
　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。上は紅葉
が美しい西林寺(西脇市坂本)境内。手入れの行
きとどいた境内は四季を通じ散策に最適。
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　♪モ～ズが枯れ木で鳴いている　おいらは藁をたたいて
る　綿びき車はおばあさん　コットン水車も回ってる♪　　　
昔も今も見立ちがり屋のモズは黒いサングラスをかけたような
鋭い目つき（♂)をしていて肉食系。(♀は優しい目つきの茶色）
見晴らしのいい所に止まり「モズの高鳴き」。獲物を探している
ことも。「モズのはやにえ」は食べきれない獲物をちょっと保存
しておいたもののよう。確かに秋以降はモズの好物であるカエ
ルや昆虫はすっかりいなくなる。しかし、冬眠中のカエルを土
の中から引っ張り出し食べることもあるようで、したたかに生
き、春にはパートナーを見つける。



2009年 10月のでんくう活動

苦労を楽しみに、生きがいに　23日 サテライトセミナー　北はりまの自然を守る人々

11月のスケジュール

　先ずは西脇市明楽寺のコスモス畑に。一面に広
がる秋桜の絨毯に皆さん感激、秋桜畑にわけいっ
ていく方、秋桜の写真をとる方もいました。
　すぐ近くの田んぼで稲刈り体験。スタッフの説
明を受け手刈り作業の開始。皆さんなれてくると
次々と稲を刈っていきます。カエルを追いかける
子どもや刈り取った藁を片手に記念撮影をする光
景もみられました。 　

　その後は昼食の前に餅つき体験、みんなでつい
たお餅は絶品で、特にきな粉もちが評判がよくお
かわりに来る人が大勢いました。
　昼食後のさつまいも掘りは、「土の中からとれな
い～」と言う声も聞こえるほどの大きな芋がたく
さんあり、竹べらで掘り起こす人もいました。中
には１ Kg を越えるのもあり、楽しみながら作業さ
れていました。　　　　　　　　　　岡本

田畑で過ごす秋の1日を満喫　18日 　あぐり体験バスツアー　稲刈り・餅つき・さつまいも掘り

　200 余りのサテライトの
中から今回は「自然」に取
り組む 3 つのサテライトを
紹介するセミナー。選挙期
間中でしたが 32 名の熱心
な参加者がありました。
　先ずは木縫の里の絹川喜
和美さんが「孫に野山で思

いっきり遊ばせたいと思い隣接の山林を手入れし
たことがきっかけ。今では地域の幼稚園や小学校
の子どもたちと遊びながら、環境教育・インター
プリターをし、すっかり自分の生きがいになった。
人も自然も大切だよ
と伝えていきたい。」
　檜本の不耕起栽培
の田の檜本さんは「孫
がアトピーになり安
全な米作りに関心を
よせ、ＴＶで不耕起栽

培を知りました。本を手がかりに 17 年秋から冬期
湛水を、翌年から不耕起栽培を始め・・」と 3 年
間の苦労を語り「イトミミズが増えてくるとクリー
ムのような柔らかい泥になり、イチョウウキゴケ
やシュレーゲルアオガエルなど今まで見なかった
ものが出てきました。」
　ラベンダーパーク
多可の藤原さんは集
落の活性化のために
始めた苗作りから、
ＮＰＯ設立、施設管
理までを説明。「こ
の事業は苗作り・栽
培が 1 次産業、加工
品作りが 2次産業、販売・観光が 3次産業＝6次産
業となり、農業の経営形態の新しい形として注目
を浴びています。」
　発表者の熱意が伝わり、後の質疑応答も活発で
時間を超え有意義なセミナーは終了しました。
　　　　　　　池田

15日　比也野里まちづくり委員会（西脇市上比延町）のキクイモ収穫祭・バスツアーにでんくう案内人を派遣
19日・26日　エアトラベル徳島実施 ハートにぐっと北播磨企画ツアーででんくう案内人が西脇まち歩きの案内



これからの活動予定・お知らせ

播州織

【総務部】
・11/17( 火 )８時～プランターの植替え、植栽の剪定など
の管理作業を会員皆さんの協力を得て実施します。都合の
付く方は是非ご連絡、ご協力ください。

【プログラム部】
・12/12( 土 ) 20( 日 ) の 2 回体験教室企画のしめなわづく
りを開催します。参加費は 200 円、時間は 13 時～ 16 時。
・1/4(月)10時からぜんざいの振舞いと干支のキーホルダー
づくり ( 材料費 100 円 )。

【サテライト部】
・まるごとガイドのサテライト情報更新資料を送付しまし
た。確認いただき、変更などある場合は 11/21 までにご
連絡ください。また、サテライト会費の振り込み用紙を同
封していますので、お早めにお振り込みください。

【広報部】
・サテライトマップ＆パンフの 22 年度版、サテライト紹
介に掲載するサテライトを募集します。掲載料は 1 件
3,000 円で、オールカラー、10,000 部発行。〆切は 11 月末
です。
・情報コーナーショーケース展示は都合で 11 月中旬まで
引続き播州歌舞伎、その後「ゆくつち」の農機具や農作業
の写真などを展示していただく予定です。

【特産品部】
・12/20( 日 ) トン汁の振舞いを 10 時頃からでんくう総合案
内所前で提供する予定です。
・恒例の特産納入者研修ツアーの日程は 1/18( 月・でんく
う総合案内所振替休館日 ) ですが、詳細はまだ決まってい
ません。決まり次第連絡いたしますので、スケジュールを
空けておいてください。

Nishiwaki AutumnWinter
Fashion show’09

西脇アイシテルPROJECT ×　神戸芸術工科大学

11.22（sun）
in にしわき産業フェスタ　( 西脇総合市民センター（体育館内） )

　Fashion show’ 09　は・・・・　

『楽しい瞬間、共感する瞬間、憧れの瞬間、ひとりでも多くの産地の人たちと、ファッションを楽しみ、西脇
を楽しめたら。西脇に、そういうステージを増やしていきたい。』　との思いで開催されます。
産学連携など、西脇と繋がる神戸芸術工科大学生徒達によるファッションショーは、産業の次の世代として
の新しい発信として注目されています。

　西脇アイシテル PROJECT（アイプロ）　は・・・・

西脇を中心に活動する西脇高校生活情報科卒業生の若者グループで、地場産業である「播州織素材」を通じ
まちのアピールと元気なまちづくり活動に取り組んでいます。

　8 月に開催予定だったの織物まつり・
播州織ファッションショーが雨で中止
になり、今回新たに秋冬物のショーを
企画。地場産の播州織に、若さあふれ
る風を吹かせてくれます。ぜひ多くの
方にご来場、ご覧いただきたいと思い
ます。

糸から染めて織り上げる製法は、自然
な風合い、豊かな色彩、肌ざわりの良
さが評判。先染綿織物では国内生産の
約 70％以上の高いシェアを維持。 200
年以上の長い伝統を基盤に、国内のみ
ならず広く世界のファッションに確か
な存在を主張しています。



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11月に掲載以外の情報です。11月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

2009年 11月のでんくう自主企画　★お問合せ、お申し込みは　℡0795-25-2370　でんくう総合案内所へ2009年 11月のでんくう自主企画　★お問合せ、お申し込みは　℡0795-25-2370　でんくう総合案内所へ

21日(土)　交流バスツアー　　　八千代の紅葉と古刹散策＆柿もぎ体験　
発着：8時明石→8時40分西神中央→10時でんくう総合案内
行程：楊柳寺（住職の案内で秘蔵の仏像六体を拝観）
⇒なごみの里 山都(昼食)⇒竹谷山（紅葉狩りと柿もぎ体験）
⇒でんくう総合案内所→帰路
参加費：3,500円
＊歩きやすい靴、服装で
　　

1日(日)～15日(日)　秋のお茶席で一服
でんくう総合案内所情報コーナーにて
お抹茶と和菓子　￥250

案内カウンターに
　　声をかけて下さい11月3日(火・祝)は開館

翌4日(水）が振替休館になります。

・「くらしの中の鉱物」展　西脇市上比延町テラ・ドーム　～29(日)　鉱物は、地球をつくる材料、暮らしの中の鉱物に目を向けます　◆23-2772

・これなあに・むかしの道具展14　西脇市童子山公園　西脇郷土資料館　～29（日）　入館無料　休館：毎週月曜◆23-5992

 1(日)～9(月)　一針一針夢を描いて布遊び「縫友」処女作品展　西脇市でんくう総合案内所体験学習室　縫友（斉藤博子)企画制作　◆25－2370

 3(火)6時半～10時　川まつりin黒田庄魚釣り大会　西脇市黒田庄町内加古川流域（畑瀬橋～中央橋）　あまごの塩焼き振舞　◆28-2121黒田庄地域総合事務所　

 3(火)10時～　うれしの学園生涯大学　絵画クラブ作品展　西脇市西脇 旧来住家住宅　～29日　月曜休館　◆22-5549　◆23-9119西脇ＴＭＯ推進室

 8(日)8時～10時　えき益ゆうきの駅前の朝市　西脇市黒田庄町　ＪＲ黒田庄駅前広場　毎月第2・4日曜　巻き寿司他野菜･特産品の販売　◆28-5880

 8(日)14時～　桂雀々　独演会　西脇市アピカホール　一般：3,000円　高校生以下1,500円　◆23-5323西脇労音

 9(月)13時半～　らららコーラス　西脇市黒田庄町　東はりまフォルクスガーデン黒田庄　指導 横山文和先生 　500円 　毎月第2・4月曜　◆28－5120

10(火)19時～　ささゆりコンサート チェロ＆ピアノ＆ヴァイオリンの調べ　多可町八千代区 エーデルささゆり ﾘｰﾍﾞ･ﾘﾘｴﾝ　大人1000円　◆37－1318(渡辺)

12(木)9時～　 西脇フォトクラブ第3回写真展　～15日　西脇市　でんくう総合案内所　体験学習室　◆25-2370

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　1回1,000円　◆28ｰ5120

14(土)13時半～　西脇工業高等学校吹奏楽部定期演奏会 ぱれっとこんさーと　多可町中区ベルディーホール　入場無料　◆22-5506西脇工業高等学校

15(日)10時～　照楓会+北播スケッチ大会　西脇市坂本 西林寺境内　お茶席、子ども野点、芸能発表、飲食コーナー、陶芸手づくり市◆22-5996文化連盟

15(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円など　毎月第3日曜　◆22－8180

22(日)9時～　NPO法人らんしょうの「餅つき大会とカラオケ大会」　西脇市住吉町市民農園すみよし桃源郷　500円　◆22-8180　当日以外22－8318萩原

29(日)9時40分～　“翠明湖の桜を救え！”　 多可町中区なか・やちよの森公園湖畔の広場集合　小雨決行　昼食付き　道具はこちらで準備　◆30-0050　

29日(日)　日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　ゆく秋を惜しんで 那珂の里
行程：約7km
集合：9時45分  北播磨余暇村公園駐車場（解散）
⇒園内散策⇒東山古墳群⇒那珂ふれあい館
⇒荒田神社（昼食）⇒ハーブ＆ログ スオミ（ティータイム）
⇒北播磨余暇村公園
参加費：500円
持ち物：弁当、お茶、雨具など、歩きやすい服装で。

30日(月)
サテライトスタンプラリー
応募締め切り
ご応募お待ちしています。


