
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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　オオヨシキリは河原の葦原などで暮らす夏鳥。今頃は渡り
を終え姿を見ることができないが、背景が秋の風情なのでお許
しを。葦を裂いて中の虫を食べるからヨシキリと言うとか。スズ
メより少し大きく、初夏に葦原で「ギョギョシ、ギョギョシ」とやか
ましく鳴くので、ゆっくり待てばその姿を確認できる。茎に直立し
て止まりながら、次々と飛び移る巧みな技を持つ。
　この季節、休耕田の景観作物として人気のコスモスが咲く。秋
風にそよぐコスモス畑の中に立つと、メルヘンの世界。西脇市明
楽寺では10/4芳田コスモス祭りを開催予定。その後が見頃。



2009年 9月のでんくう活動

輝くお日さまと兵主神社とフォルクス　27日 日本一長い散歩道　足もとの自然を感じゆっくりのんびりさんぽ黒田庄

9月のスケジュール

　秋のさわやかな空のもと、でんくう 7 周年を祝
う “でんくうまつり” が開催された。今回初登場の
播州歌舞伎（多可町中区）の寿式三番叟やハーブ
＆ログスオミ（中区）のハーブ苗販売、ラベンダー
パーク多可（加美区）のラベンダー製品やアロマ
セラピー、カフェあんずの里（西脇市）の喫茶、
黒糖丸本舗の焼きそば、JA みのり特産開発センター
の黒田庄牛コロッケと、サテライトの出店が多数
あり、多彩なイベントになった。
　また、地元女子高校生のヒップホップグループ ROSE、

同じく地元出身若手歌手 KENJYUN
のライブ、和輝愛逢、K-dream ほか
よさこい４チームなど若さあふれるステージ。
　お買い物抽選会は特産品納入者やサテライトか
らの提供で豪華賞品がもれなく当たると大にぎわ
い。昔の遊び教室はおとなも子どもも夢中に。
　あいにく地元中学の体育祭などと重なり人出は
少し少なめ (2,300人 ) だったが、多くの方々のご協
力で無事終了。北はりまの人々のパワーと温かさ
を感じる充実した 1日だった。　　　　　池田

北はりまの伝統芸能や若さあふれるイベント　13日 　7周年記念　でんくうまつり

前日の雨から一転、秋晴れが気持ちいい　　　多可町のサテライトからも出店協力　　　初めての見学者も興味津々の播州歌舞伎

　前回・前々回と
大雨にたたられた
のを取り返すよう
ないいお天気。
　まずは現地集合
場所の兵主神社。
でんくう案内人の

長谷川さんから神社のお話。県の重要文化財に指
定され、茅葺きの大きな屋根を守って
いく大変さなど教えてもらい、さぁ出
発。岡集落内のそれぞれのお庭をなが
めながらフォルクスガーデンに。　
　ちょっとお花の端境期。白い彼岸花

が光ってる。
　「涙そうそう」
など聞き慣れた
メロディのピア
ノ演奏に身も心
も預けてコー
ヒーを頂く。
　秋谷公園まで登り蒼い水面に元気をもらい、兵

主神社へあと戻り。
　ゆっくりのんびり歩いて、でも暑さに
ちょっとやられました。
　今度は「ゆく秋を惜しんで那珂の里」で
す。またお会いしましょう。　　　　竹本

4･25日　県民局企画日帰りバスツアー「北播磨の匠訪問」の西脇まち歩き
　でんくう案内人が西脇情報未来館21や播州織工房館をガイド
25日　でんくう総合案内所前での交通安全運動にでんくるくんが協力→　
26日　アカシクリエイティブクラブ31名が北はりまを視察見学ツアー　
　青位自然卵養鶏、フロイデン八千代､マイスター工房八千代､エコミール加美、
　岩座神棚田を見学後でんくうで代表副代表が視察対応

はざかいき

 ことぶきしきさんばそう



これからの活動予定・お知らせ

サテライト紹介

　人気№１は荘厳寺 ( 西脇市黒田庄町黒田）。歴史を感じる広い境内と紅葉と石
段、多宝塔 ( 県指定重要文化財）をカメラに収めたくなります。　　西林寺 ( 西
脇市坂本 ) は春の桜、初夏のあじさいと四季を通じ人気があります。高浜虚子
などの句碑とモミジはここにしかない風景です。　　　西脇カントリー ( 西脇市
上比延町 ) からの風景は思わずゴルフのプレーを忘れてしまう紅葉の山並み。
その周辺の山々も楽しみながらのドライブはいかが。　　　いぶきの森 ( 多可
町中区東安田 ) は雑木林の中の散策道やため池に映る風景と希少な自然の残る

スポットです。　　　竹谷山 ( 多可町八千代区俵田 ) は兵庫観光百選にもあげられ
散策道沿いの石仏群、渓流と紅葉が人気です。　　　笠形山 ( 多可町八千代区大屋 )
登山道と交差する、大屋笠ヶ谷からの林道では車窓から紅葉狩り。でもやっぱり車
から降り 360 度のパノラマを見たくなります。　　　金刀比羅神社 ( 多可町中区

鍛冶屋）は 11 月 22・23 日が金刀比羅まつりで賑わいま
すが、他の日は対照的な独り占めの秋
が楽しめます。　　　長い滑り台や日
本庭園もあり小さな子から年配の方
まで仲良く楽しめる北播磨余暇村公

園。　　　最後に文殊堂 ( 多可町加美区丹
治 ) はこじんまりとした境内と、そこからの

杉原川対岸の風景、八十八か所めぐりもあり満足
頂けるでしょう。
　紅葉のきれいな所は新緑の季節もいいとの結論。
山も多くの人が訪れ、見られることによりきれいに

なっていくのかもしれませんね。体力に自信のある方は
千ヶ峰や白山・妙見山登山もお勧めです。

　夏の少雨などで、紅葉にも影響が出ると思いますが、例年ドライブや
散策にお勧めのスポットを紹介しましょう。時間に余裕があれば紅葉前
の風景もご覧になると面白いでしょう。

【総務部】
・11/17( 火 )8 時～プランターの植替え、駐車場周りの植
栽剪定を行います。都合の付く会員さんご協力ください。

【広報部】
・情報コーナーショーウィンドウは播州歌舞伎です。
10/18 にはじっくりと鑑賞できる伝統芸能フェスティバル
がベルディーホールで開催されます。その PR も兼ね展示
されます。

【プログラム部】
・11/21( 土 ) 交流バスツアー「八千代の紅葉と古刹散策＆
柿もぎの日帰り旅」( 楊柳寺→なごみの里 山都→竹谷山）
明石発西神中央経由 \3,500 で企画中。

・11/29( 日 ) 散歩道「ゆく秋を惜しんで 那珂の里」は北播
磨余暇村公園集合 ( 解散 )→東山古墳・那珂ふれあい館→
荒田神社→ハーブ＆ログ スオミを歩きます。参加費 \500
にハーブ＆ログ スオミのお茶代を含みます

【サテライト部】
・新たにサテライト登録がありました。
〈トラットリア オンベリーコ〉西脇市上戸田 166-1
　　　　地元の食材でイタリア料理を！！
・12/6( 日 ) サテライト巡回ツアー「燻製作りと播州織の文
化をたずねて」（蛭子神社→日時計の丘公園→西脇ロイヤ
ルホテル ( 昼食 )→旧来住家住宅→播州織工房館→郷土資
料館 ) 三宮発西神中央経由 \3,800。5 月に中止になったツ
アーの再企画です。
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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 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　

2009年 10月のでんくう自主企画2009年 10月のでんくう自主企画

23日(日)　サテライトセミナー　　　　北はりまの自然環境を守る人々
時間：19時～21時　定員：60名　無料
場所：でんくう総合案内所体験学習室
発表サテライト：木縫の里　ラベンダーパーク多可
　檜本の不耕起栽培の田
＊参加ご希望の方はお申し込みください

18日(日)　あぐり体験バスツアー　　　　　稲刈り・さつまいも掘り・餅つき
行程：8：30神戸三宮→9：00西神中央→でんくう総合案内所
西脇市明楽寺町の田んぼと畑で体験
昼食はみんなでついたお餅（黄粉・おろし・のり）と
さつまいも入り味噌汁など
参加費：おとな3,500円　こども1,800円
お土産：もち米1kg、掘ったさつまいも1kg
　（大人参加者のみ）

里山のふれあい祭り～１０００人ハイク～（11/15)　申込受付中　多可町中区 なか・やちよの森公園　要申込 ◆30-0050

10月　大衆演劇「正研座 浅井正二郎・研二郎」公演　西脇市 西脇健康ランド・ホテル　演劇は13時～(13・31日休演)　入泉割引券で1,800円　◆23-4224　

～12（祝）10時～　うれしの学園生涯大学　西脇・多可・丹波作品展　西脇市 旧来住家住宅　月曜定休（祝日の場合は翌日）　◆23-9119（TMO）

3(土)9時～　エアレーベン店舗改装1周年記念セール　～4日　多可町八千代区 エアレーベン八千代　豆腐製品がお買い得　◆37-2211　

4(日)10時～　開館25周年特別展The 51th Exhibition　横尾忠則・確想重積の光景展　～22年3/25　　西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223

9(金)10時～　開館25周年記念　無料開放　～12(祝)　西脇市岡之山美術館　◆23-6223

11(日)10時20分～　加古川上流をサイクリングで巡る歴史探訪①兵主神社秋祭り＆ハイキング　JR黒田庄駅集合　500円　◆28-5880えき益ゆうき

12(祝)10時40分～　加古川上流をサイクリングで巡る歴史探訪②サイクリング　JR船町駅集合→JRへそ公園駅　1500円　◆28-5880えき益ゆうき

18(日)8時～　そば刈り　多可町加美区岩座神棚田　◆32-2388多可町役場産業振興課

18(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など　ランチ\500　◆22－8180　

18(日)10時～　ラベンダーパーク多可秋の収穫祭　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　フリーマーケット、バンド演奏、よさこい他　◆36-1616

25(日)　西脇中央通りのコミセンまつり「セントラルカーニバル」　西脇市西脇 センティア西脇(コミセン)　作品展、芸能発表やゲーム屋台◆22-3111

25(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、この日のみの特産品の販売　第4日曜　◆32-4477

＊お詫び　季刊秋の見てみてガイドのカレンダーで10月10・11(土・日)西脇市小坂 春日神社となっていましたが、西脇市高田井町の間違いでした。

11/1日(日)　サテライト巡回ツアー　　　　　　竹谷山の石仏と渓谷と翠明湖のパノラマ
集合：8時三宮⇒西神中央⇒でんくう総合案内所
→竹谷山（多可町八千代区俵田）→なか・やちよの森公園
散策ハイキング（渓流の広場→展望台→翠明湖畔：約２km）
マイスター工房八千代のお弁当で昼食
→滞在型市民農園フロイデン八千代（喫茶タイム）
→でんくう⇒帰路
参加費：３,５00円　定員：40名　　
＊ハイキングに適した服装と靴、帽子、タオル、お茶

秋まつりが各地区で
行われます。地域の
方々が守り続けている
祭りをぜひご覧ください。




