⇒バスで多可
町加美区の新松か井の水→加美の朝市→西光寺（昼食）
→大阿闍梨慶祐上人の墓→足立醸造⇒バスで帰路、歩
行距離 8.8 ㎞、参加費は 500 円小雨決行です。

【地域交流部】
・1/4（日）新春恒例の干支のキーホルダー作りは 10 時
から材料がなくなるまで､参加費は 200 円。同時に新
春ぜんざいの振る舞い、ファイヤーベンチャーズの演

奏や官兵衛紙芝居も行われます。

【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は紅葉の美
しいココロン那珂・chattana の森です。
・まるごとガイド、でんくうガイドマップ 27 年度版
の編集作業開始。情報収集票
がサテライト担当者へ届きま
すので､回答よろしくお願い
します。
・HP をリニューアルし､11 月
下旬公開します。お楽しみに。

【特産品部】
・道の駅専用 HP 完成！まだ
の方はぜひご覧下さい。
http://michinoeki-kitaharima.com/

【事務局】
・総合案内所東の軽食売店は 12 月下旬オープン予定。
さて、何のお店かはしばらくお待ちください。

tamaki niime  

西脇市上野 334　
TEL/0795-38-8113　FAX/0795-38-8135
営業時間 /11:00 ～ 18:00　
月・火曜日定休日 ( 祝日はOPEN)

たまき　にいめ

１０月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

全国･世界からも注目の

　外観も洒落たデザインながら、内部も「わぁ～素
敵､綺麗。ショールも沢山ありすぎて選ぶのに困っ
ちゃう～」と同行の女性たちは大興奮。
　お買い物は後回しにして､右側の扉から織物工場へ。ここも､とても彩り良い糸が並び、
播州織工場のイメージと違う。継ぎ目のないニットの説明に興味津々。特殊な機械で､一
気にセーターを編み上げ、端折加工だけでいいらしい。
　沢山の従業員が笑顔で働く shop で、最後に登場した玉木新雌さん。誰とも気さくに話
をし、地元の話題から全国各地での活躍まで。玉木新雌さんの活躍がとてもうれしく､もっと応援したくなりました。
また、1人ではちょっと立ち寄りにくかったと言う参加者は､とっても楽しくて､もっともっと居たかったとの感想。
　とても気さくなスタッフばかりなので、いつでも気軽に立ち寄れますね。　

左側の扉がshop、右が工場

商品だけでなく、レイアウトもおしゃれ！

カラフルなショールがたくさ～ん♪

織機で織られている様子も綺麗

たくさんの織機の中に手織り機も

継ぎ目のないニット、着てみたい！

笑顔の素敵な玉木新雌さん

★クイズ正解者へのプレゼントは 1名様に tamaki niimeのショールでした。



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

11月のでんくう自主企画11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11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）

11月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

4(火)　パソコン教室（毎週火曜開催）　　　
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
ノートパソコン（Windows7 に限ります）を持参下さい。
先ずはインターネットにつなぎ、検索や
ホームページ閲覧が出来るようになりましょう。

13（木）    行ってみいへん食べてみいへん
　　　   「ええまち見せてもらいましょ：ええまち比也野里 」
集合：でんくう総合案内所 11 時 15 分　または現地
（安楽寺：西脇市鹿野町 835）11 時 30 分
参加費：昼食代 500円＋100 円
内容：安楽寺（天井絵の見学）→こみせん比也野（昼食・案内）
　　　水車のある庭園→日本へそ公園（散策）
★要申込み　詳細はチラシをご覧下さい

16（日）　北はりまを1日楽しむバスツアー　　　　「紅葉の荘厳寺で官兵衛まつりと官兵衛弁当」

行程：8時三宮発→西神中央→でんくう総合案内所
　→黒田庄（黒田公民館から荘厳寺まで甲冑行列と
　歩きイベントや紅葉を満喫　昼食は黒っこマザーズの
　官兵衛弁当）→黒田城祉・姥ヶ懐→兵主神社･極楽寺
　→帰路
参加費：3,800 円

12/13(土)・21(日)しめなわ作り
場所：でんくう総合案内所体験学習室　
時間：13時～16時　
参加費：300円

～14（金）9～17時　おじいちゃんおばあちゃんこども絵画展　入選作品展示　多可町中区東山 那珂ふれあい館　毎週月・火曜日休館　◆32-0685
～ 18（火）10～16時　絵手紙展　絵手紙でどきどきわくわく展　多可町加美区鳥羽 寿岳文庫（和紙博物館）　水曜日休館◆36-0080杉原研究所
～30（日）11～15時　秋のプレミアムランチ ハーベスト　多可町八千代区中野間 エーデルささゆり　ランチ950円　◆37-1200
2（日）10時～　ガーデンマーケット　西脇市黒田庄町喜多 フォルクスガーデン”Na-sya” 　◆28-5120
2（日）～21（金）　「がんこばあちゃんの創作人形」展示　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可研修室　水曜休館　◆36-1616
3（祝）10～14時　第６回比也野まつり　西脇市鹿野町 こみせん比也野他　◆24-0120
9（日）10時～　なごみの里山都　収穫祭　多可町八千代区大和 なごみの里山都　◆38-0753
9（日）10時～　第１３回東山古墳まつり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　◆32-0685
12（水）14～15時半　セミナー「トイレ今昔ものがたり」　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館客棟　山路茂則氏（大阪観光大学）　◆06-6358-7555
16（日）10～17時　第10回全国公募西脇市サムホール大賞展～12/14（日）　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
21（金）13時半～　全国滞在型市民農園フォーラム　多可町八千代区俵田 滞在型市民農園フロイデン八千代　14（金）申込〆切　◆03-4335-1981まちむら交流きこう　
22（土）9時半～15時　【クリスマス特集】素焼きのクリスマスキャンドルカバーづくり①　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約300円　12/13（土）完成　◆32-0685　
22（土）13時半～15時　健康ふれあい教室「もっとよくしろう婦人科の病気」～婦人科腫瘍について～　西脇市黒田庄町田高 大山病院　◆28-3732
23（日）13時半～14時半　体験教室「羽子板リース（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　2,200円　◆36-1616
30（日）9～13時　森を育てよう！④“翠明湖の桜を救え！”　～昼食付！～　多可町中区 なかやちよの森公園湖畔の広場集合　要申込み道具あり　◆30-0050

　　

自分で作った
しめなわで新年を
迎えましょう


