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 どこのサテライト？クイズ  ５

写真をヒントにサテライトを当ててみてね！
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応募してね！

　【記入要項】クイズの『 サテライト名 』、氏名、住所、電話番号、広報紙でんくうへのご意見・ご感想
　【応募資格】でんくう総合案内所まで当選賞品を受取りに来館いただける方
　【締切り】６/２０日必着。発表は当選者へ直接ご連絡します。
　【応募方法】　①ハガキ②メールまたは③直接でんくう総合案内所へ 。案内カウンターに応募用紙があります。
　【応募先】　①〒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
　　　　　　　②メール：quiz@k-denku.com
　★５月号のクイズの答えは 3P を見てね！

クイズに応募しよう！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？
答えと必要事項を明記して、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
提供の豪華賞品をプレゼントします！

※サテライトとは、
　北はりま田園空間博物館に登録されている
　見どころです。「まるごとガイド」や
　ホームページにすべて掲載されています。

レトロなオルガンが似合う場所



対外活動スケジュール

５月

６月

26日　関西テレビ　でんくう総合案内所、プログラム部会、
　　　納入業者「あさひや」を取材
27日　兵庫県農地整備課北播磨管内現地視察　農地整備課５名

14日以降の月曜　関西テレビ　“アンカーズ・アイ” にて「道の駅について」放映　17時～
23日　韓国清州市35名視察受け入れ
　　　エアレーベン八千代、フロイデン八千代、檜本の不耕起栽培の田、ココロン那珂、都麻乃郷あじさい園等見学

　輝く山の萌黄色とまぶしい日差しの中、元気に出発。
大和川沿いの景観を楽しみながら行く。田んぼでは代
かきが始まり、柳の新芽やフジの花、菜の花やタンポ
ポなどが農村を豊かに彩る。下三原・れんげ祭りのイベ
ント会場で、早めの昼食。若者グループの歌や演奏で
会場は和やかムード。12 時に会場を後にし、途中レン
ゲ満開の田んぼで記念撮影。せせらぎの小径は木陰で
涼しい。大和川と野間川の合流点から北上し、光領寺山城

跡を目指す。山道は
九十九折で、多可町
ふれあいボランティ
アガイドの方から分かり易い説明を受けながら、程なく頂上
の本丸跡へ。足元に気を付けながら下山し、ゴールのエアレー
ベン八千代に予定通り到着。豆乳ソフトで一息ついて、バス
に乗り込み帰路へ。

　さわやかな青空の下、つるぎ太鼓の叩く太鼓の音が
響き、第５回ふぁみり～カーニバルが幕を開けた。
ラベンダーパーク多可の香り袋作りやテラドームのプ
ラ板キーホルダー作り、国際竹とんぼ協会の竹とんぼ
とかざぐるま作りなど、楽しい体験教室が行われ子ど

も達で賑わった。また会場
では、でんくうマスコット
キャラクター「でんくる君」
に加えて、西脇TMO「にっ
しー」、加東市｢加東伝の助」
が揃ってゆるキャラぶりを

発揮し、記念撮影に大
忙し。西脇大橋ラーメ
ンや黒糖丸本舗のウイ
ンナーやソフトクリー
ムの販売も盛況。フ
リーマーケットは 70
区画が並び、見るだけ
でも楽しい。西脇ロータリークラブではポリオ撲滅チャ
リティーバザーや植樹を行い、花の苗プレゼントは早々
に終了した。特設ステージでは、南京玉すだれ協会の妙
技やよさこい踊りの元気いっぱいの舞い、ファイアーベ
ンチャーズと和輝愛逢のコラボも見られた。カーニバル
最後を飾ったよさこい総踊りには、ゆるキャラトリオも
参加。好天の中、多くの来場者で賑わった。

36名参加

出席者37名（委任状48名）

　田園風景と川のせせらぎに包まれて
３日　日本一長い散歩道を歩こう28　れんげばたけであそぼ

こいのぼり舞う にぎやかな祭り
　９日　第5回ふぁみり～カーニバル

　来賓に杉本北播磨県民局長・西脇市長・多可副町長を迎え開催された。
活動報告は映像を使い、決算、予算、事業計画は細尾議長のスムーズな進行で
議案はすべて承認された。休憩時に加美特産品クラブの鹿肉の竜田揚げや鶏飯
おにぎりが振舞われ、参加者も笑顔で試食し会話も弾んだ。サテライト活動報
告は『荘厳寺について』と題して堀井隆海住職が荘厳寺の歴史や魅力について
語り、これからの寺経営には地元住民や行政の協力が不可欠であると強調された。

荘厳寺の歴史とジビエ料理
　17日　第9回通常総会
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こんなこと やりました！　 でんくうの活動
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でんくう各部からのお知らせ

　４月から新しく始まった「ジェラートづくり体験」。
2 回目のサテライト訪問には、でんくう会員とその
家族が参加し、手作りジェラートを味わった。
　ジェラテリアふれっしゅあぐり館で販売されてい
るジェラートの特徴は、素材の濃厚な味わいと後味
のさわやかさだ。箸荷でとれた新鮮な牛乳や卵、イ
チゴ、ハーモニーパークのブルーベリー・りんごな
どの果実、ネイチャーパークかさがたのクレソン、
箸荷の紅茶、マイスター工房のきゅうりジャム、エ
アレーベン八千代の湯葉、サツマイモや葉ワサビな

★クイズ正解者へのプレゼントは、
　「ジェラートの回数券」（250円×11枚）でした。
　おめでとうございました！

ど、四季折々の地元産の農畜産物がふんだんに使わ
れていて、どれを食べようか迷ってしまう程だ。
　「わたしにも作れるかな？」少し心配していたジェ
ラートづくりだったが、各テーブルに用意された牛
乳・生クリーム・砂糖をボールに入れドライアイス
で冷やしながら手早く混ぜ合わせると 10 分程で
徐々に固まり、シンプルな材料から簡単にジェラー
トが出来ることに驚いた。器に盛り、生チョコやい
ちごジャム、シリアル、コーンなどをトッピングし
て美味しいジェラートのできあがり！

５月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

○ジェラテリア「ふれっしゅ あぐり館」

　地元の安心食材を使って 健康をお届けしたい

【 総務部 】
・総会が無事終了しホッとしています。今後も引き続き活
　発な活動をお願いします。
・正会員に鴻上英晴さん ( 西脇市 ) の入会がありました。　
　よろしくお願いします。
・6/15( 火 )8 時～ 9時 30 分にプランターの植え替え、植
　栽の剪定などの総合案内所周辺の管理作業を会員さんの
　協力で実施します。
【 事務局 】
・6/7( 月 ) 防災訓練をでんくう総合案内所スタッフで行い
　ます。
・6/6( 日 ) ～ 12( 土 ) トライやるウィークで西脇東中女子
　と西脇南中男子の２人を受け入れます。中学生の姿を
　見た時は応援をお願いします。
【 プログラム部 】
・6月はツアーが多い上に関西 TVの取材が入り、気を引
　き締めてスケジュールをこなしていかなくてはなりま
　せん。皆さんご協力よろしく！

【 サテライト部 】
・楽しみながら北はりま巡りができるサテライトスタンプ
　ラリーを開催。でんくう総合案内所及び 40 ヶ所のサテ
　ライトに設置してあるスタンプを指定用紙に 6個押印し
　郵送またはでんくう総合案内所にご持参ください。
　※応募受付は 7月中旬～ 11 月末日 
【 広報部 】
・6月の情報コーナーショーケース展示は都麻乃郷あじさ
　い園です。6月初旬からのあじさい園オープンに先駆け
　その魅力を展示していただきます。
 【 特産品部 】
・関西ＴＶの道の駅取材の中で、納入者のあさひやさん
　( 和菓子 ) の新製品開発の様子を取材。どの様な夏の
　お菓子ができるのか放映をお楽しみに。
・西脇産の金ゴマはラジオ・新聞などで紹介され随分知名
　度が上がりました。すりゴマ、いりゴマとゴマポン酢を
　販売していますので、お土産にいかがでしょうか。

ジビエを使ったピザ、パイ、サンド、クレープ

「シカリタン」は
鹿肉スパゲティー

鹿肉は甘辛く
下味がついて
いて柔らかい。

できあ
がり！

多可町加美区門村 546-4
TEL：30-8210

ホームページ：http://fresh-aguri.net

※ 添加物である安定剤の使用をできるだけ少なくしています。

　カフェスペースでは
　　「ジビエの魅力発信メニュー」

が味わえる。　(鹿肉 )



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

６月のでんくう自主企画６月のでんくう自主企画

来
て
ね
！

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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー６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）

６月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

～13（日）10時～　第4回酒井義巳展　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館◆22-5549　23-9119（西脇TMO推進室）
～20（日）　バラ・花しょうぶまつり　多可町中区牧野 北播磨余暇村公園　期間中ミニバラ、花しょうぶ苗の販売あり◆32-1543　
4（金）～14（月）9時～　家族で描くコマツバラファミリー展　でんくう総合案内所 体験学習室　小松原謙介と家族の作品を展示◆25-2370
5（土）10時～　うどんづくり①小麦の刈り取り　多可町中区 なか・やちよの森公園 湖畔の広場　12日②小麦の脱穀編あり　参加費：無料◆30ｰ0050
6（日）～    あじさい園オープン   西脇市坂本 都麻乃郷あじさい園　約1万本のアジサイ見ごろは6月下旬　20(日)9時～あじさいまつり開催◆22-2387

6（日）9時半～　「はりこ工房 葉紙屋」のはりこ教室　多可町中区 那 珂ふれあい館　身近なものを使ってはりこ作り　材料・参加費：￥400◆32-0685
6（日）11時～　コヤノ美術館西脇館　開館　西脇市市原町 コヤノ美術館　入館料：大人￥800　小中学生￥300　毎週日曜開館◆06-6358-7555
12（土）13時半～　花のペインティンＧＵ～　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　講師：黒沢正治さん　受講料：1回￥1000◆28-5120
13（日）8時～　えき益ゆうき 駅前の朝市　西脇市黒田庄町  ＪＲ黒田庄駅前広場　巻き寿司、新鮮野菜、特産品の販売　毎月第2・4日曜◆28-5880
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 　参加費：￥500◆28-5120
16（水）～29（火）10時～　石井康彦作品展「無垢の家具」　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館◆22-5549　23-9119（西脇TMO推進室）
16（水）10時～　中区・西脇公民館講座合同展　西脇市西脇 旧来住家住宅　書道作品を展示　月曜休館◆22-5549　23-9119（西脇TMO推進室）
19（土）・20日(日)9時～　刑務所作業製品展示即売会　でんくう総合案内所体験学習室にて　◆06-6632-1245（〈株〉岡山忠商店）
20（日）8時～　西脇市駅・駅前の朝市　西脇市ＪＲ西脇市駅前　地元農家の野菜、地元特産品の販売◆23-4639（JR西脇市駅周辺活性化推進委員会）

20（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など  ◆22-8180　当日以外22-8177　

26（土）10時～　播州織りで布ぞうりづくり　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　講師：楽しむグループボランティア　参加費：￥500◆30-0050

６日(日)   あぐり体験バスツツアー
　　　　　　　     田植え・じゃがいも掘り・さつまいも苗植え
　行程：8時三宮出発→西神中央→でんくう→明楽寺町 ( 田植え・畑）
　昼食（肉じゃがとご飯）→でんくう→三宮
　参加費：大人 3800 円、小人 2000 円　　　定員：40 名
　　　　　（大人のみじゃがいも3kg のお土産付き）
　持ち物：タオル・帽子・お茶・ビーチサンダル

６日(日)　身近な水環境の全国一斉調査
　場所：加古川（西脇）・杉原川（加美）・野間川（八千代）
　時間：8時 40 分集合　COD、透明度、水温、気温、などを計測します

　　７/11 (日) ・19 (祝)   体験学習企画　虫とりと標本づくり

　　　　　　参加費：ひと組　300円　　定員：親子で20組（10才以上対象）
11日：9時半～ 15 時　雨天決行。でんくう 総合案内所集合。持ち物：弁当、お茶、虫取りあみ、虫カゴ、汚れてもよい服装。
19日：13 時半～ 15 時半　でんくう 体験学習室で標本づくり。作った標本は「昆虫展」で展示、その後返却します。

19日(土)
　サテライト巡回バスツアー
　清水ホタル祭りと北播磨余暇村公園の旅

★お問合せ、お申し込みは でんくう総合案内所まで

予告予告

満員御礼！定員に達しました

満員御礼！定員に達しました

11日(金) ・12日(土)
　三宮・西神中央出発　 　明石・西神中央出発

　広域交流バスツアー②
　ほたる鑑賞と温泉で ほっこり日帰りの旅


