
【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】１２/２０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

　　　★１１月号のクイズの答えは３P を見てね！

2014年12月1日発行   119号 119号

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！

写真に写る北はりま田園空間博物館のサテライトは
『ええまち比也野里』の活動拠点のこみせん比也野です。
１０月からは車に乗らない高齢者に買い物を楽しんでもらおうと
移動販売を開始しました。
では、この車の名前は？　ヒント：　『笑顔いっぱい比○○号』

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！

『ええまち比也野里』は、比延地区８町で構成されるボランティア団体です。恵ま
れた自然・歴史・文化を次世代へとつなげるまちづくりを促進しています。
こみせん内の地域ふれあい交流店「へそ・で・ちゃ」では喫茶・日用品の販売を
おこなっています。(日 ,月 ,祝日お休み ,営業時間：10 時～ 15 時半 )

では、この車の名前は？　ヒント：　『笑顔いっぱい比○○号』

『ええまち比也野里』は、比延地区８町で構成されるボランティア団体です。恵
れた自然・歴史・文化を次世代へとつなげるまちづくりを促進しています。
こみせん内の地域ふれあい交流店「へそ・で・ちゃ」では喫茶・日用品の販売
おこなっています。( 日 ,月 ,祝日お休み ,営業時間：10 時～ 15 時半 )

『ええまち比也野里』は 比延地区８町で構成されるボランティア団
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  11月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

 紅葉には少し遅かったけど　落ち葉が綺麗！  　
30(日)　日本一長い散歩道を歩こう                                                           43名参加
「紅葉に映える竹谷山渓谷、なか・やちよの森展望台から翠明湖を望む」

 北はりまボランティア
ガイド養成講座修了！
10/31～11/21　全6回　参加者2６名

    　　　　　　時代絵巻と紅葉の秋を満喫！　
　16(日)　交流バスツアー「紅葉の荘厳寺と官兵衛まつりと官兵衛弁当」　4３名参加

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール  

 11月 9日　韓国農業遺産視察団20人+ガイド通訳が視察・旧来住家住宅見学　　長谷川・池田・村井対応
16日　官兵衛まつり本黒田からガイド　でんくう案内人対応
17日　韓国農村地域おこし団体18名＋ガイドが視察　長谷川･池田対応
29日　北はりまげんき市元町６番街へ出張　でんくる君と地域交流部
30日　兵庫県いなみ野学園短歌部　20名を兵主神社・荘厳寺の案内　でんくう案内人対応

　現在活躍中のでんくう案内人８名や他グループのボランティアガ
イド、これから活躍が期待される人など周辺地域からも参加があり、
毎週座学や実習を重ねた。21 日の最終日に 18 名が修了証を授与。受
講者は「改めて西脇市や多可町の話を聞き、大変よかった。今後の活
動に役立てたい」「地元の知らない魅力を学べた」
　主催者も準備不足が見られたが、参加者の協力で無事閉講。来年度
の企画に活かしたい。

    　　　　　でんくるくん大人気！！　
　8（土)・9（日）キャラクターフェスティバル in かとうに出場

　秋晴れのもとでんくうに到着した
バスは買い物を済ませ甲冑武者行列
のスタート地点である黒田公民館へ。
　黒田公民館は老若男女総勢 130 名
が集結。戦国時代さながら。参加者も

大行列に混じり、ほら貝・笛・太鼓の鳴り響く中、荘厳寺を目指した。
荘厳寺では「第２回黒田の里　官兵衛まつり」が盛大に開催されてお
り、たくさんの人。
　昼食は黒っこマザーズ特製の官兵衛弁当。「このお弁当が楽しみで
ツアーに参加した♪」という参加者も。紅葉に囲まれながら、心のこ
もったかあちゃんの味を堪能する。
　昼食後は、歴代黒田城主の法要やよさこい等のステージイベント
の見学。紅葉に染まった本堂・多宝塔周辺の散策。
その後、黒田家城主の邸宅があったとされる姥が懐、黒田城跡、兵主
神社を巡る。
　ツアーガイドの説明に熱心
に耳を傾け黒田官兵衛の生き
た時代に思いを馳せる方、眼下
に広がる田園風景に癒される
方。「楽しかったぁ」との声にス
タッフもほっこり。大盛況のな
かバスツアーが終了した。

　東条湖おもちゃ王国前駐車場
で関西を中心に人気のご当地
キャラクター約 50 キャラが大
集合。 昨年に続き、県立北高校生
の協力を得でんくるも参加。ス
テージ前ではカメラを構えお気
に入りのキャラと出会えるのを
待つ人だかり。ダンスや軽快なトークで会場は盛り上がり、ブースで
はでんくるの缶バッチなども販売･PR。「でんくる～！」と声がかかり
写真撮影や握手を求められ､大人気だった。

　前日の雨が嘘のような快晴。これも
皆さんの日頃の行いが良いから♪
　でんくうに集合しバスに乗り、滞在
型市民農園フロイデン八千代へ。管理
人の小牧さんからホタルの幼虫の餌
になる巻貝のカワニナを見せてもら

う。5月下旬から6月下旬にはホタルが乱舞する。参加者は、「昔はど
この川でもホタルが飛んでいるのが見られたのになぁ、ぜひシーズ
ンには孫を連れてきたい。」
　赤や黄色に染まった竹谷山を背景に、落ち葉の絨毯の上を歩いて、
川のせせらぎを BGM にお昼休憩のなか・やちよの森公園の展望台
を目指す。ポカポカ陽気の中、歩いていると休憩の度に上着を1枚ま
た1枚と脱いでいく姿も。展望台に到着すると、翠明湖が一望できる
所でおにぎりやお弁当♪空気がおいしくて景色が良くて最高♪
　昼食後は、黒木山山頂 (393.2m) を目指す。ちょっとした登山でし
た。スタッフからもけっこう傾斜がきついと聞いていたが中々のも
の。それぞれ自分のペースで登っ
て行く。やっとの思いで黒木山に
到着。「あれが千ヶ峰、あれが三国
岳・それぞれ・・この景色を見る
ために頑張った甲斐があった
なぁ」との声。今回は８kmのコー
スだった。
　また次回3/8(日 )もぜひ参加下さい。



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・でんくう FUN くらぶにより多くの方に入会して
もらうため規約が変わりました。年会費 1,000 円で、
道の駅商品券 1,000 円プレゼント、道の駅お買い物
スタンプカード、NPO企画バスツアー 5％割引、イベ
ント情報提供などのサービスが受けられます。詳し
くはチラシか、HPをご覧下さい。
・著作権規定ができました。

【地域交流部】
・体験教室「播州織のブローチ･コサージ作り」は 2/8
（日）13 時半～ 16 時半でんくう体験学習室で、300 円
です。
・体験教室「身近な野草の食べ方教室｣は 3/29（日）10
時でんくう総合案内所に集合。加古川河川敷などで野
草を採取、総合案内所で調理し食べます。1人 500 円。

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示はでんくう
のリニューアルHPと道の駅専用HPの紹介です。
・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。
・HP リニューア
ルの感想をお寄せ
下さい。

【事務局】
・総合案内所東の
軽食売店は 12 月中
旬オープン予定。黒
田 庄 牛 ハ ン バ ー
ガーとか･･楽しみです！
・電気自動車充電スポット（電気自動車急速充電器）が

12/2 より使用開始。場所は
総合案内所南側駐車場の西
端信号に近いところです。
電池残量にもよりますが、
30 ～ 40 分くらいで充電で
きるそうです。

大阿闍梨　慶祐上人の墓  
多可町加美区山野部

お お あ じ ゃ り　　　け い ゆ う し ょ う に ん の は か

１1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

あじゃり

★クイズ正解者へのプレゼントは 1名様に北はりまの特産品セットでした。

　今回取材のため歩き始めた西光寺は桜や紅葉の季節も
お勧め。鎌倉時代の秘仏十一面観音があり、みろくさんと
呼ばれる行事を１月に開催。下の駐車場で護摩焚き供養も
行われ､地元住民で賑わう。
　南へ歩きながら東を見ると､妙見山が見える。その南側、

平らに見える所が城山。10
分足らずで､山野部の大歳
神社へ到着。秋祭りにはこ
の急な石段を曳山が上がる
そう。正月の鳥居には一風
変わったしめなわが飾られ

る。神社の隣にある溢　塚は「杉原川の氾濫で被害を蒙る
ことが度々ありましたが、徳川中期安楽田村清水権兵衛が
世話役をされ西脇集落と妥協して西脇地区を通って現在
の水路を設ける事ができました。清水権兵衛の恩義に感謝
するため溢禦塚を建立しました。」〔多可町HPより〕　
その後ほ場整備のため、現在の地に移転されたそう。
　ここから山の方へ家並みを縫うように歩いて行くと､常
楽寺。ここからは集落、田、杉原川、対岸の田、集落、妙見山
が一望。昔、杉原川が氾濫した時に､家だけは守られるよう

山裾に建てたことが、よく
わかる。この常楽寺の 200
年ほど前の住職が慶祐さ
ん。
　その頃大飢饉が続いて
農民の生活は大変苦しかったため、人々の病苦救済を願っ
て日夜精進し､祈願していた。晩年に目の病に冒され、つい
に意を決し、約１ヶ月の断食を行う。命が尽きそうになっ
た時、村人を集め「私は、今入寂する。没後も依頼があれば、
首から上の病は必ず治してあげる。皆の幸せと村の平和を
願います。どうか、人々のよく詣ってくれる、そしてなつか
しい村人たちの顔がよく見
えるところに葬って欲し
い。」村人達は、遺言どおり
の地にお墓を作り、お祀り
して慶祐さんの遺徳をしの
んでいる。また、その話を受
け継いでいこうと､有志が
新しく石碑を建立した。

ひきやま

いっきょづか

けいゆう



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

12月のでんくう自主企画12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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー12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）

12月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2014年

で　　　ん　　　く　　　う

2(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。

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
★汚れてもいい服装で

自分で作った
しめなわで新年を
迎えましょう ４（日）　体験教室

　　　27年の干支「未」のキーホルダーを作りましょう
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～　30名分の材料がなくなり次第終了
参加費：200円　事前申し込みは不要です

★同時に毎年恒例
ぜんざいふるまい（300食）
ファイアーベンチャーズの生演奏
黒田官兵衛紙芝居　もあります

21（日）年末感謝祭　　　　　　トン汁のふるまい
場所：でんくう総合案内所前駐車場
時間：10時頃から300食提供
新鮮な野菜もたっぷり入ったトン汁で寒さをふっ飛ばしましょう！
同時につきたて餅の販売もあります。

でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは
11月～ 2月まで閉館時間が 18時に、
12月 31 日 ( 水 ) ～ 1月 2日 ( 金 ) は
年末年始休館。また、1 月 20 日 ( 火 )は
臨時休館いたします。

ご迷惑をおかけしま
すが

　よろしくお願いし
ます！

1／

～25（木）　ロイヤルホテルのクリスマス～Noël Royal～　西脇市 西脇ロイヤルホテル　7,000円・5,000円･3,500円（ランチのみ）　予約がベター　◆23-7833
3（水）10～17時　展示「木工三人ー手考足思　私は木の中にいるー」～11（木）　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO　　
6（土）10～17時　織姫Orihimeフェア～14（日）　西脇市西脇 播州織工房館　Orihimeの洋服の展示販売　月曜休館　◆22-3775
7（日）10～15時　まちたかフェスティバル　多可町中区 まちの駅たか　香住港直送海産物の直売、播州畑やんラーメン実演販売他　◆20-7087
7（日）･13（土）13～16時　やまじ工房ワークショップ　西脇市西脇 播州織工房館　手軽で簡単、パッチワーク体験（有料）　◆22-3775
13（土）15時～　みんなで歌おうクリスマス　西脇市鹿野町 鹿野町公民館　要予約　◆24-0120ええまち比也野里　
14（日）10～16時　コヤノ美術館年内最終開館　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　大人800円　新年は1/10より　◆06-6358-7555
20（土）9時半～11時　クリスマスクッキング～ハーブ入りカレー風味パスタパエリア～　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約500円　ハーブ＆ログスオミ牧美紀さん　◆32-0685　　
20(土)17時～　Christmas Dinner＆Live2014　～24(水)　多可町八千代区中野間 エーデルささゆり　FantasyCourse￥6,500　予約制　◆37-1200
20（土）19時～・20時～　「なちゅれ」X'masスペシャルライブ！　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　レストランラフィネ　◆23-7833　
21（日）10～15時　カフェあんずの里営業日　西脇市住吉町 すみよし桃源郷内 　ランチ500円、コーヒーなど200円他　◆22-8180（当日のみ）

何を使って作るか
当日のお楽しみ

装ででででででででででででで


