
　辻里美さん(西脇市）の野鳥や植物の写真で、
北はりまの豊かな自然を紹介します。
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　アオバズク（写真上）は５月の初め青葉の頃に南の国か
ら渡ってくるふくろうの仲間。お宮さんやお寺の杜が好きなよう
で、多可町中区の稲荷神社にも毎年やってくる。大きな木のう
ろで子育てをするようだけど私はヒナの姿を見たことがない。
ホッホッ、ホッホッと毎晩のように鳴いている。大きな昆虫など
が好物。
　アオゲラ（写真左）は日本にだけいるキツツキの仲間で、ヒヨ
ドリより大きく、灰緑色の背中に頭のてっぺんが赤い広葉樹林
に住む鳥。先のとがったくちばしで、木の中にいる虫などをうま
くつまみ出して食べるので森にとっては益鳥。



2009年 5・6月のでんくう活動

ホタルの光にうっとり　12日 ほたる観賞と温泉でほっこり日帰りの旅【交流バスツアー】 

7月のスケジュール

6月のスケジュール

泥んこに満足！のバスツアー　5月30日 田植えとじゃがいも掘り、サツマイモの苗植え体験バスツアー

　流行するインフルエンザにも負けず神戸からの
22 名の参加者はまず田植え作業へ。初めて参加の
人も常連さんも皆さん童心にかえり泥だらけにな
りながら田植え。慣れてくると手際よくなり余裕
も出て「カエルの卵」など発見もあり参加者同士
話をしながら手を動かしました。ジャガイモ堀り
では、大きなジャガイモを求めて悪戦苦闘「大き

なジャガイモが取れ
た」と、ついつい取り
すぎてしまい、重たそ
うに袋を抱える人もい
ました。しっかり手足
の泥を洗い流し、炊き
出しの肉じゃがをおか
ずに昼食。特にジャガ

イモが人気で、おかわりでジャガイモを求める人
もあり、「こんなにジャガイモを食べたことがな
い」、「おいしかった」と大満足。
　午後はサツマイモの苗植え。大きなサツマイモ
に育ちますように願いを込め苗を植えていきます。
お腹いっぱい季節の味覚（ジャガイモ、タマネギ）
を味わい、お土産を抱え皆さん満足の表情でバス
に乗られました。　　　　　　　　　　　岡本

　西林寺散策から都麻乃郷あじさい園へ、モリア
オガエルが飛び跳ね皆さんを歓迎しツアーの開始。
アジサイはまだ時期が早く残念に思う人、花の香
りをかぐ人、アジサイをバックに記念撮影をする
人、「西林寺がすごかった」と撮影をする人もあり、
それぞれの視点で散策を楽しまれました。　　　
　次は西脇温泉へその湯へ。参加者全員が入浴を
希望し「気持ちよかった」「薬草風呂が気に入った」
と皆さんさっぱりした顔で夕食へ。ほっこり温まっ
た後のビールは格別と言う人も。食事は豆ご飯が
大人気でお櫃が空になるグループもありしまた。　
体も温まり、お腹も満たし最終目的地の、木縫の
里周辺でのホタル観賞へ。 到着と同時にホタルが光

り始め、暗くなると目の前に広がる幻想的な世界
にただ感激。すぐ近くをホタルが飛び「手でつか
めそう」とホタルと追いかけっこ。写真がなかな
か取れないもどかしさを感じる人、中には見事に
カメラに収められた人もあり、皆さん童心に戻ら
れたのではないで
しょうか。
 　天候にも恵ま
れ、西脇の自然や
ホタルの歓迎を受
け、大絶賛でツアー
を終えました。　
　　　　　岡本

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
28日　宍粟市福知地区20名道の駅視察　
　　　　五藤店長対応

26日　朝来市大蔵地域自治協議会より視察　
　　　　特産品部対応

　総会前に地域の案内を受けた。案内人が必要
以上にはしゃべらない「黒子に徹する」姿勢は
プロ並み。また、サテライトの看板は素材を提
供し表示内容や組み立て・設置はサテライト自
身で行うシステムは参考になります。知名度は
全国区の阿蘇、道の駅の収益事業はうらやまし
いほど順調。また、非収益事業も若者・女性が
元気で、全員で関っている活気で溢れていまし
た。外輪山に囲まれた独特の温かみのある地域
で、母に抱かれたような心地よさを感じながら
総会後の懇親会も楽しく交流してきました。



これからの活動予定・お知らせ

サテライト紹介

【総務部】
・新入会員の紹介です。ふるさと会員に南滋さん（神戸市 )
が入会。よろしくお願いします。
・6/16 植栽の管理作業ご苦労様でした。
また、ちょうどレストランたにし横の花
壇のラベンダー（ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾌｧｰﾑ寄贈）も咲
き始めきれいになりました。

【サテライト部】
・巡回ツアー「一足早いさつまいも掘り体験」を企画中。
参加費は一人 3,700 円、神戸・明石より計 2台募集の予定。
・新たにサテライト登録がありました。
〈檜本の不耕起栽培の田〉多可町八千代区下村　檜本浩一
　　　田んぼ本来の環境を復元し自然を豊かにする

【プログラム部】
・8/2・23 に体験学習企画「夏休みこどものための工作教室」
を例年通り企画。参加費は 100 円、指導は池上、河野プロ
グラム部員の予定。

【広報部】
・情報コーナーショーウィンドウ 7月は、播州織パッチワー

クキルトの展示が予定されています。
・マスコットキャラクターでんくるく
んが出向き、サテライトのイベントを
応援します。6/28 ラベンダーパーク多
可のフェスタでも人気でした。

【特産品部】
・6/3 から新ポスシステムが動き始め、バーコードラベル
の発行や販売状況をメール配信など便利になりました。

夏の光のイベント
　夏の思い出は花火や夜店 ・ ・ 北はりまでも色々開催されま

すので、 エコ生活を目指すあなた、 今年の夏も地元で楽しみ

ましょう！

　先ずは昼のイベントですが太陽の一大イベント、 ２２日に部分

日食が観察されます。 日本へそ公園 （西脇市上比延町）

野外ステージ付近で２２日９時３０分～テラ・ドーム特別観

望会 「部分日食を見よう !」 として太陽の約 8 割が欠ける部分

日食を太陽望遠鏡で観察の他、安全に太陽を観察できる 「日

食メガネ」 を 100 円で販売します。

　前後しますが、 ４日稲の虫送りが多可町中区奥中地区で行

われます。 これは松明を持って稲の虫を追い払う農村の伝統

行事です。 次に楊柳寺 （多可町八千代区） の千燈会。 こ

れは例年行われる観音まつりの新企画で、 山に抱かれた楊柳

寺の境内をろうそくの光で飾ります。 どちらも炎と風景、 カメラに

収めたいですね。

7/7

西脇市西脇 （山手町） の祇園神社夏祭り、

7/19 19 時から

中村町のぎおん祭り

7/22 夕方

西脇しばざくら通り in 夏まつり２００９

8/15 西脇市黒田庄町夏祭り

8/15

多可町夏まつり

8/8 日本へそ公園花火大会 （西脇の織物まつり 9 日）

8/1

糀屋稲荷神社で八朔祭り

7/１３兵主神社の祇園祭り

7/25 夕方～

楊柳寺観音祭り ・ 千燈会

7/22 9:30 ～テラ ・ ドーム特別観望会 「部分日食を見よう !」

８/３　１８時～

播州西脇成田山夏まつり

　花火イベントは、 １３日兵主神社 （西脇市黒田庄町） の祇

園祭り、 ２２日しばざくら通り （西脇市野村） の夏祭り、 ３０日

川下神社 （西脇市西脇） のかわっさん。 ８月に入ると１日糀

屋稲荷神社の八朔祭り （多可町中区）。 ３日播州西脇成田
山 （西脇市小坂町） の夏祭りにも、 花火が盛大に打ち上げ

られ、 夜店も出そろい多くの人でにぎわいます。 ８日は織物ま
つりの前夜祭の花火大会が日本へそ公園で。 １５日は多可

町 （加美区） と西脇市黒田庄町で夏まつり。

　他にも夜店の出る夏まつりを紹介しておきましょう。 ７日は祇園

神社 （西脇市西脇 ・山手町） 夏祭り、 １９日は中村町 （多

可町中区） のぎおん祭り、 商店街を歩行者天国にして露店

がずらりと並びます。

　他にもあると思いますので、 是非ご一報ください。 ホームペー

ジなどで紹介させていただきます。

近くのイベントなどに参加すると
①時間を節約
②ガソリン代、 駐車場代などを節約
③地元の良さを見直す
④地元の知人友人が増える
⑤地元で消費することで経済も活性化
⑥万一の時も地元なら安心

夏の光のイベント

と太文字はサテライトです



7月～11月　サテライトスタンプラリー
北はりまのサテライトを楽しく巡りながら
6か所でスタンプを集め応募してください
応募用紙は各参加サテライト及び
でんくう総合案内所にあります。
〆切：11月末日

8月1日～16月　昆虫展
場所：でんくう総合案内所体験学習室
展示内容：人と自然の博物館より甲虫類
　　　（オサムシ類、クワガタ類）の標本
　　体験学習企画で子どもたちの作った標本
　　体験教室講師の藤原進先生の標本

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7月に掲載以外の情報です。7月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

2009年 7月のでんくう自主企画2009年 7月のでんくう自主企画

「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　

大衆演劇「鳳凰座　中野加津也」公演　西脇市西田町　西脇健康ランド・ホテル　演劇は13時～(14・31日休演)　入泉割引券で大人1,800円　◆23-4224　

西脇TMOオリジナル　ゆるキャラ募集　西脇の魅力をPRするキャラクター　最優秀賞は賞金5万円と播州織製品　◆23-9119西脇TMO推進室

日本酒の川柳募集　多可町中区ベルディーホール　一人につき2句以内　7/31〆切　応募などの詳細はHP･チラシ参照　◆32-1300

4（土）19時～　平原誠之ピアノ・コンサート　多可町八千代区エーデルささゆり・リーベリリエン　高校生以上500円　小中学生：200円（当日は200円増し）　◆37-1318渡辺

5（日）10時～　夏のキノコ観察会　多可町中区なか・やちよの森公園　梅雨の時期にたっぷり保水した森のキノコを観察参加費300円　◆30-0050　

5（日）13時半～　おもしろ歴史セミナー「ふるさとの銅山跡を訪ねて」　多可町中区那珂ふれあい館　講師：神崎勝さん　参加費100円　◆32-0685

9（木）19時～　大須賀ひでき　コンサート　西脇市民会館中ホール　一般：3,000円　高校生以下：1,500円　◆23-5323西脇労音

11（土）11時～　ゆかたまつり2009　西脇市旧来住家住宅　浴衣を着て集まろう！バンド、ギターなど演奏。体験、販売、遊びコーナーも。◆22-5549

12（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

12（日）9時～　森を育てよう！② “翠明湖の桜の下草刈り”　多可町中区なか・やちよの森公園　翠明湖周辺の桜の下草刈りお昼はそうめん流し　◆30-0050

12（日）13時半～　おもしろ歴史セミナー「法道仙人の伝承と多可町の仏教文化」　多可町中区那珂ふれあい館　講師：森田竜雄さん　参加・資料代600円　◆32-0685

18（土）　カブトムシドーム開園　西脇市黒田庄町日時計の丘公園　26日までの土日祝日のみ　入園料300円　カブトムシ、クワガタの見学とザリガニ釣り　　　

19（日）　アトリエシリーズVOL.6小澤保彦展　西脇市岡之山美術館アトリエ　～8/8　休館 月曜日（祝日の場合は翌日）と祝日の翌日　◆23-6223

25（土）18時～　大和の観音まつり・千燈会　多可町八千代区大和楊柳寺　山門から本堂までをロウソクの灯りで飾る光のイベント ◆38-0350法持院

11日(土)＆19日（日）　体験学習企画　　　　昆虫採集と標本づくり

講師：藤原進先生(西脇市黒田庄町）　
定員：親子で20組（10歳以上）11日と19日の両日参加可能な方　
参加費：300円（両日で）　
【11日】9時30分でんくう総合案内所体験学習室集合～15時
　周辺で昆虫を採集し、展足板などにピンで固定、乾燥
　持ち物：虫取り網、虫かご、弁当、水筒、汚れてもいい服装
【19日】13時30分～15時30分でんくう総合案内所体験学習室
　乾燥できた昆虫を標本箱に並べ名前を書いたラベル付け
＊作った標本は8/1～16の昆虫展で展示後返却




