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辻里美さん(西脇市）のファインダーを通して写
り込んだ、北はりまにあふれる素敵なサテラ
イト（展示物）を紹介していきます。

　　　■すご～く寒そう！ ここはどこかな？
　　　　詳しくは３Pをご覧ください。

■

この時期には原料を川ざらしします。白皮を杉原川に
一晩浸し、雪や冷たい水にさらして白くします。
外気が冷たいほど白さが増します。

★ どこのサテライト？クイズ ★



でんくうの活動 2010年

１月
2010年

１月

対外活動スケジュール

こうぞの木から手づくり体験！　
　４日　干支のキーホルダー作り

地域外の良さを知り、活かす旅！　１８日　特産品部研修日帰りバスツアー

　３月並の陽気の中、84 名の参加者は２台のバスに分乗。今回は岡山県へ。道中立ち
寄った道の駅彩菜茶屋（美作）、道の駅久米の里（院庄）の視察では、特産品の種類、品質、
値段などが各納入者の方の関心どころ。昼食は御食事処たかくら（津山）のホルモン
うどん。津山扇状機関車庫では、地元のボランティアガイドの方の説明を受けた。お
待ちかねの山田養蜂場みつばち農園へ。いちご狩りを楽しみ、ミツバチに関する講議
を熱心に受ける参加者たち。お土産選びを満喫し帰路へ。山の中の環境で工夫した懸
命な活動は、北はりまでも活かせると感じ、有意義な旅となりました。

　焼いて縞模様をつけたこうぞの木を大きなのこぎりを
持って懸命に切り出す子ども達。15 名の参加者は見本
を参考に丸や楕円形の木片を
寅の形に仕上げました。世界
に一つだけの手づくりキーホ
ルダーが完成。昨年に引続き
参加された方もあり、熱心な
姿が見られました。

ぽかぽか あったか！
　４日　ぜんざいの振舞い

　肌寒い新年の朝。
温かいぜんざい３５０食は来館
者に喜ばれました。事前にぜ
んざいの日程を問合せる電話
もあり、毎年４日に行う恒例
行事になりました。心身とも
に温まり 1 年を健康にお過ご
し頂きたいと思います。

　　北はりまへ ようこそ！　12・13 日　韓国忠清北道 地域の郷愁３０里アカデミー　視察団受け入れ

１２日、関空から滞在型市民農園フロイデン八千代に到
着した韓国視察団 24 名。パワーポイントを使い説明。
通訳の方が韓国語に訳し、質問に応じました。次に檜本
の不耕起栽培の田を見学しながら米作りの話を聞きまし
た。最後に訪れた青位自然卵養鶏では、夕闇の中に鶏舎
の照明が灯り、安全な飼料を自家配合し平飼いしている
様子を見学。バスの中で新しい取り組み「米の地域内自
給」を紹介。西脇温泉へその湯で疲れを取り、西脇ロイ
ヤルホテル泊で初日終了。
１３日は、なごみの里山都（ブレーメンやまと）からエ
アレーベン八千代で、そばうち体験と昼食。マイスター
工房八千代、ガルテン八千代を視察した後、でんくうへ

到着。NPO 活動や道の駅に関するパワーポイント ( 韓国
語も表示 ) を使って説明。熱心な質疑応答の後、特産品
販売コーナーを見学。播州織製品が人気を集めていまし
た。翌日は京都の美山を訪問される視察団の皆さん。良
い旅になりますように。

12～13日　韓国忠清北道視察団24名受け入れ。多可町八千代区サテライト、でんくうを視察
13日　NHKラジオ「ふるさとラジオ」に五藤店長が出演し、西脇産の金ごま「金播磨」をアピール１月

２月
 7日　韓国農村情報文化センターから9名視察
17日　愛媛県 砥部陶街道グリーン・ツーリズム推進協議会より13名視察
25日　神戸で第3回ひょうご観光ボランティア発表会　でんくう案内人が活動発表



でんくう各部からのお知らせ

新しい時代に対応すべく、事務局のパソコンに最新の
Office Professional2007 を導入。これで事務作業も気持ち
よくスムーズになる ?!

１年前に頑張って除・間伐した「ロータリーこどもの森」。
季節は巡りニセアカシアは萌芽し、他の木も手入れが必要
になりました。下記の日時に整備をします。ご協力いただ
ける方は事務局へご連絡下さい。

日時：2/15( 月 )、16( 火 )　雨天延期
　　　9 ～ 16 時 ( 都合のつく時間帯で OK）
持ち物：作業用手袋（できれば皮手）、長靴、作業服、
タオルなど。草刈機、がんじき、鎌、長バサミ、枝切りバサミ、
ナタ、のこぎり、チェーンソーなど手持ちの道具

2/21（日）の体験教室「播州織の布ぞうりづくり」に備え、
スタッフは播州織材料の準備と試作に頑張っています。
時間はかかりますが、手作りの布ぞうりは感激ひとしおで
すよ。みなさんの参加を待っています。

『どこのサテライト？クイズ』 が始まります。

　表紙の写真に写っている北はりまのサテライトはど
こでしょう？風景、建物などをヒントに探してみてね。
答えが分かった方は必要事項を明記して、下記までご
応募ください。正解者の中から抽選で１名様にクイズ
のサテライトから豪華賞品をプレゼント！

【記入要項】
・クイズの答え『サテライト名』
・あなたのお名前、郵便番号、住所、電話番号
・広報紙でんくうに対するご意見・ご感想
【応募資格】
当選賞品を下記住所まで取りに、来館いただける方
【応募方法】
官製ハガキ、メール、または直接でんくう事務所へ
　〒677-0022 西脇市寺内天神池 517-1
　北はりま田園空間博物館ニュースでんくうクイズ係まで
　メール：quiz@k-denku.com.
【締切り】
２/２０日必着。発表は当選者へ直接ご連絡します。

【総務部】

【プログラム部】

新規のサテライト登録がありました。
・宮ノ本 春日神社
　西脇市高田井町・・・例大祭のあばれ太鼓は必見 !!
・ハートフル♥ファーム やまもといちご
　多可町中区西安田、代表：山本百合子
　・・・大きくて甘いいちごを是非一度 !!
サテライト部企画
2/24(水)『地域外研修バスツアー上勝町』多くの方の　
ご参加をお待ちしています。詳細は４Pをご覧下さい。 

魅力探訪紀行六、サテライトマップの編集作業に忙しい
この頃です。4 月には皆さんに見ていただける予定です
のでお楽しみに。　季刊見てみてガイド＆イベントカレ
ンダー春号のイベント情報を収集しています。2/10 ま
でに提供いただければ掲載できると思います。
2 月の情報コーナーショーケース展示はハーブ＆ログ ス
オミです。ハーブとログハウスの魅力を公開！ 

【サテライト部】

【広報部】

表紙の写真のサテライトを当てよう！

【情報発信】
見てみてガイド＆
　イベントカレンダー（季刊）
季節テーマのサテライトと
イベント情報を掲載。
ニュースでんくう（月刊）
毎月の地域＆活動情報、報告、サテライト紹介などを田空
関係者・マスメディア・でんくう総合案内所来館者へ発信。
 eでんくう（メールマガジン）を全国へ発信。
でんくうホームページのイベントカレンダーに掲示。
写真・詳細情報の提供があればブログにUPします。

【イベント支援】
サテライトの自主イベントにでんくるくんが出張し
イベントを盛り上げます。

サテライトの活動や
　　イベント情報を発信！
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サテライトの活動
応援しています！

３万部発行

1200部発行
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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～ 18時
TEL 0795-25-2370　　FAX 0795-22-2123
URL   http://www.k-denku.com
E-mail    jk@k-denku.com

*お問合せ、お申し込みは　℡0795-25-2370　でんくう総合案内所へ

２月のでんくう自主企画２月のでんくう自主企画

詳細・最新情報はでんくうホームページをご覧下さい。
季刊 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー２月に掲載以外の情報です。

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）

２月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

12日(金)
時間：19時～21時　場所：でんくう体験学習室
発表サテライト：清水ホタル祭り、岩座神棚田、
　　　　　　　　ネイチャーパークかさがた
参加費：無料　定員：50名

サテライトセミナー 
北はりまの
　自然環境を守る人々②

14日(日) サテライト巡回バスツアー紙すきと味噌づくり体験

21日(日)
時間：9時半～16時　場所：でんくう体験学習室
参加費：800円　定員：20名　持ち物：弁当、お茶

体験学習コーナー企画
播州織の布ぞうりづくり

★残りわず
か

★定員に達
しました

自然を守るための取組みを
映像を交えて発表します

・6日（水）まで　13時～16時　わたわた本物体験講座 受講生作品展　でんくう体験学習室　主催：コットンボール銀行　◆090-4900-7815（東 正行）

・17日（水）まで受付　第25回翠明湖マラソン 参加者募集　多可町中区　◆32-5122（アスパル内翠明湖マラソン実行委員会事務局）

・27日まで　13時～　大衆演劇「劇団富士川 富士川竜二」公演　西脇市西田町西脇健康ランド･ホテル　2/9日休演　入泉料：2100円　◆23-2611

・28日(日)まで　9時～　西山恒夫写真展「通りすぎた街」　多可町加美区ラベンダーパーク多可　◆36-1616

・28日(日)まで　10時～17時　こだわりの3人展　西脇市西脇旧来住家住宅　ひょうたん、木工、イラスト作品を展示　月曜休館　◆22-5549

5日(金)13時半～　余暇村公園冬のバラ剪定講習会　多可町中区牧野県立北播磨余暇村公園　剪定について　参加費：100円　◆32-1543 

8日(月)13時30～　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月曜日　◆28-5120

13日(土)10時～11時半　ポッカポカ！ハーブエスニック鍋　多可町中区那珂ふれあい館　講師：牧 美紀さん　参加・材料費：500円　要予約　◆32-0685

13日(土)10時～　ひな祭り企画「陶芸体験」　全2回　多可町中区那珂ふれあい館　次回2/28日13:30～　参加費：350円　要予約　◆32-0685

14日(日)   8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2・4日曜　巻き寿司他野菜・特産品の販売　◆28-5880　

21日(日)10時～　冬のバードウォッチング入門「冬の野鳥観察と巣箱づくり」　多可町中区なか・やちよの森公園 湖畔の広場　要予約　◆30-0050

21日(日)10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　◆22-8180　当日以外22-8177

21日(日)13時半～　 新春コンサート 陽子 in Folks　西脇市黒田庄町東はりまフォルクス

　　　　　　　　ガーデン黒田庄　ピアノ弾き語り：無料　◆28-5120

24日(水)～3/3　時～　男女協働参画「川柳コンクール入賞作品展」　でんくう体験学習室

24日(水)～3/6　10時～　開館25周年記念アトリエシリーズ　VOL.7　北川一成展

　　　　　　　　西脇市上比延町岡之山美術館　◆23-6223

28日(日)10時～11時半　ひな祭り企画「イチゴ大福を作ろう」　多可町中区那珂ふれあい館

　　　　　　　　講師:いずみ会　参加費:300円　要予約　◆32-0685　

28日(日)14時～　人形劇団クラルテ公演「ペンギンたんけんたい」　西脇市民会館大ホール

　　　　　　　　共催：西脇おやこ劇場　一般：2000円、中学生以下1000円　◆22-5715　

24日(水)
出発：7時　でんくう総合案内所
行程：徳島県上勝町ごみの取り組み 見学→昼食
→彩事業 説明→18時頃帰着予定
参加費：7,000円　定員：30名（先着順）
対象：まちづくりに関心のある方
申込締切：2/17(水)　申込：でんくう総合案内所

地域外研修
進化し続ける上勝町の
　　今を視る！バスツアー


