
2 0 0 8年12月1日発行  4 7号

冬の山裾に這うようにのび、赤く輝くようなフユイチゴ（バラ科）の実が
付いている。少し照りのあるハート型の葉を確かめ、ひとつ口に入れてみ
よう。多くのキイチゴ類は初夏に実を付けるが、冬に実を付けるのでこの
名がついた。ちょうどクリスマスケーキや正月のお重の彩りに使え、集い
の話題として、もちろん味も、一石三鳥のフユイチゴ。でも野鳥たちが先着
で売り切れているかもしれない。
　センリョウ（センリョウ科）と並んでお正月の生け花や寄せ植えに使われ
るマンリョウ（ヤブコウジ科）。冬に実が赤くなり、名前がおめでたいため。
他にもヒャクリョウ、ジュウリョウ（いずれもヤブコウジ科）と言う名の植物
がある。実の付き方が違うのだが、鳥たちが種を運び、自生しているもの
はマンリョウが多い。わが家の庭も鳥のお陰でマンリョウは多いが、お金
の方は万両どころか縁のない暮らしをしている。 マンリョウ

フユイチゴ

　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。(マンリョウは絵
葉書にはありません)



11月の活動から

11月対外活動報告

12月対外活動予定

印刷機などご活用下さい
【リソグラフ使用料金（紙代別途）】　
　　ハガキ～ A3サイズ　片面印刷 1枚 1円
【コピー】1枚 10円（コピー用紙を含む）
　　カラーコピー　1枚 100 円（A4 サイズまで、
　　コピー用紙の場合、その他の用紙は相談 )
【ラミネート】10 枚以上の場合は事前に連絡を　
・A4サイズまで　100円　・B4 ～ A3 サイズ　200 円
＊お支払は現金でお願いします。

15日　加東市福祉センター こころ豊かな北播磨推進会議　
　　　　足立副代表出席　

行程：西脇市役所駐車場集合→市原駅→アピカ前
→八坂神社(昼食)→西脇市駅→旧来住家住宅→市役所（全長約12km)

2日(日)　サテライトセミナー　　　古式豊かな神事に見る北はりまの歴史
昔があって今が・・次世代に伝えるメッセージ

16日(日)　日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　　　鍛冶屋線を歩くpart2

23日(日)　体験学習コーナー企画　　　　ゆびあみのマフラー ・てあみの首飾りを編もう！

1日　北播磨県民局にて多自然居住支援協議会　
　　　　丸山代表、村井副代表出席　

　3つの神社の神事に
ついて60人近い人が熱
心にを受講した。
　石上（いそがみ）神社
「なまずおさえ」は、盗賊

に盗まれて滝壷に沈んだ神社の宝刀を２人の水夫が見つけ、布に包み神殿に戻そう
としたところ、包まれていたのは宝刀ではなく、なまずであったという。以来、秋祭りの
日に宝刀を捜している姿を奉納し、今日まで忘れずに捜し続けていることを神前に報
告している、と松原さんのお話とパワーポイント。次に藤本宮司よりビデオを使い、八幡神社の「お笑い」神事のお話。
祭神である応仁天皇が幼少のころ、大臣の竹内宿袮が「お笑いお笑い」とあやしながら母君に見せている様子と言わ
れ「なまずおさえ」とともに県指定文化財。最後の豊部の神楽は竹本さんより、７つの神楽舞を紹介。昔の台所に祀る
荒神祓いが、今では玄関先での悪魔払いとなり、秋祭りで村内を１軒１軒すべて回る。また、2頭で舞う剣の舞、四方
の舞、ちゅうだらし、とうひゃぶろ、扇の舞、神勇（かみいさ）は村の青年団が１カ月以上も練習を重ね伝統を護ってい
るが、青年団の維持も難しい時代とのこと。
　自分達の護り受け継いできたものを伝えたいと言う意欲を強く感じ、子ども達も参加するこれらの行事を通じ村の団結

や伝承を行ってきた。先ずは、これらを知ることから始めよう。

　朝まで雨が降っていたため、雨具を着こんで出発。
市原駅は、駅舎を改装して「鍛冶屋線市原駅記念館」と
して残され、資料などを展示。屋外には運行当時の列
車や踏切も残されている。廃線跡は杉原川沿いの道
路や歩道に整備されている。街中の紅葉を楽しみなが
ら、歴史と懐かしさを感じる旧来住家住宅や周辺の古
い民家の間を通り、少ない参加者ならでは、和気あい

あいと歩き終えた。

平成２年に廃線、当時の写真や懐かしい品が

並木の紅葉で落ち葉のじゅうたん

　昨年に引き続き参加された方や小学生など幅広い年代層の参加。ゆび編みの
マフラーか、かぎ針で首飾りにそれぞれ挑戦。毛足の長い特別な毛糸は好みの色
を選べ、それだけでもちょっとウキウキ。首飾りは輪にしたゴムを芯に毛糸を編み
こむもので、ちょっと難しかった様子。両方に挑戦される人もあり、クリスマスのプ
レゼントだろうか。　
　講師の大森節子さん(ハート＆ハンド)は「今はいつでも、どこででも簡単に物が
手に入る時代ですが、手作りをすることで親の愛を知ったり、物の大切さを感じま
す。」と熱い思いを込め今回のような手編み教室などの活動されている。

話す方も聞く方も熱心に

仲良く教えあいながら作品の完成



各部からのお知らせ

総務部
◆新入会員の紹介です。ふるさと会員に南めぐみさん（神
戸市灘区）、藤原やす子さん（神戸市垂水区）のお二人。
これからよろしくお願いします。
◆上半期の決算報告は、8 月を総合案内所（道の駅）を
無休で開館したこともあり、景気低迷と言われる中昨年並
みの報告がなされました。
◆来年度の事業計画を検討する時期になりました。各部
の積極的な企画・提案を待っています。

サテライト部
◆新規登録サテライトの紹介
神姫バス㈱西脇案内所　西脇市下戸田
みなさまの地域交流のお手伝いをいたします！
◆3/8 にサテライト巡回ツアー「早春の味覚いちご狩りと
厄除け福寿播州成田山参拝と余暇村公園散策」は \3,500、
三宮発西神中央経由を企画中です。
◆サテライト関係者の方へ　まるごとガイドの情報更新及
び年会費納入がまだのところはお急ぎください。

広報部
◆総合案内所情報コーナーのショーケース展示はハート &
ハンド ( 大森節子さん ) による手編み作品の展示です。手
編みのニットは編む人の優しさも編み込まれていて、見る
だけでも温かい気持ちになります。
◆でんくうホームページ（HP）が新しくなります。イベント
情報や季節のお勧めなどブログ形式でタイムリーに情報発
信。またサテライトの検索機能も充実し、それぞれの位置
図はグーグルマップを採用、初めての方も HP の情報だけ
で訪れることができます。今後皆さんからのタイムリーな情
報や写真提供をお待ちしています！

特産品部
◆恒例の特産部研修ツアーは、1/19( 月・総合案内所振替
休館 ) 海鮮せんべい→道の駅鮎の里矢田川→香住 ( かに
会席の昼食）→但馬水産技術センター→道の駅ようか但馬
蔵の予定。参加費 3000 円、同封のチラシをご覧いただき、
お早めにお申し込みください。

うなぎ料理の橋本屋
豊富なうなぎ料理と
あったか鍋料理(4名以上) ★
西脇市西田町22-3743

なごみの里 山都
お風呂でくつろぎ静かな雰囲気で
宴会、コテージで宿泊OK　★
八千代区大和 38-0753

エーデルささゆり
百日鶏のすき焼き、特製
ちゃんこ鍋など＋飲み放題
(90分)＋宿泊＝￥10000
八千代区中野間 37-1200

エアレーベン八千代
湯豆腐と湯葉を食べたい！
夕食は15名以上で予約下さい
八千代区中野間 37-2211

　エコミール加美
鍋料理+宿泊+朝食で
\5000～　お問合せを★
加美区豊部 35-1572

　ココロン那珂
山麓の夜､お鍋を囲んで10～50名
の集いを　宿泊で翌朝職場直行
中区牧野 32-4111 東はりま日時計の丘公園

貸しコテージ・ロッジに
食材持ち込みアットホームな集い
黒田庄町門柳 28-4851 

ますのみ松屋
和風ムードと豊富な
メニューがうれしい
西脇市上野 22-5458

　ハーモニーパーク　
宿泊棟内のいろりを囲み
鍋をつつき暖まる交友★
加美区三谷 36-0862
休：水曜日、年末年始

西脇ロイヤルホテル
豪華なメニューと
リッチな雰囲気で　★
西脇市西脇 23-2000

ネイチャーパークかさがた
コテージに食材持ち込み
手作りの集い 料理注文可★
八千代区大屋 30-5110

サテライト名
ＰＲメッセージ
★詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載
所在地 TEL(市外局番0795)

  けんしん亭
特産黒田庄和牛のすき焼き・
しゃぶしゃぶで豪華な宴会を
 西脇市黒田庄町大門　28ｰ2557

西脇温泉 へその湯
寒い冬には体を温めてから
宴会はいかが？メニューも豊富
西脇市鹿野町　22-8888　★

西脇健康ランド・ホテル
広い宴会場と宿泊のお部屋も
完備。温泉と食べて飲んで･･
西脇市西田町　23-2611★

送迎あり
（事前に予約・確認）

近い所なら

お酒をいただくと運転はできません。
でも近場での宿泊なら、翌日は職場へ
直行するのも気になりませんね。
それに、帰宅時間を気にせずじっくり
交友を深めることができます。ご家族
で気分を変えていかがですか？

宿泊OK

ご宴会におすすめのサテライト

多可
西脇
加東
加西
10名以上で
無料送迎



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12月のでんくう自主企画2008年12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 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。12月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

12月30日(火
)は

　　開館だ
よ！

 横尾忠則・故郷への心の回帰展　～3/29 　西脇市岡之山美術館本館　月曜休館　入館料：大人310円  大高生210円  小中生110円◆23-6223

  1(月)10時～　中川達雄　写真展～14日　西脇市　東はりまフォルクスガーデン黒田庄　◆28-5120 

  4(木)10時～　エッチンググラス工房からんころん　MICHIKO作品展　～25(木)　西脇市　旧来住家住宅　◆22-5549

  5(水)12時～　平和のための戦争展　～7(日)　西脇市　でんくう総合案内所体験学習コーナー　◆25-2370

  7(日)9時30分～　羊毛フェルトクラフト教室～かわいい牛さんで新年を迎えましょう～ 　多可町中区　那珂ふれあい館　材料費\300～　要予約◆32-0685

  7(日)10時～　親子ふれあいウォーキング　量興寺から東山古墳を訪ねて 　多可町中区　アスパル集合　参加費\200　◆42-9352北播磨県民局

  7(日)10時～　アトリエシリーズ「生きる、その刻」　宮田芳緑　展　西脇市岡之山美術館　アトリエは無料　月曜休館　◆23-6223

  7(日)14時～　ささゆりコンサート　「常田（ときた）富士男の世界」　昔ばなし＆童謡　多可町八千代区エーデルささゆり催事ホール　◆37-1318

  8(月)13時30分～15時　 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　参加費\500　毎月第2・4月曜　◆28-5120

13(土)19時～　第3回特別講談「忠臣蔵」　多可町八千代区　なごみの里 山都　木戸銭：\500（コーヒー券付き）　講談：旭堂南海　他◆38-0753　

13(土)13時30分～　花のペインティンＧｕ～　西脇市　東はりまフォルクスガーデン黒田庄　1回\1000　◆28-5120

14（日）9時30分～　月桂樹とハーブを使ったリース作り・リラックスできる香りのリース　多可町中区那珂ふれあい館　材料費￥1000　◆32-0685

14(日)13時～　くすのきリトルピアノコンサート　西脇市アピカホール　どなたでもどうぞ　◆48-9332楠宮子

14(日)13時30分～　チャリティminiライブおとぼけサンタ　西脇市民会館大ホール　会費\600(当日\800)　KENJYUN　東中吹奏楽部　ファイアーベンチャーズ　和輝愛逢

21(日)10時～15時　カフェあんずの里オープン　西脇市住吉町 すみよし桃源郷内　コーヒー(紅茶)＋クッキー＝\200など　毎月第3日曜　◆22－8180

21(日)13時～　クリスマスコンサート　西脇市アピカホール　どなたでもどうぞ　◆問合せ℡42-1530服部文子

 

14日(日)＆20日(土)　
体験学習コーナー企画　しめなわづくり  手づくりの迎春準備　
時間：13時～16時
場所：でんくう総合案内所体験学習コーナー
参加費：200円　
講師：でんくうスタッフ
＊当日受付　
＊わらを扱いますので汚れてもいい服装でお越し下さい

20日(土)
　トン汁の振る舞い
時間：10時～
場所：でんくう総合案内所前駐車場
先着300名に地元の新鮮野菜もたっぷり入った
温か～いトン汁無料サービス

年末年始総合案内所休館のお知らせ　

12月31日(水)～1月2日(金)
新年3日(土)より平常開館いたします。開館時間が12月から翌2月まで

9時～18時となり、1時間早く閉館します。


