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ひかえめに林縁で咲くアキノキリンソウ(キク科)。セイタカアワダチソウと近い
種と言われても、姿だけでは信じがたいけれど、花をよく見ると納得。誰もが知っ
ているエノコログサ(イネ科)は数類ある。穂が黄金色に輝くもの、紫色のもの、長
い穂で垂れ下がっているのもあれば、とても小さいかわいらしいのもあり、それぞ
れの名前より、まずは違う種類を見つけてみよう。子どもの頃を思い出し遊んだ
り、ドライフラワーにしても。
　ムロウテンナンショウ(サトイモ科)はマムシグサと同種。各地に固有の種類が
あり、北はりまではこれが多い。夏に薄暗い林床で真っ赤な果実を付ける。春は絵
のバックに描かれている緑色の花を咲かせ、その茎がマムシのような模様を付け
る。本によれば、はじめの数年は両性、その後雄花を咲かせ、最後は雌花を咲かせ
果実を付け着実に種を存続する技を身につけている。コンニャク(サトイモ科)の
花もよく似ていて、この特性を持っているのを最近自宅の畑で確認できた。 ムロウテンナンショウ

アキノキリンソウとエノコログサ

　黒沢正治さん(多可町中区）の繊細で
美しい植物画で季節の花を紹介します。
これらは絵葉書として、でんくう総合案内
所で販売されています。



9月の活動から

9月対外活動報告

10月対外活動予定
　6日　韓国全羅北道邑市会議員等8名視察　丸山代表・各副代表対応

雨のため中止
になりました。

29日　鳥取県日野郡より鳥取大学農学部教授日置佳之氏他2名視察　丸山代表・村井副代表対応

　13日は前夜からの雨で地域の体
育祭は順延となる中、幸運にも開催
時間にはお日さまが顔を出し私た
ちの活動を後押ししてくれた。アト
ラクションでは写真掲載以外に、八
つの里の民謡演奏、藤井勢三さん
の手品、日本南京玉すだれ協会の
大道芸、華美人（かみんちゅう）のよ
さこい。フリーマーケットは51ブー
ス、青空市の夢蔵さんは鯖寿司や
シフォンケーキの販売、多くの協賛
をいただいた福引。特賞の黒田庄
和牛1kgは岡山から京都へ帰省途
中の家族へ「いいお土産ができまし
た！」
　翌14日も天候に恵まれ順調にス
ケジュールは進み来場者も昨日より
多く、1日のんびりと会場で過ごす家
族が見られた。スイングベルズのハ
ンドベル演奏、藤原優さんのジャン
ボ紙芝居、三原有三さんの紙工作、
福知山マンドリンクラブのマンドリ
ン演奏、焔（ほむら）・波愛斗（はあ
と）のよさこい。子どもに大人気ので
んくる君、2日間事故のないよう見
守っていただいたお巡りさん。イベ
ントの準備、運営、片付けまで汗を
流しながら走り回ったプログラム部
他のスタッフ。出演者や参加者の笑
顔の輝く、居心地のいい2日間は多
くの協力で無事終了した。

▲銭太鼓お元気会の少女、元少女たち

▲あすなろ会の舞踊

▲K-Dreamの元気あふれるよさこい踊り

▲景品も山積み抽選器はまわりっぱなし

▲懐かしいサウンドを奏でるファイヤーベンチャーズ

▲鈴虫のプレゼントは子どもも大人も大人気

▲サツマイモ天ぷらの振る舞いに行列

▲素敵な笑顔で踊る和輝愛逢のメンバー

▲去年も会いましたね。▲お巡りさんも一緒に踊りましょうよ！

13日(土)～14日(日)　
でんくうまつり　

21日(日)　
日本一長い散歩道を歩こう



総務部
◆新入会員の紹介です。正会員に林田まり子さん（多
可町）ふるさと会員に宮本栄美子さん ( 明石市 ) これ
からよろしくお願いします。
◆プランターの植え替え、植栽の剪定作業を 11/4( 火 )
8 時～行います。お手伝いしていただける方は事務局
に連絡をお願いします。
◆ラベンダーファームよりラベンダーの苗の提供と定植
をレストラン横の花壇にしていただきました。1～ 2 年
後にはラベンダーの花が咲きいい香りを放
つでしょう。

プログラム部
◆日本一長い散歩道を歩こう！「加治屋線
を歩く 2」は西脇市役所集合→市原駅→ア
ピカ→西脇市駅→来住家住宅→市役所　
参加費 500円です。

サテライト部
◆新規サテライトの紹介
ラベンダーパーク多可 ( 多可町加美区轟 )
　6～ 7月にかけ総面積 5ha の公園に 1万本の
　ラベンダーが紫の花と香りで彩られます。
カフェ「あんずの里」（西脇市住吉町）

　月 1 回すみよし桃源郷の管理棟を利用しカフェ　を
営業。地元女性の手作りのケーキなど好評。
◆北はりま魅力探訪紀行五の編集作業を始めます。掲
載サテライトの方、お忙しいと思いますが、原稿の提
出よろしくお願いします。
◆サテライト部地域外研修は 10/19（日）～ 20（月）
コウノトリの郷公園→久美浜泊→久美浜百珍の会→美
山町かやぶきの里　参加費 25,000 円、お申し込みは
事務局へ。10/10 締切りです。

広報部
◆総合案内所情報コーナーのショー
ケース展示はラベンダーファーム ( 多可
町中区間子）です。今ファームでは花
を刈り取っているので、ドライフラワー
の加工体験などを、予約すれば楽しめ
ます。

特産品部
◆11/1( 土 ) ～ 16( 日 ) 総合案内所情報コーナーで秋の
お茶席をします。和菓子とお抹茶で 250円。
◆10 月から新しいデザインのエプロンです。駅長は女
性とお揃いのベスト。見に来てくださいね。　　

各部からのお知らせ

開 催 日時：　11月9日（日） 9:30 ～ 16:00　（小雨決行、雨天中止）
場    所  北播磨余暇村公園、ココロン那珂  
9:30 ～大抽選会受付　～ 10:30（事務所前）朝市、特産品販売（吊橋前）
10:00 ～ふわふわ遊具「スーパーマリオ」お茶会、アニマル風船実演ショー、南京玉すだれ、
　着ぐるみと遊ぼう「はばタン」（芝生広場）大学芋とフライドポテト無料提供 (ココロン那珂 )
　子どもに人気のキャラクターカー（事務所前広場）
11:00 ～＆13:00 ～よさこい踊り（芝生広場）13:00 ～ 15:00 大抽選会引換（事務所）
14:00 銅精錬所跡展示館ガイドツアー（同展示館）
　◆0795-32-1543　 北播磨余暇村公園管理事務所

第 10回もみじまつり　秋の行楽に是非お越し下さい。

　　募集　　　　　　　　場所（主催者）　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　◆問い合わせ先℡　（市外局番は 0795　主催者と違う場合）

来年度の稲作オーナー　西脇市住吉町　すみよし桃源郷　年会費 30,000 円　◆0795-22-8318 NPO 法人らんしょう ( 萩原）　

キクイモ 1 株オーナー　西脇市上比延町　比也野里まちづくり委員会　1,500 円 / 株　◆0795-25-2370 担当大谷

11/16 キクイモ収穫祭バスツアーの参加者　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　

岩座神クラインガルテン入居者　多可町加美区岩座神　◆0795-32-2380 多可町産業振興課

ベルディーホール友の会会員　多可町中区ベルディホール　年会費 1,500 円　http://www.takacho.jp/verde/　　◆0795-32-1300

川まつりin 黒田庄魚釣り大会（11/3) 参加者　加古川中央橋から畑瀬橋下津万井堰の間　参加費 300円　     
            　　　　　　　　　　　　　　　申し込み 10/20 締切　　◆28-2121 黒田庄地域総合事務所地域振興課

募集情報

サテライトからのお知らせ



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～ 19 時

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10月のでんくう自主企画2008年10月のでんくう自主企画

詳細・最新情報はでんくう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）

季刊 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。10月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

もう少しで
定員です

。

お早めに
お申込を！

19日(日)　農業体験と実りを味わう　　　　　　　　　日帰りバスツアー
　　　稲刈り・さつまいも掘り・餅つき
行程：8時30分神戸三宮発→9時10分西神中央→
　　10時10分でんくう総合案内所→農業体験
内容：西脇市明楽寺の田畑で稲刈り・さつまいも掘り・餅つき
　　昼食はつきたてのお餅（黄粉・大根おろし・しょうゆ+のり）に
　　さつまいも入り味噌汁他　
→14時30分でんくう→西神中央→三宮16時30分
参加費：大人3,500円　小学生1,500円（幼児は無料）
服装：長そで、長ズボン、長靴（汚れてもよい靴）
持ち物：お茶、タオル、軍手、帽子、着替えなど
定員：45名
★大人のみ  もち米1kg.自分で掘ったさつまいも1kgを
持ち帰りできます。　（有料で増量可）

26日(日)　サテライト巡回ツアー　　　　  里芋・黒豆の枝豆収穫と座禅体験
　　　　　　　心の癒しバスツアーin西脇
行程：8時神戸三宮発⇒8時40分西神中央⇒ 10時でんくう総合案内所
　　→春日焼龍胆窯（住吉町）アトリエ見学
　　→丸山霊場めぐり（黒田庄町喜多）と座禅体験→昼食
　　→天満宮案内と昔遊び体験→里芋・黒豆の枝豆収穫　
　　→でんくう→西神中央→三宮16時予定
参加費：3500円
服装：汚れてもよい靴と服装　
持ち物：帽子、タオル、お茶、軍手など
定員：40名　　雨天決行

各種募集は３Pにまとめて掲載しています。ご覧ください。

3（金）～6日（月）　北はりま福祉NPO法人合同作品展　でんくう総合案内所体験学習コーナー　作品展示と地域に根ざしたデイホームなどの紹介　◆28-2957宅老所ひだまり

8(水)～19(日)　絵手紙展　8日は午後から　西脇市　でんくう総合案内所体験学習コーナー

11(土)～13(祝)　各地域で秋祭り

詳細はホームページのイベントカレンダーや

総合案内所情報コーナー掲示をご覧ください

12(日)・13(祝)11時～16時　コヤノ美術館オープン　西脇市市原町　鍛冶屋線市原駅記念館前(旧藤井邸)　大人\800　小中学生\300

13(祝)10時～　岩座神棚田オーナー収穫祭　多可町加美区岩座神　脱穀と乾燥など（豚汁･新米でのおにぎりなど）　◆32-2388多可町役場産業振興課

18(土)14時～　おはなしコンサート　西脇市アピカホール　大人500円　0歳～就学前無料　稲田尚子の「こともと楽しむお話の世界」他　◆23-9000

18(土)17時～　山北健一　パーカッション ソロ ライブ　西脇市黒田庄町　東はりまフォルクスガーデン　ライブ：1500円（当日1700円　◆28-5120

19(日)9時～　カフェあんずの里営業　西脇市住吉町　すみよし桃源郷内　（毎月第3日曜日）　珈琲or紅茶＋クッキー￥200　他　◆22－8180

19(日)10時～　ワークホームタンポポバザー　西脇市大野町ワークホームタンポポ　民族歌舞団「花こま」特別出演　手づくりお菓子など　◆22-8149

19(日)10時30分～　今よみがえる思ひ出の着物展記念イベント　西脇市西脇　旧来住家住宅　草履de散歩他　入場無料　

19(日)13時30分～　マンドリンアンサンブル＆混声コーラス ジョイントコンサート　西脇市アピカホール　入場無料　◆32-4191ふろっぐえこうず松浦

26(日)10時～　夢蔵デー　多可町中区 ふるさと工房夢蔵　鯖寿司、鮭寿司、播州歌舞伎まんじゅうや野菜の販売　◆32-4477

26(日）11時～　多可町芸能フェスタ　多可町中区東山那珂ふれあい館　播州歌舞伎クラブ　播州歌舞伎三味線部　千ヶ峰太鼓　雨天中止　◆32-0685

雨天決行

　　　　　　　　　訂正とお詫び
季刊 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダーに
お笑い神事　と　なまずおさえ　を10月5日と表示していましたが、
正しくは10月12日(日)でした。訂正しお詫びいたします。


