
　辻里美さん(西脇市）の野鳥などの写真で、北
はりまの豊かな自然を紹介します。この頃は日暮
れが早くなりましたが、暗くなるとイルミネーシ
ョンが輝き始めます。この賛否両論は棚上げし、
夜のウォーキングやドライブを楽しみませんか。

2 0 0 9年12月1日発行  5 9号

　木の実や花、畑の野菜などをにぎやかに食べる姿をよく
見ます。草食かと思ったら雑食で、昆虫や爬虫類（繁殖期）も食
べるようです。普段は木の上で暮らし、公園や庭木、森などにい
ますが、大群で渡りもします。ヒヨヒヨと鳴くからヒヨドリという
説もありますが、本当は色んな鳴き声があります。都会でも田
舎でも、また季節に関係なく見られる鳥ですが、世界から見る
と日本周辺にしかいない珍しい鳥とか。そのためアメリカやイ
ギリスからわざわざ見に来る人もいるようです。ちょっと視点を
変えて観察してみませんか。



2009年 11月のでんくう活動

楊柳寺の秋と仏像に満足　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

12月のスケジュール

11月のスケジュール

　兵庫観光百選である竹谷山の紅葉のトンネルをくぐり
ウォーキング出発。途中雨がパラついても展望台を目指
し、歩いていると体も暖まり お腹もすいてきました 。翠

明湖が一望できる展望台で
昼食。マイスター工房のお
弁当は絶品で、「おいしい」
と皆さん大満足。目の前に
広がる翠明湖の眺望はすば
らしく、心もお腹も満たさ
れた後、下山。途中、鹿や
猪の足跡など里山ならでは

の発見もあり興味を
持つ人も。
　糀屋ダム～杉原川
揚水場～源流を見学。ダムに消えた集落があった
ことや、めったに見られない施設の見学にみなさ
ん興味津々、熱心に質問する人もあり有意義なひ
と時。最後のフロイデン八千代はドイツのクライ
ンガルデンをイメージした、滞在型農園で、コー
ヒーを飲みながら、施設についての説明を関心を
持って聞き、帰りのバスに乗車。不安定な天気の中、
皆さんお疲れさまでした。　　　　　　岡本

20日　神戸市灘区水道筋まるごと北はりま展に出展・観光ＰＲ　特産品納入者有志、広報部(でんくる)

ダムの中に消えた村はここにもあった　
　　　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 

　楊柳寺の静寂を破るように参
加者が山門をくぐり登る石段。
苔むす参道の巨木並木と木漏れ
日で日常を脱ぎ捨て、銀杏の黄
葉が映える本堂へ。ご住職から
本堂に安置されている県指定重
要文化財の仏像の説明と拝観。
予定外の奥之院の仏像も見学で
きると、若い僧侶の案内で 10 分
ほどの山道を登り、暗い内部を

行程：北播磨余暇村公園散策⇒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⇒北播磨余暇村公園

1日　第1回比也野まつり(比延地区まちづくり協議会主催)にでんくるくん出張　広報部員対応
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
20日　福井県若狭町町議会10名視察　丸山代表・副代表3名対応
26日　アカシクリエイティブクラブ（ＡＣC）津川氏来館　丸山代表・足立副代表対応

ゆたかな妙見山麓を体感　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

照らしながら拝観。山寺の秘宝のお陰で貴重な時
を過ごし参加者も満足気。なごみの里で昼食後、

岩の間を流れる滝と紅葉
の竹谷山を地元ガイドと
ともに散策。最後はたわ
わに実ったクボ柿を子ど
もの頃に戻って柿もぎ。
あいにくの曇り空でした
が田舎の秋を満喫できた
ツアーになりました。

　心配された天気は晴れのち曇り。紅葉に少し遅いかと心配し
ながら手入れされた園内の散策道を歩く。モミジは輝くような
色で落ち葉を踏みしめ次の東山古墳へ。内部をのぞくとこんな
大きな岩をどうして運んだり積み上げたのか不思議。暖かい那珂ふれあい館で一
休み後、荒田神社へ。鳥居からまっすぐの登りや石段の奥に拝殿が見え、呼び込
まれるように登って、昼食。休んでいると肌寒いので、少し早めに歩き出しスオ
ミさんへ。温かいハーブティー、少し甘いハーブトーストをいただき、数々のハ
ーブが栽培されている庭やログハウスを見学でき、楽しい散歩道でした。　池田



これからの活動予定・お知らせ
【総務部】
・上半期決算は順調に活動が行われたことを反映していま
した。一方、来年度の事業計画を各部で検討する時期にな
りました。意欲的な計画、活動の展開を期待します。

【プログラム部】
・12/7 ～ 8（月～火）に予定していました移動プログラム
部会 (1 泊 ) は , 中止になりました。尚、12/9（水）に忘年
会を兼ねた部会を行います。

【サテライト部】
・サテライトセミナー「自然を守る人々の活動」第 2 回目
は 2/12( 金 )19 時～ 3 か所のサテライトから報告をしてい
ただきます。
・サテライト巡回ツアー「紙すきと味噌作り体験」は 2/14( 日 )
神戸発→農村婦人の家 ( 味噌作りの最終段階を体験 )→崇
福寺→杉原紙研究所 ( 紙すき体験 )→紙匠庵でんでん、昼
食はココロン那珂の弁当（予定）。参加費は 3,500 円で味
噌 1㎏の土産付き。お子さんは 1,000 円、体験・土産なし。

【広報部】
・サテライトのＰＲ方法はこのニュースでんくうやホーム
ページ等色々ありますのでご連絡ください。
・12 月の情報コーナーショーケース展示は郷土資料室「ゆ
くつち」で、所蔵する農作業の写真や農機具のごく一部を
展示。これを機会に現地「ゆくつち」の展示も是非ご覧く
ださい。

【特産品部】
・恒例の特産納入者研修ツアーの内容が決定しました！今
回は岡山県へ。1/18( 月・でんくう総合案内所臨時休館日 )
道の駅彩菜茶屋→津山市でホルモンうどんの昼食→扇形機
関車庫→山田養蜂場みつばち農園で工場見学といちご狩り
→道の駅久米の里。参加費は 3,000 円。詳細は別途お知ら
せしますが、お申し込みは 12/5（木）から、参加費を添
えて事務局へ直接お申込み下さい。対象は特産納入者の他
ＮＰＯ会員、サテライト関係者です。

サテライト紹介
年末年始のお寺&神社

法幢寺 ( 中区中安田 )

妙覚寺 ( 西脇市市原町）

　昔は神々が宿ると信じられてきた大木や巨石。今もしめなわを張り祀られて
います。その信仰が仏像へと変わり、明治までは神様も仏様も仲良く祀られて
いました。以後神社は神様、寺院は仏様とはっきり分けられましたが、田舎で
はその頃の名残で今でも仲良く祀られているところが多く、神社に鐘楼があっ
たり、色んな神様、仏様が祀ってあります。そんなこともあり、年末年始は地
元の神社やお寺を区別することなくお参りする人が多いようです。

　鐘楼のある所では除夜の鐘をつきますが、「かね持ちの寺」と言われる浄居禅寺
（じょうごぜんじ・加美区門村）では鐘が 2 つあるので、門の上にある古い鐘を和
尚さんが、新しい鐘を参拝者がつきます。温かいものなどの接待もあるようで、都
合がつくならぜひ訪れたいです。
　また、1 年を通して人気の高い荘厳寺（黒田庄町黒田 ) は、除夜の鐘をつくため
地元の人々は長い石段を登ります。周囲は暗いので、懐中電灯が必要です。丸山公
園ふもとの福聚寺 ( 黒田庄町喜多 ) ではかがり火をたき、鐘をつきます。

　多可町では加美区的場の金蔵寺、中区天田の量興寺、八千代区大和の楊柳寺、毘沙門公園の
毘沙門堂、中村の安海寺もお勧めです。
　一方神社は除夜の鐘をつき終えた人がそのまま初詣に出かけるようで、年明けの深夜から参
拝者が続々。中区糀屋の糀屋稲荷神社は年越し早々、和太鼓の演奏やイベントが華やかに行われ、
夜店も出てにぎわいます。多可町では金刀比羅神社 ( 中区鍛冶屋）や西脇市では八幡神社（下

戸田）、兵主神社 ( 黒田庄町岡・鐘楼あり )、大津神社（嶋）、瀧尾神社（黒田庄町黒田・鐘楼あり）
などありますが、一番にぎわうのは成田山法輪寺（小坂町）のようです。年明けから混雑す
るので、駐車場を確認の上、時間に余裕を持ってお出かけください。

　さて、この年末年始は神社仏閣めぐりで、年内のけがれや難をはらい、ご利益をたくさん
いただきましょう。

中央小さな屋根の下と右側の鐘楼堂と 2つ鐘がある



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

でんくう総合案内所
(道の駅北はりまエコミュージアム)
年末年始休館のお知らせ
12/31(木)～1/2(土)
1/3(日)より新年の開館

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冬号に掲載以外の情報です。12月のサテライト　イベント　＆　地域情報　

2009年 12月のでんくう自主企画2009年 12月のでんくう自主企画

20日(日)　年末感謝祭　　　　　　　トン汁サービス
時間：10時～　300食なくなるまで
場所：でんくう総合案内所前駐車場
＊地元の新鮮野菜たっぷり！

　　

12日(土)＆20日(日)　体験教室　　　　　　　　　　　　　しめなわづくり
時間：13時～16時　参加費：ひとり200円　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
服装：汚れてもいい服装、座りやすいズボン
持ち物：座布団、マスクなど
＊当日参加ＯＫ

山田錦のきれいな

わらで作ります

1(火)～25(金)　大衆演劇「春陽座」公演　西脇市西田町　西脇健康ランド・ホテル　演劇は13時～(8日休演)　入泉割引券で大人1,800円　◆23-4224

5(土)13時半～　ちぎり絵教室　多可町中区 那珂ふれあい館　来年の干支を描きます　講師：在田ちかこさん　600円～　要予約　◆32-0685　

6(日)～26(土)　アトリエシリーズ後期　VOL.4 藤原護展　西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223

6(日)10時～15時　クリスマス飾りづくり　多可町中区 なか・やちよの森公園　500円　木の実や小枝を森で探しリース作り　要予約　◆30-0050

6(日)13時半～　ラベンダーパークの加工体験　おせち料理　多可町加美区轟　ラベンダーパーク多可　1,000円　要予約　◆36-1616

6(日)14時～　ミュージックベルグループSWING  BELLSのクリスマス★ミニコンサート　西脇市でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

12(土)13時半～　加杉野少年少女主張大会　西脇市 西脇市民会館　西脇市・多可町の中学生の主張発表会　◆22-3901西脇青年会議所主催

12(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

12(土)19時～　みんなで歌おうクリスマス　西脇市鹿野町　鹿野町公民館　チケット300円　◆24-0120こみせん比也野（チケット販売）

13(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

13(日)10時～12時　13時～15時　白菜収穫とキムチ漬け　多可町中区 なか・やちよの森公園　講師：藤本重良さん　500円　要予約　◆30-0050

13(日)13時半～　しめなわづくり　多可町中区 那珂ふれあい館　講師：藤中克己さん　350円(ひと家族1個)　要予約　◆32-0685

14 (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 横山文和さん  500円 　毎月第2・4月曜　◆28-5120

19(土)10時～13時　キクイモ試食販売　西脇市でんくう総合案内所　比也野里まちづくり委員会が手塩にかけ栽培したキクイモを販売　◆25-2370

20(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　◆22-8180　

お詫びと訂正：　季刊見てみてガイド＆イベント

カレンダー冬号の1月ご来光登山になか・やちよ

の森公園を掲載しましたが、開催されません。

お詫びし訂正いたします。

【お正月用のお餅予約受付】

エアレーベン八千代(27日までに)・・・37-2211　

あさひや、福楽・・・でんくう25-2370

【おせち料理予約受付】

けんしん亭・・・28-2557

マイスター工房八千代・・・30-5116

【お正月用お肉の予約】ＪＡみのり特産開発センター　・・　28-5515


