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　【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】１０/２０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：qu i z @ k - d e n k u . c om
　★９月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！

※ 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。

写真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！

 どこのサテライト？クイズ  

写真をヒン
トにサテライ

トを当ててみ
てね！

お食事、宿泊、会議にいかが。



対外活動スケジュール

　曇りの予報を外れ快
晴。毎年この時期に開
催するけれど、今年は
例年以上の暑さ。にも
かかわらず大盛況。警
官詰め所も3人の配置。
　総合案内所前の駐車

場では豪華景品 ( 特産品納入者・サテライト提供）が抽
選会場に山積み。1000 円購入に 1 回とあり、担当者は
休む暇なし。
 　一方芝生広場メイン会場ではアトラクション、青空市、
フリーマーケットなど、見ているだけでも楽しい企画や
お店がズラリ。幼児連れの親子も多く、でんくるクンと

記念撮影や竹トンボ作り
体験をしたり。広々とし
た会場で「暑い」と言い
ながら来場者も、出演者
やスタッフも楽しい1日
だった。

 ９月　25日　でんくるクン　神戸元町のゆるきゃらイベントに出張
10月　  1日　西脇市市制5周年記念式典　丸山代表出席
　　　　 14日　西脇市・多可町定住自立圏共生ビジョン懇談会丸山代表出席　　　　

残暑を吹っ飛ばすパワー! 　
12日　　でんくうまつり　来場者3000人

　暑くて長い夏が終わり、秋
晴れにめぐまれた今回の散歩
道。まずバスで、歩くスター
ト地点のすみよし桃源郷まで
田舎道を走る。月に一度開店
するカフェ「あんずの里」は
今日はお休み、残念。スイレ
ンの咲く庭をひと回りし、お不動さん（？）に一日の安全を祈願。
　さっそくでんくう案内所をめざしウォーキング開始。清流畑谷
川は葦におおわれ水面は見えない。たまに淵が現れるとじゃこが
泳いでいるのが見える。まんじゅしゃげが咲き始め、稲刈りに精
出す人もあちこちに。
　木縫の里では散歩道で感動したものなどを尋ねられ、インター
プリテェーションを体験。ここは田舎暮らしの見本市みたいだ。
また長い散歩に戻り田舎の風景を楽しむ。へそ公園まで来るとや
れやれあと一息。
　まだ若い（でんくうでは）夫婦が、これからはふたりでいろん
なことを楽しみたいと参加されていた。みなさん 6、70 歳代なの
に 15 ㎞ほどの道のりを歩き通された。スタッフがいちばん疲れ
気味。次回は11/23「こんぴらさんまいり」でお会いしましょう。

　　　　　実りの秋を歩く! 　
　日本一長い散歩道　　26日　「畑谷川を下る」
　

2010年

  9  月　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

　コットンボール銀行の綿畑ではさわやかな秋風とヒガンバ
ナがツアー客を迎えた。綿は白以外にも茶色や緑がある。綿
から糸が紡がれ機で播州織になることを体験と見学で巡る1
日目。綿をつめたドングリストラップの手作り体験、播州織
パッチワークキルトの生地や作品に埋め尽くされたお店、特
殊な機から紡ぎだしたストールやシャツ。夜には心配された
星空観測もきれいなお月様と共に見ることができた。
　2日目は朝の散歩気分で犬次神社、頼政公ゆかりの里で歴
史と秋風を楽しむ。旧来住家住宅と昼食は豪邸への訪問客気
分を味わい、出会の栗園では幼い頃の栗拾いを思い出し楽し
んだ。
　ぜひ1泊のツアー企画をとの要望に応じ実現した今回のツ
アー。直前に入浴・夕食施設の変更があったが、ゆったりし
たスケジュールは好評で無事終えることができた。　

一泊ならではのんびり西脇播州織と歴史の旅! 　参加者23人
25・26日　サテライト巡回ツアー「日本のへそで星空観測と栗拾い」

行　程：【25日】   三宮発→西神中央→でんくう(昼食）→
　　　   コットンボール銀行やよい村→播州織パッチワークキルト→
　　　   丹波の湯（夕食と入浴）→テラ・ドーム→西脇青年の家 (宿泊）
                   【26日】　 西脇青年の家発→犬次神社→頼政公ゆかりの地→
　　　   旧来住家住宅 (昼食）→出会いの里→でんくう→三宮着

▲店内で多くの作品や生地を見ながら播
州織パッチワークキルト小東さんのお話
で彼女の情熱とキルトの魅力が伝わった

▲テラ・ドームの天体望遠鏡で
「こと座のベガ」から「木星」ま
で７つの星を観測。お風呂上が
りの楽しい夜更かしは 1泊なら
ではの企画。

▲豪華な旧来住家住宅を案内を受けた後
離れで西脇高生の秋の松花堂弁当。雰囲
気内容ともに参加者に大好評だった。



○ コヤノ美術館 西脇館

・巡回ツアー｢紅葉狩りとパターゴルフ体験」は
11/28( 日 ) 三宮発→ふるさと工房夢蔵 ( 餅つき体
験 )→ココロン那珂 ( 昼食・パターゴルフ体験 )→
那珂ふれあい館。参加費は 3,900 円で企画中。
・サテライトセミナーを 11/12( 金 )19 時よりでん
くう総合案内所体験学習室で行います。今回は食
の提供や特産品に関わるサテライトの発表です。

【広報部】　
・10 月の情報コーナーショーケース展示は荘厳寺
秘蔵の鬼おどりのお面です。現在は行われていな
い鬼おどり。お面は久々の公開になります。
 ・正会員対象の「サテライト訪問」は 10/21( 木 )
岡之山美術館です。でんくうに 11 時 30 分集合レ
ストランたにしで昼食後、美術館でサムホール大
賞展を見学します。11月は11/8（月）西脇大橋ラー
メンを予定しています。ご参加ください。 

【特産品部】
・秋冬用の播州織の制服（エプロン）を新調。

でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・新入会員の紹介です。正会員に釜谷あけみさん
( 加美区 )、ふるさと会員に前田喜作さん ( たつの
市)の入会がありました。よろしくお願いします。
・でんくう総合案内所のプランターの植え替え、
駐車場の植栽の剪定作業を 11/16( 火 )8 時より行
います。会員の皆さんご協力お願いします。

【プログラム部】
・11/8( 月 )９時～ 17 時、ロータリーこどもの森
整備と桜の植樹を行います。都合のつく時間帯に
お手伝いください。
・交流バスツアー「りんご狩りと百日鶏のバーベ
キューの旅」は 11/14( 日 ) 三宮発→足立醸造→
ハーモニーパーク ( バーベキュー・リンゴ狩り )
→でんくう。3,800 円です。
・日本一長い散歩道「こんぴらさんまいり」は
11/23( 祝 )9 時 15 分でんくう集合。那珂ふれあ
い館→北播磨余暇村公園→金刀比羅神社→鍛冶屋
線記念館→量興寺→ふるさと工房夢蔵、参加費は
500 円です。

西脇市市原町139　　TEL: 06-6358-7555

9月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

ホームページ：http://koyafron.co.jp/museum/nishiwaki/index.html 

明治・大正・昭和の建造物を一堂に見ることができる豪農の館　 

　大きく立派な門をくぐると時代劇の中へタイムス
リップしたよう。玄関の土間を奥に進むと小さな家が
すっぽり入るくらいの広い空間。化粧屋根仕様の吹き
抜けで露出する梁。和紙製や布製のこいのぼりが飾ら
れている。ここでは多くの使用人が働いていたのだろ
う。台所のオクドの数がそれを物語っている。　
　ところで、家主はどんな暮らしをしていたのだろう
か。そんな疑問を少しずつ解き明かしてくれる案内人
と隠れ部屋や、多くの客室、屋内にある衣装蔵などを
巡ると、小谷野氏のコレクションが随所に置かれてい
る。まるで昔からここにあったかのような展示。各時
代の豪華な造り、職人の技術、ハイカラな展示物は見
ていて飽きることはない。できれば２時間くらいはか
かるとみて、時間に余裕をもって訪れてほしい。

毎週日曜日開館　
開館時間11時～16時（夏季は最終入館受付は17時）
入館料　大人800円　小中学生300円
　　　　（20名以上の団体700円）

ここに隠れ部屋への入口があり、
唸るような工夫が多数あった。

▲広い客室にはそれぞれ用途が
あり、畳、ふすま、欄間・・ど
れをとっても見ごたえがある。

▼左から蔵、明治、大正の建物

これがお風呂の天井！
換気ができる機能も

▲洗面所のシャレた窓に埋め
込まれたダイヤ型の鏡

▼幕末の志士の写真には当時
の香りが漂い見入ってしまう



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

10月のでんくう自主企画10月のでんくう自主企画
★お問合せ・お申し込みは でんくう総合案内所まで

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 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。

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）

10月の サテライト イベント ＆ 地域情報　
～4(月)9時～　うれしの学園生涯大学　西脇・多可・丹波支部作品展　西脇市 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
～10月上旬　栗拾い　多可町加美区三谷 ハーモニーパーク　入園無料、持ち帰り1㎏￥1,000　～11月上旬、リンゴ狩り、小学生以上\600◆36-0862
～15(木)10時～　小林信治水彩画展　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆22-5549
～30(日)13時～　大衆演劇「中野加津也」公演　西脇市西田町 西脇健康ランド・ホテル　12日休演　芝居、舞踊・歌謡ショー　入泉料￥2100◆23-2611
～31(月)　西脇市＆黒田庄町合併記念秋のフェア　西脇市 西脇情報未来館21　月曜定休　オーダーの方にカラーボタンorネーム刺繍プレゼント◆25-0077 
～31(月)　「なつかし昔の洋食屋さんスタイル」バイキング【ランチ＆ディナー】　西脇市 西脇ロイヤルホテルレストランラフィネ　◆23-7833
～11/7（日）　「人力発電」展　西脇市 にしわき経緯度地球科学館テラドーム　大人\510　小中学生\100　月曜休館　◆23-2772
～11/28(日)　特別展 これなあに・むかしの道具15　西脇市西脇  郷土資料館　月曜休館　無料　◆23-5992
～12/31(土)　ハートにぐっと北播磨「ご当地グルメスタンプラリー」　「巻き寿司」「山田錦の逸品」「播州ラーメン」のお店を巡る　◆42-9447 北播磨県民局

2(土)13時半～　よってけライブ ひやさとバンド「かぐや姫」を歌う　西脇市鹿野町 こみせん比也野　要予約　◆24-0120
3(日)11時～　コヤノ美術館西脇館  開館　西脇市市原町139　入館料:大人￥800、小中学生￥300　毎週日曜開館◆06-6358-7555　
9(土)～11(祝)　北はりま各所で秋祭　多くは9日宵宮、10日本宮　黒田庄町北部は10日宵宮、11日本宮　詳細はＨＰをご覧ください　◆25-2370

16(土)10～16時　初心者向け 山歩き講習会　多可町中区 なか・やちよの森公園湖畔の広場　講師:山田登さん　￥200　要予約　◆30-0050
17(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　ランチ￥500、ドリンク等￥200～◆22-8180(当日のみ)　22-8177(時間外)
20(水)14～16時　「愛犬のお散歩」マナーアップイベント　多可町中区牧野 北播磨余暇村公園　ゲームをしながら楽しく学習　◆32-1543

24(日)　「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）駐車場　西脇中央通りのコミセンまつり　◆22-3111ふるさと創造部まちづくり課

24(日)10～15時　森を育てよう「ハイキングコースの整備」　多可町中区 なか・やちよの森公園　◆30-0050
24(日)13時半～　セイジで花びら染め　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　ストールを染めます　￥1,800　要予約◆36-1616

　　　　　　あぐり体験バスツアー

17日(日)　　　　　　稲刈り・さつまいも掘り・餅つき
行程：8時半三宮発→西神中央→でんくう→西脇市明楽寺
内容：稲刈り、さつまいも掘り、餅つき体験
昼食：つきたてのお餅+きな粉、大根おろし　さつまいも入り味噌汁
参加費：おとな\3,500　小学生\1,800　幼児：無料
持ち物：お茶、タオル、軍手、帽子、着替えなど
服装：長袖、長ズボン、長靴[汚れてもいい靴）
おみやげ：大人のみ もち米1㎏、掘ったさつまいも1㎏
帰着予定：16時西神中央→16時30分三宮

　　　　　　体験教室

31日(日)　　　　　　　　播州織 布ぞうりづくり
時間：9時半～16時
場所：でんくう総合案内所体験学習室
参加費：\800　定員：20名
持ち物：お弁当とお茶、汚れてもいい服装、ズボンで
＊1日でオリジナルの
　布ぞうりを1足作ります

雨天決行

開催中！

北はりまの特産品をゲットしよう！　～ 11/30 まで

　　39ヵ所に設置されているスタンプを集めて応募してね！
　　スタンプ6ケで完成です。　　
★ 詳しくはホームページをご覧ください。

稲のにおい、手触り
田んぼで過ごす1日 汗をかいた後の

外で食べるお昼・・


