
マスコットキャラクター
　　　　　　　　決定！！
　56点の応募作品が集まり
ました。北は青森から南は
福岡県まで、76歳から9歳ま
での幅広い年代、またプロ
のグラフィックデザイナー
から絵を描くのが好きな人
までと、一つ一つが個性的。
各部長と広報部員、事務局
で選考しました。
　ポイントはみんなから親
しまれるデザイン、でんくう
らしさなど。しかし、人の好
みは多様だということも、今
回の選考結果からよくわか
りました。類似のデザイン
が周辺にない、活用が広が
るシンプルなデザインを考
慮し、左の「でんくる」に決
定しました。

おめでとうございます！

2 0 0 8年1月1日発行  3 6号

おめでとう！ 今年からよろしく！

ボクの名前は「でんくる」
でんくうにお客さんがたくさんくるようにって。

歩美さんが名付け親だよ。

　最優秀賞に輝いた塩崎歩美さん（大阪市）は、グラフィックデザイナー。印刷物のデザイ
ンや原稿を作る仕事を日ごろされています。公募は趣味とおっしゃっていますが、過去にも
数々の受賞歴をお持ちで、仕事の合間に応募されているとか。今回の募集はインターネッ
トで検索し、情報を入手。このことで田空の存在を知り、機会があれば是非訪れて見たいと
のこと。近いうちに「でんくる」の活躍を見に来ていただく機会を作りたいと思います。



１２月の活動から

　どちらの日もあいにくの天気。しかし毎年手作
りする人も、初めての人も部屋の中では天気を忘
れ夢中でわらをなう。講師の手つきをしっかり見
てやってみても、思う通りに行かない。もう一度教
えてもらい、手を添えてもらい、今度はなかなか
の出来上がり。市販のものとは違う味わいあるし
めなわで、年越しの準備が一つ片付いた。

若いお母さんが熱心に作ってい
た。その間お父さんは子守。出来
上がったしめなわを見て子どもた
ちが「お母さんすごい！」

講師が見本に作ったしめなわ。
さすがわらの準備が丁寧で、仕上
がりも美しい。竹で干支のネズミを
作り飾ってある。

わらの入手、暖かいく広い作業場、
そばには手なれた講師。このような
環境の整ったしめなわづくりは、め
ったにないと参加者。

16日(日)と22日(土)　　　　　　　　　　　体験学習コーナー
     しめなわづくり

22日(土)　　　　　　特産品部
年末感謝祭　トン汁の振る舞い

2日(日)　　　　　　サテライトセミナー
北播磨のボランティアガイド交流会
内容：JR西脇市駅（えき駅ゆうき、黒っこマザーズの見学）
⇒長明寺⇒犬次神社⇒鹿野公民館（活動発表、交流会）

１２月対外活動報告

１月対外活動予定

15日　こころ豊かな人づくり500人委員会８名視察　丸山代表・村井副代表が対応　

1日　西脇市商工会議所の新年に集う会　丸山代表出席　

　雨の中、外のテントで 300 食のトン汁
の振る舞い。食べた人は暖かく、大変喜
ばれましたが、世話をしたスタッフの皆
さんは、寒い中ご苦労様でした。

　三木、小野、加西、多可町などでもボラ
ンティアガイドが活躍中。お互いの交流とレ
ベルアップを目的に実施。一般の人とは違
う視線の観客に緊張もあり、鹿野公民館で
は笑顔で交流。活動報告は同じ立場同士、
興味深い。インタープリテーションの手法も
体験し、あっという間の半日、今後の互い
活躍を約束し散会しました。

安産の神様、犬次神社。地元ガイ
ドの名調子に皆さん引き込まれ
てしまう。

「加古川線活性化の取り組みで、
えき益ゆうきが発足しました。」



総務部
◆【新会員紹介】　正会員に増田洋子さん、四ツ谷
佳紀さん（ともに西脇市）が入会されました。よろ
しくお願いします。　
◆来年度の事業計画、ユニークな元気の出る企画
期待しています。
　　
サテライト部
◆新サテライトの紹介
【黒田城城址】西脇市黒田庄町黒田
黒田官兵衛の本貫地（本籍地）三説の一つである城跡

◆3 月 8 日（土）サテライトセミナーとして県立考
古館などへ出かけます。

◆サテライトフォトコンテストの入選者
大賞　福田百合子さん ( 西脇市 ) 暖秋の公園
準大賞　徳岡千津子さん ( 西脇市 ) 城山まつり
　　　　藤原春男さん ( 西脇市 )こぶ岩へのハイキング
その他の入選作品は 10日～の展示をご覧ください。

◆スタンプラリー当選者発表
1 等 (5,000 円相当の特産品 )　　久保田秀樹さん (
　　加古川市 )、稲場佐代子さん ( 多可町 )、川上
　　文吾さん ( 多可町 )
2 等 (3,000 円相当の特産品 )　　藤原六さん ( 川西
　　市 )、小谷久夫さん ( 加西市 )、石塚貴久さん (
　　丹波市 ), 他 4 名
3 等 (2,000 円相当の特産品 )　　林美智子さん ( 篠
　　山市 )、大野加奈子さん ( 加西市 )、藤本幹さん
　　( 神戸市 ) 他 12 名

プログラム部
◆日本一長い散歩道を歩こうは 3 月 23 日（日）多
可町中区の翠明湖を１周します。花見には少し早
いでしょうか。
　
広報部
◆マスコットキャラクターでんくるの活用方法を検
討し、来年度事業を計画中。
◆でんくうパンフ、魅力探訪紀行四の編集で大忙し。

各部からのお知らせ

1月   第 1 回道の駅サミット（栃木県茂木町）で活動報告
4月   神戸市灘区水道筋商店街でまるごと北はりま展に特産品を出張販売。
            以後定期的に販売に出店。
5月   第 2 回ファミリーカーニバル開催
　　  NHKラジオで五藤店長が道の駅を紹介
　      好評、2年目のアグリ体験バスツアー
7月   マスコットキャラクタ―大募集開始
9月   祝 5 周年祭  イベントを 2日間開催
　　  サテライトフォトコンテスト募集　
10月 田空関係者の 5周年記念パーティー開催
11月 総合案内所にAED設置
12月 総合案内所・道の駅来館者順調に伸びる　
　　　

19 年　ニュースでんくう　トピックス



詳細・最新情報は田空のホームページをご覧下さい。

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）

特定非営利活動法人

〒677-0022　兵庫県西脇市寺内天神池 517-1

北はりま田園空間博物館総合案内所

(道の駅 北はりまエコミュージアム )

TEL 0795-25-2370    FAX 0795-22-2123

URL   http://www.k-denku.com

E-mail   jk@k-denku.com
火曜定休 (祝日の場合は翌日 )開館時間 9時～ 18 時 (12 月～ 2月 )

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を活動資金にしています。

地域まるごとミュージアム

2008年1月のでんくう自主企画2008年1月のでんくう自主企画

＊TADANORI YOKOO HOT BATH-未完の連鎖　西脇市岡之山美術館　横尾忠則　展覧会～2月24日（日)　◆23-6223

＊第7回全国公募西脇市サムホール大賞展 募集中！　西脇市岡之山美術館　～2月26日（火)　展覧会は4月20日（日）～5月18日（日） 　◆23-6223

＊いちごの直売始めました　西脇市明楽寺町　篠田いちご園　高設ベッド栽培、もぎたて、新鮮　いちご狩りは2月上旬～要予約　◆25-8888

＊『ここにあり！播州歌舞伎』展　多可町中区那珂ふれあい館　播州歌舞伎に関する歴史年表、写真の掲示、DVD上映　～1月31日　◆32-0685

＊アピカ・フレッシュコンサート出演者募集　地元出身者で音楽系大学卒の方　コンサートは4月20日アピカホール　◆23-9000

＊第2回フォトコンテスト作品募集　テーマ「北はりまの四季」　大賞5万円　締切1月31日　◆22-3111西脇市役所北はりまハイランド推進協議会

    1(祝)6時～　黒木山ご来光登山　多可町中区なか・やちよの森公園湖畔の広場　お餅、懐中電灯、防寒具、雨具、水筒　◆30-0050

  5(土)10時～/13時30分～　新年を祝う♪紅白の勾玉づくり　多可町中区　那珂ふれあい館　参加費200円　◆32-0685

12(土)10時～　ちぎり絵教室【新春編】～新年を祝うちぎり絵を作ろう～　多可町中区那珂ふれあい館　参加費500円～　◆32-0685

12(土)10時～　新春子ども書初め大会　西脇市西脇 旧来住家住宅　書道用具一式と新聞紙持参◆23-9119西脇TMO

20（日）　二十日えびす祭　西脇市黒田庄町船町　蛭子神社　宵えびす（9日）、本えびす（10日）と、この日は残りえびす　

25(金)10時～　ひだまりひろば　田空体験学習コーナー　高齢者文化の手仕事の体験と交流　材料費1000円　◆28-2957宅老所ひだまり

28（月）13時30分～　らららコーラス　西脇市　東はりまフォルクスガーデン黒田庄　自然の中でコーラスを楽しみましょう　参加費500円◆28-5120

季刊・冬のみどころガイド＆イベントカレンダー1月に掲載以外の情報です。

2月3日(日)　　　　　　播州織で作るパッチワーク教室
場所：でんくう総合案内所体験学習コーナー
時間：13時～16時
講師：小東千鶴さん（播州織工芸作家）
内容：手まり2個を作ります
参加費：1200円　　定員：30名
持ち物：裁縫道具(ハサミ、糸、針、定規など)

先着350食

募集締め切り
ました

4日(金)　　　　　新春
ぜんざいの振る舞い
でんくう総合案内所前駐車場　10時～
無農薬栽培のもち米で作った、おいしいお餅を
その場で炭火で焼いて、ぜんざいの中に入れます。

10日(木)～20日（日）　　　　　サテライト
フォトコンテスト作品展
場所：でんくう体験学習コーナー
昨年募集したフォトコンテスト応募作品を展示します。

北はりま田園空間博物館総合案内所は

12月31日(月)～1月2日（水）の間　年末年始休館。
新春は3日（木）より開館します。

また2月まで開館時間が9時～18時となります。

21日(月)臨時休館日　　　　　　　　　　　
年末年始の振り替え休日をいただきます

1月のサテライト　イベント　 ＆　地域情報

21日(月)　　　　　　特産品部
恒例　研修バスツアー
神戸めぐり

生活科学研究所→神戸花鳥園→神戸空港


