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日差しが春を思わせる時はあっても、毎夜凍り付く寒さ。その中で健気
に美しい花を咲かせるセツブンソウ（キンポウゲ科)。節分(旧暦)の頃に咲
くのが名の由来。落ち葉の間から首を出し切れ込みの多い葉と１cm余り
の白い花を付ける。「寒い中、見に来てくれてありがとう」と言ってくれてい
るよう。夏には地上部が枯れるので存在すら知られていないこともある
が、春には種を付けているので、受粉する昆虫が花を訪れているのは確
かだ。
　ユキワリイチゲ(キンポウゲ科)もスプリング･エフェメラルとして人気が
あり、雪を割って出てくることから名が付いた。セツブンソウを精いっぱい
おめかしした少女と例えるならこちらは素顔の乙女。寒いと家に閉じこも
らず、カメラかスケッチブックを持って出かけてみよう！ただ、出会っても
決して誘拐してはなりませぬ。 ユキワリイチゲ

セツブンソウ

　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。
黒沢さんは東はりまフォルクスガーデン
や庭造り専門店グリーンフィールド等で
植物画教室を開催されています。



1月の活動から

でんくう代表からのメッセージ　「あなたの元気は地域の元気」

1月対外活動報告

2月対外活動予定

　NPO活動を支える特産品販売。生産者から立場を変え購入者になるこ
とで見えてくるものや、店内のディスプレイやポップなども参考にと、85
名が参加。車中の会話や昼食を楽しみながらも、2か所の道の駅では真
剣に見学。新しい店舗はデパートを思わせるディスプレイで、少々高くて
も買ってしまいたくなる雰囲気。野菜売り場も今や並べるだけでなく、生
産者の思いやこだわりをいかに伝えるかがテーマ。
　この成果は今後の売り場に反映されることでしょう。楽しみです。

行程：海鮮せんべい→道の駅鮎の里

矢田川→香住 ( かに会席の昼食）→

県立但馬水産技術センター ( 栽培漁業

の学習）→道の駅ようか但馬蔵

　新年恒例の行事となったぜん
ざいの振る舞い。お餅をその場
で炭火焼きし、熱々を提供するた
めそれを楽しみに来られる人も
あるほど。おいしいものを食べる
と皆さん笑顔になり、今年も良い
ことがあることでしょう。

　天気もよく39名の参加。地元
や道中立寄られた都市部の人ま
で様々。こうぞの皮を剥いだ残り
の芯材を使い「うし」のキーホル
ダー作り。
　小さな子にはのこぎりで切っ
たり小枝で角と耳、ビーズで目を
付ける細かい作業は難しそうだ
ったが、大人に手伝ってもらいな
がら無事完成。

  1日　神戸･兵庫楽農生活センターで田舎暮らし相談会(多自然居住支援協議会)　　村井副代表参加対応
20日　兵庫県民会館でグリーンツーリズムパーティー　でんくう案内人2名、旧来住家住宅案内人4名発表・参加　

30日　北海道留萌市議会4名視察　丸山代表他3名の副代表が対応　

4日(日)ぜんざい振る舞い  4日(日)体験学習企画　　干支のキーホルダーを作ろう  

19日(月)特産品部　　　　　研修バスツアー

　私たちが住む北はりま地域は、豊かな環境に恵まれ、古い

歴史と自慢の産物・穏やかな人情があります。

特定非営利活動法人北はりま田園空間博物館はこの地域

資源とこれに関って活動する人々を応援し、内外に紹介・

発信して交流を促すなど「北はりま元気」をテーマに活動して

います。

　これを推進する会員128人、登録されたサテライト202件、　

ともに自らの利益発展を目指して活動しています。

　この事業は非常に高い評価を得まして、全国からまた、海

外からも年間50組の視察、見学を受け入れています。北はり

まに魅せられ、地域外から特別入会の「ふるさと会員」も

50人を超え、交流の実を掲げています。

　北はりまにはまだまだ多くの地域資源があります。多数の方

々が「北はりま元気」事業に参加していただき、「自らの元気

」を得られますようお待ちしています。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                代表理事　丸山好一
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各部からのお知らせ

総務部
◆新入会員の紹介です。ふるさと会員に池本勇さん（加古
川市）これからよろしくお願いします。

サテライト部
◆新しいサテライトが認証されました。
【少林山 崇福寺】多可町中区曽我井　
　　鎌倉時代へのロマン
【安平 歌謡教室】多可町中区岸上　
　　どなたでも歌が上手になれるように丁寧に指導します
◆3 月のツアーがすぐに定員になり、多くの方がキャンセル
待ち。この事態を受け「春の味覚いちご狩りと桜めぐり」を
企画しました！4/12（日）三宮発（西神経由）西脇公園→
篠田いちご園→なごみの里山都（昼食）→西谷公園→成田山
　大人：3,800 円、小学生未満：3,000 円です。

プログラム部
◆日本一長い散歩道を歩こう「早春の花をたずねて杉原谷
の里を歩く」は昨年 9 月に雨天中止になったコース、道の
駅Ｒ427 かみ→ラベンダーパーク多可→ふれっしゅあぐり館ま
で歩き、参加費 500円です。

◆「北はりまの自然探索【桜＆ウォーキング】と味覚の旅」は
4/12（日）明石発（加古川経由）福谷公園⇒秋谷公園⇒フォ
ルクスガーデン→ＪＡみのり特産開発センター→篠田いちご園
　大人：3,800 円、小学生未満：3,000 円。昼食は黒っこマザー
ズのお弁当で、約 1.6kmを歩きます。

広報部
◆でんくう総合案内所情報コーナーのショーケース展示は 2
月に入ってからなか・やちよの森公園に入れ替わります。園
内で行われている多様な体験プログラムの紹介と、そこで完
成した木工作品などが展示予定。また、ショーケース展示を
希望されるサテライトは事務局までお申し出ください。
◆同じく情報コーナーのプラズマディスプレイではイベント情
報や季節のお勧めなどを常時映像（動く広告塔）でお知らせ
しています。休憩中に目にとまるようです。出来れば 1 枚の
ＪＰＧデータにしていただくと助かりますが、先ずは事務局
までご相談ください。
◆でんくうホームページ (HP) では随時サテライトや地域情報
を発信しています。2 月はイベントが少ないのでトップ画面で
見ていただくチャンス。情報をお待ちしています。

北はりまのうまいもん 「鹿肉」

ラベンダーパーク多可　℡36-1616

多可町加美区轟　水曜定休　
9時～17時 (喫茶は16時まで）
２月１日より販売開始

鹿肉カレー　￥780
 サラダ・フルーツ付き

試食会では「カレーにこんにゃくが入っていてびっくりしまし
た。こんにゃくの食感が斬新でとてもよかったです。」「シカ
肉は固くて臭いイメージがあったけれど、実際に食べてみる
とお肉は柔らかくておいしかった。」と好評でした。

ジェラテリアふれっしゅあぐり館
℡30-8210　多可町加美区門村　月･火曜定休 (2月まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業時間 10 時～ 17 時
外はサクッ！　中はジューシーな鹿肉のボリュウムサンド！

ジビエサンド　￥500　
    珈琲 orジュースとセット　￥700
　
 順次　ピザ、クレープ、パイの
販売を開始します。ご期待下さい。
また、季節に応じた新鮮野菜をトッピングしていきます。

かみ特産品クラブ　

　　　　　　　　　℡35-0080(加美地域局 )

鹿肉の竜田揚げ、しぐれ煮や鹿肉カレー
などをご注文 (10 名以上 ) に応じ、地元産のお米や新鮮野菜
をふんだんに使って弁当やオードブルをご用意いたします。
また、播州百日鶏を使った唐揚げや鶏飯も好評です。
百日鶏を使った「とりめしの具」￥840も各所で販売しています。

　黒田庄和牛の他にも北はりまにはおいしいお
肉があります！鹿肉や鶏肉です。
　全国で北海道に次ぎシカの食害に悩まされている兵庫県。
何とかしたいと多くの関係者がこの解決策を求め取り組んで
きました。そしてようやく「おいしい！」と言っていただける
メニューを提供するところまでに。後は多くの方に食べてい
ただくだけです！ぜひ一度お試しください。おいしく食べるこ
とが、地域の農業を助け、環境を守ることにつながるのです。
　鹿肉の特徴は 、低カロリー、低脂肪、高タンパク、鉄分
が豊富と健康やダイエットが気になる方にはぴったり！



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

2009年2月のでんくう自主企画2009年2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２月に掲載以外の情報です。2月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

風邪をひか
ないよう

　　お過ごし
ください

15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
時間：18時～20時
場所：でんくう総合案内所体験学習室
参加費：無料　定員：60名
内容：西脇市市原　妙覚寺ワラワラ、　西脇市黒田庄町　
兵主神社レッケイ、　多可町中区森本　播州鶏柏による鶏合わせ
　それぞれの神事を映像を交えて紹介。

3/22日(日)　日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　早春の花をたずねて杉原谷の里を歩く
行程：9時30分 でんくう総合案内所集合        
　　道の駅Ｒ427かみ(多可町加美区鳥羽)
　　杉原紙研究所、寿岳文庫、紙匠庵でんでん見学　
　　ラベンダーパーク多可(加美区轟）昼食＆ラベンダーは咲いていませんが園内散策
　　ジェラテリアふれっしゅあぐり館　　でんくう
参加費：500円　
持ち物：弁当、お茶、雨具など、歩きやすい服装で
定員：40名　　少雨決行

――総合案内所臨時開館のお知らせ――　

3日(火)　特産品部　　　　　節分の巻き寿司販売をいたします。
　　予約を承っていますので、ご連絡ください。

・小松原謙介・足立喜久雄　二人展～2/9　でんくう総合案内所体験学習室　 美術作品展（油彩画、立体を中心に）　◆25ｰ2370 

・翠明湖マラソン参加者募集　 ～2/18(水)当日消印有効　http://www.takacho.jp/suimeiko/　◆32-5122(マラソン実行委員会・アスパル)

・第13回リトルピアニストの大っきなコンサート　～2/28(土)申し込み締め切り　西脇市アピカホール　コンサート日は8月22日（土）　◆23-9000

・2月中大衆演劇「津川竜」公演　西脇市西田町　西脇健康ランド・ホテル　演劇は13時～(10･28日休演)　入泉割引券で大人1,800円　◆23-4224　

・村上しま子人形展～懐かしさと感動の創作人形展　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　～2/28　無料　◆36-1616

・ＪＲ黒田庄駅発春のハイキング参加募集　3/22～29の8日間毎日、10時半～インタープリターと共に日時計の丘公園まで昼食代込み2,000円◆28-5880えき益ゆうき

・多可町観光交流協会企画「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞが案内する早春のバスツアー」　3/27神戸発多可町巡りモニターツアー\3,270　詳細は◆32-2381（多可町役場内）

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

  1(日)14時～　今村夏海　アルパカコンサート　西脇市アピカホール　一般:3,500円　高校生以下：2,000円　◆問合せ℡23-5323西脇労音

  8(日)13時半～15時半　冬のバラ剪定講習会　多可町中区牧野　北播磨余暇村公園　無料　持ち物：剪定鋏、革手袋、実習のできる服装　◆32-1543

  8(日)9時半～16時　健脚11㎞コースに挑戦！ 耐寒登山　多可町　なか・やちよの森公園湖畔の広場集合　\300　要申込　雨天中止　◆30-0050

14(土)13時半～　 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 　講師：黒沢正治さん　受講料：1回1,000円　◆28－5120

14(土)10時～15時　ひだまりひろば　でんくう総合案内所体験学習室　介護などの相談、手織り体験、ひだまりの仲間の作品展　◆28-2957宅老所ひだまり 

15(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

16(月)13時半～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　毎月第2・4月曜　1回500円　◆28-5120  

20(金)18時半～　高尾晃市のFUN HOUSE（マジックショー）　多可町ベルディーホール　大人：2,000円　高校生以下：1,000円　◆32-1300　

22(日)8時～10時　駅前の朝市　西脇市黒田庄町　ＪＲ黒田庄駅前広場　新鮮野菜や花苗、各種特産品の販売　◆28-5880えき益ゆうき 

22(日)10時～　夢蔵デー　多可町中区　ふるさと工房夢蔵　鮭寿司、鯖寿司、播州歌舞伎まんじゅうや季節の野菜などの販売◆32-4477

28(土)　播磨農高「田んぼの学校」～3/9　でんくう総合案内所体験学習室　学校行事、取り組みなど、展示形式で紹介　◆25－2370

とどろき

とり    ま


