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　闇の中で動く生き物たち、その姿を見る機会はほとん
どないが、元気で暮らしている様子を鳴き声や食痕で知
る。フクロウも夜行性で、夕方になると畑仕事をする私に
「モウ　ソロソロ　ソロソロ（夕飯の支度を・・）」と鳴いて
急がす。動物食の彼らは私の姿が見えなくなった畑で、ネ
ズミやカエル、昆虫などを食べるのだろう。近頃は生息環
境の減少に伴いフクロウも数を減らしているようだ。ハタ
ネズミの被害に困っているが、「私たちを護って」と言って
いるような眼のフクロウのため、我慢しよう。
　一方光を浴びて輝くような姿のアサギマダラ（マダラチ
ョウ科)。春は北上、秋は南下と長距離を旅する蝶として知
られている。羽根にマーキングをしてどの程度移動するか
調査されている。北はりまでもその姿を見かけることがあ
る。移動中や、体力を補うための蜜を吸う姿もあり、一度見
たら優雅で可憐なこの蝶のファンになること間違いなし。

辻里美さん(西脇市)の美しく鮮やかな写真で
北はりまの自然を紹介します。上はフクロウの
幼鳥、下は吸蜜するアサギマダラです。これら
のカラー写真はホームページでご覧ください。



2009年 5月のでんくう活動

6月のスケジュール

5月のスケジュール

雨に～ぬれながら♪笠形山　24日  日本一長い散歩道 新緑の笠形を登るin八千代　

漫才のように楽しい犬次神社活動報告　18日 　第8回NPO法人北はりま田園空間博物館総会　
　来賓に県民局長、市長、町長などを迎え、
出席者 41 名、委任状 43 名、計 84 名で開催。
決算・予算、新役員承認など小牧議長のス
ムーズな進行で、議事はすべて承認された。

1日　農政環境部農林水産局農地整備課2名、北播磨県民局総務室地域企画課2名来訪　池田対応
3日　あいたい兵庫DC西脇歩きをサンTV取材　でんくう案内人が対応
6日　ラジオ関西生放送　内橋案内人出演
各日曜　あいたい兵庫DC　旧来住家住宅を拠点にでんくう案内人が活動
12日　西脇市黒田庄公民館で西脇市観光協会総会　丸山代表出席
27日　神戸で多自然居住支援協議会21年度総会　丸山代表出席　

新型インフルの影響と悪天候で残念！　17日　第4回ふぁみり～カーニバル

でんくう総合案内所⇒大屋公民館
（多可町八千代区）→ネイチャーパークかさがた
→二重ヶ滝・竜ヶ滝→林道→大屋公民館⇒でんくう

24日(日)　サテライト巡回ツアー
「新緑に包まれて 燻製づくりと
グランドゴルフ」は新型インフルエン
ザ感染予防のため中止としました。

　神戸で初の感染者が出た翌日、暴風雨で
テントが飛ばされるなど、厳しい条件の中
ふぁみりーカーニバルは開催された。
　前日から準備した野外ステージは残念な
がら使えず。樽太鼓、三田音頭、民謡舞踊
（あすなろ会）、バンド演奏（ファイヤーベン
チャーズ他）、よさこい踊り（K-Dream、和輝
愛逢他）すべてのステージプログラムは体
育館の中で実施した。
　フリーマーケットはキャンセルも多数あ
り、急きょ総合案内所の軒下で開店。
　同時開催の活き生きTUMA協議会式典
のアトラクション、津万保育園こてき隊は芝

　歩き始めた頃は少し日射しもあり、早
苗田を見ながら車がほどんど通らない道
を快適に歩く。ネイチャーパークかさがた
ではトイレ休憩と予約者は弁当購入。山
中は昨晩の雨で道も少しぬれていて、20
～30分ほどで登山口。沢や滝の横を通り
ながらの登山道は薄暗く、雨が落ちてくる
まで天気が変わっているのがわからなか

生広場と体育館で見事な演奏を披露。　そ
の他、ひょうご森の倶楽部もっこう会は突風
が吹く屋外とは別世界のような体験教室で
木工教室。多数の参加者があり、親も驚くほ
どの集中力と、創造力で木工作品を完成さ
せた。
　おやこ劇場のスナックのお店は予想を下
回る来場者に、若いお母さんや子どもたち
が懸命に販売。
　また、人気上昇中のでんくるくんと一緒
に記念撮影する、でんくう写真館は子ども
も大人にも人気だった。

　その後のサテライト活動紹介は「犬次神
社」の由来について小谷敏信さんのお話し。
この春発行された「北はりま魅力探訪紀行
五」の犬次神社をご覧ください。

った。途中雨具を出し着用。ようやく林
道へ出たが、雨が降り続くため昼食もで
きず、雨が止むまで歩くことに。ところが
雨は降り続き、結局終点まで。車でのピ
ストン輸送もあったが、元気な人は完歩
した。鹿子神社やバスの中での遅い昼
食。お疲れさまでした。また、一緒に歩き
ましょう。

4日　多可町交流会館で多可町観光交流協会総会　池田副代表出席
各日曜　あいたい兵庫DC　旧来住家住宅を拠点にでんくう案内人が活動
13日　熊本県NPO法人ASO田園空間博物館総会　足立・藤原副代表出席　



これからの活動予定・お知らせ

サテライト紹介

【総務部】村井
・総会が無事終了してホッとしています。
・新入会員の紹介はふるさと会員に阿江栄さん ( 加東市 )
です。よろしくお願いします。
・6/16 でんくう総合案内所周辺の花の植え替えなど植栽の
管理作業をお手伝いください。作業服で 8時集合です。

【プログラム部】藤原笙道
・体験教室「昆虫採集」7/11 と「標本作り」7/19 を準備中。
今回はきれいに整備されたロータリーこどもの森で虫取
り、講師は地元昆虫愛好家の方に依頼中。
・夏休みの人気企画、昆虫展は展示物を県立人と自然の博
物館、地元愛好家のコレクションなどこれも調整中です。

【サテライト部】足立
・今年度は自然・環境をテーマにセミナーなどを進めてい
きます。ご期待下さい。
・各自で楽しみながらサテライトを巡っていただくスタン
プラリーは 7月中旬からスタートです。

【広報部】池田
・情報コーナーショーウィンドウはラベンダーパーク多可。
6～ 7 月は開花シーズンで多くの来園者を迎えようと準備
に大忙し。6月・7月は入園料 ( 大人 500 円、子ども 200 円）
がいります。
・メールや FAX でサテライトや地域情報をどしどしお寄せ
下さい。あらゆる手（私の手は 2 本ですが）で魅力を発信
します。

【特産品部】村井
・事務局スタッフ総出でポスシステム切
り替えの準備中。6/3 から新システムに
なります。全く初めての経験で不手際が
あるかもしれませんが、どうぞうまくい
きますようにと神に祈るばかりです。
・6/1 ～ 6/6 トライやるウィークの中学生
3 名が総合案内所で体験します。お見かけ
の時は温かい目で応援をよろしく。

・6 月からスタッフのエプロンが新しくなります。5 種類
のモノトーンの播州織を使いました。

黒糖丸本舗　℡28-5211
地元産の黒豆を使った黒豆菓子をはじめ
黒豆パン、黒豆コロッケなどの特産品を
手づくり、販売してる。

庭造り専門店グリーンフィールド℡24-5500
ガーデニングの花木から植木鉢、絵本にある
ようなかわいい小物まで販売。「元気が出る庭
づくり」というニュースを発刊。気軽に栽培の
相談も受けてくれる。

都麻乃郷あじさい園　℡22-2387 
西林寺伽藍に隣接しており、広さ約 1万 2
千m² の敷地に約 100 種類、10 万本のアジ
サイが植生する。開園時間は10時～15時、
7/5( 日 ) まで開園。整備協力金 200 円程度

この頃

　7 日から都麻乃郷あじさい園が開園。地元の人たちが年間を通じて管理さ
れている。馴染みの物から珍しいあじさいまで、たくさん咲き誇るシーズ
ンは多くの人でにぎわう。オープン前の静かな園内を訪ねると、気の早い
ものが色づいていた(写真上)。21日(日)はあじさい祭りが開催され、大茶盛、
手づくり市、特産市、福引大会など盛りだくさん。この日はでんくうイベ
ントでいつもお世話になる黒糖丸本舗さんの顔も見える。季節により、コ
ロッケだったりアイスのお店の時も。
　アジサイはもともと日本原産。それがヨーロッパなどで品種改良された
ものが、戦後逆輸入され日本で普及。多く見られるものは西洋アジサイ。
最近は鉢植え（ハイドランジャ）の物も増えているらしい。栽培などわか
らないことは専門家に聞くのが一番。庭造り専門店グリーンフィールドで
は親切に教えてもらえる。
　野山で自生しているアジサイ ( 属 ) もある。林縁に多く見られるのがコガ
クウツギ、ガクウツギ、ノリウツギ。良く見てみると確かに似ている。こ
れら全てユキノシタ科で、ほとんどが 6～ 7月に花を付ける。
　雨の日も傘をさし、あじさいを見に出かけませんか。たくさんの花が待っ
ています。北播磨余暇村公園、東はりまフォルクスガーデン黒田庄もアジ
サイやその他の花が咲き乱れ皆さんを待っていますよ。

珍しいカシワバアジサイ



7日(日)　身近な水環境の全国一斉調査　　　　　　　　　　　in北はりま　　　　　　
時間：8時45分現地集合　9時開始 　雨天延期
場所：①加古川：西脇市黒田庄町中央橋
　　　②野間川：多可町八千代区俵田ホタルの宿路
　　　③杉原川：多可町加美区松井庄落合橋
調査項目：水温、COD、気温、PH、透明度他ｃ

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。

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 (でんくう )総合案内所
(道の駅 北はりまエコミュージアム）
火曜定休 (祝日の場合は翌日 )9時～ 19時
TEL 0795-25-2370　　FAX 0795-22-2123
URL   http://www.k-denku.com
E-mail    jk@k-denku.com

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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー6月に掲載以外の情報です。6月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

2009年 6月のでんくう自主企画2009年 6月のでんくう自主企画

12日(金)　交流バスツアー　　　ほたる観賞と温泉で日帰りの旅
集合：14時三宮→西神中央→都麻乃郷あじさい園→
　　でんくう総合案内所→西脇温泉へその湯→
　　西脇市中畑町でほたる観賞→22時30分三宮
参加費：大人3,800円　こども3,000円

満員御礼

・6月　「望遠鏡―宇宙へのとびら」展　西脇市テラ・ドーム　～8/31　大人510円　学生200円　小人100円　月曜（祝日の場合は翌日）休館　◆23-2772

・6月　大衆演劇「座KANSAI　金沢つよし」公演　西脇市西田町西脇健康ランド・ホテル　演劇は13時～(9･30日休演)　入泉割引券で大人1,800円　◆23-4224

･6月10時～　横尾忠則・逍遥 原景の森-画家宣言・そして描くことからの開放　西脇市岡之山美術館　～9/27　入館料310円(大人)　◆23-6223

～21(日)　バラまつり開催中　多可町中区牧野　北播磨余暇村公園　2,800㎡の広さに40品種、720株が咲き乱れいい香りが漂う　◆32-1543

8(月)13時半～15時　らららコーラス　西脇市　フォルクスガーデン黒田庄　指導：横山文和さん　1回500円　毎月第2・4月曜開催　◆28ｰ5120

13(土)10時～12時　水辺の生き物調査　多可町中区なか・やちよの森公園湖畔の広場　指導：藤浦薫さん　参加費100円　要申込　◆30-0050

13(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 　花の絵画教室　講師：黒沢正治さん　1回1,000円　◆28ｰ5120

14(日)8時～　えき益ゆうきの「駅前の朝市」　西脇市　JR黒田庄駅前広場　黒っこマザーズの巻き寿司や新野菜、特産品の販売　◆28-5880

21(日)10時～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　コーヒー(紅茶)＋クッキー＝\200、ランチ500円など　◆22－8180　　

21(日)8時～10時　西脇市駅・駅前の朝市　西脇市野村町　地元の新鮮野菜や特産品を販売　◆23－4639西脇市駅周辺活性化推進委員会

28(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他特産品の販売　毎月第4日曜　◆32-4477

28(日)10時～17時　開館25周年記念アトリエシリーズVOL.5天野潮彦展　西脇市岡之山美術館　月曜休館　アトリエのみは無料　◆23-6223　　

28(日)13時半～　グループ・アンダンテコンサート　西脇市　アピカホール　無料　◆23-3270川瀬

　

6日(土)　俵田ホタル観賞会は中止となりました。
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総合案内所周辺を整備しました


