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 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！

ただ今、サムホールサイズの作品211点を展示中！　～11/７まで

屋外には横尾忠則さんの陶板壁画が

　【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】１１/２０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
　　　★１０月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！

※ ※ サテライトサテライトとは、北はりま田園空間博物館にとは、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。　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　「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。　掲載されています。

※ 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。

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！



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

締切り間近
締切り間近！
締切り間近！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のうち６ケを集めて応募してね！
　★ 詳しくはホームページをご覧ください。

イネを刈って、モチをついて、イモを掘る  泥んこ体験! 　　　　　　　45名参加
　17日　　あぐり体験バスツアー　「秋の収穫体験　稲刈り・さつまいも掘り・餅つき」　

夫婦仲良く健康に! 　
　31日　　体験教室　播州織  布ぞうりづくり　　　　　　　　　　16名参加

2010年

  10  月　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

　「子どもに農業体験をさせたい」。参加者
の意気込みが伝わってくる。手馴れない稲
刈りも作業をするうちに上手になっていき、
あっという間に刈り取られていく。
　カエルを追っかけたり、刈り取った稲を
コンバインまで運ぶ子もおり、皆さん有意
義な時間を過ごされた様子。
　昼食は餅つき体験でついたお餅と味噌汁。
餅つきに奮闘するわが子を写真に収めよう
と名カメラマンが周りを囲み賑わった。つ
きあがったお餅は大根おろし・きな粉をたっ
ぷりつけてその場で食す。味噌汁はサツマ
イモや人参など野菜たっぷりで皆さん大満
足。地元の新鮮野菜を購入する人もあった。

　続いて、さつまいも掘りへ。　竹の棒や手
で慎重に掘り進めながら「きれい」「大きい」
という声が聞かれた。自分達の手で掘った
さつまいも1ｋｇをはかりにかけ、お土産に。
全ての作業が終ると、さらにお土産のもち
米1ｋｇを受け取りバスの中へ。
「貴重な体験ができた」という声も聞かれ、
稲刈りや
さつまい
も掘り体
験は良い
思い出に
なったよ
うだ。

　夫婦2組を含む16名の参加者は1台の編み台を真ん中に置き2人
で使い編み始めた。スタッフの指導や資料を見ながらスムーズに手を

動かす。芯になるビニールロープにテープ
状にした布を編みこんでいく。縄をなうよ
うに鼻緒を作り一緒に編み込み、つま先まで編む。前緒を固定して完成。
参加者同士仲良く、手際良く作業し、お昼休憩には完成に近い人も。参
加者の1人は「他の予定をキャンセルしてこちらに参加しました。資料
を見るだけでは分かりにくく、こうしてポイントを教えてもらえるので
うれしい。これからたくさん作って上手になるつもりです。」
　スタッフもスムーズな指導をするよう、自ら布ぞうりづくりの研修や
布テープの材料作りも含め準備に4～5日費やした。

 22日　でんくう総合案内所体験学習室で第36回西脇おやこ劇場総会、講演会出席

  3日　西脇市鹿野町比也野まつりに　でんくるクン出張
11日　鳥取東部土地改良事推進協議会25名視察受入　でんくう総合案内所
20・21日　西脇市にしわき産業フェスタ＆農業祭　でんくるクン出張

10月

11月



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・総合案内所周辺のプランターの花の植え替え、
  植栽の剪定作業などを 11/16（火）8時～ 9時 30
  分まで行います。協力いただける正会員さん、事
  務局までご連絡ください。

【プログラム部】
・年末恒例のしめなわづくりは 12/11（土）と
  12/18（土）の２回、いずれも 13 時～ 16 時、
  体験学習室で開催します。参加費は 200 円です。
・新年恒例のぜんざい振舞いと干支のキーホルダー
  づくり ( 体験料 100 円 ) は１/４（火）１０時よ
  り用意した材料がなくなるまで。

【特産品部】
・1/17( 月 ) の研修バスツアーは道の駅しらとりの
  郷羽曳野→和歌山マリーナシティ黒潮市場→紀
  三井寺→帰路。参加費 3,000 円。
  11/15(月)～申込受付開始。お申込みはお早めに。

【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は杉原紙
  研究所です。和紙についての展示が楽しみ。
・会員対象のサテライト訪問は 11/8( 月 )11 時 20
  分より西脇大橋ラーメンへ。その後時間に余裕
  のある方はプログラム部のロータリーこどもの
  森整備に合流します。12 月は 7日 ( 火 ) 黒田庄
  駅えき益ゆうきでたこ焼きや黒っこマザーズの
  巻き寿司をつまみながら駅談義です。
・季刊『見てみてガイド＆イベントカレンダー冬号』
  の情報提供をお待ちしています。11/10 までに
  お知らせください。
・でんくうマップ（A2版四つ折り）の 23 年度版、
  サテライト紹介に掲載するサテライトを 10 件募
  集しています。掲載料は 3,000 円（カラー刷り
  で１万部発行）受付は先着順です。

【サテライト部】
・『まるごとガイド 23 年度版』、『北はりま魅力探
  訪紀行七』の編集準備が始まりました。〆切日ま
  でに資料などの提出よろしくお願いいたします。

１０月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え森のホテル から　グリュース・ゴット！
（こんにちは）　　　

○ エーデルささゆり　
多可町八千代区中野間363-13
TEL: 37-1200ホームページ：http://www.edel-sasayuri.com/

▲９/６(月)サテライト訪問にやってきたでんくう会員たちは
　ランチメニューを堪能。食後、ホテル周辺をご案内頂いた。

▲ホテルからチャペルへ
　つづくアーチ

▲リーベンリリエン

　秋色に染まる山々を眺めながら坂道を車での
ぼっていくと木造りの大きな三角屋根が見えて
くる。今年 20 周年のプレミアムイヤーを迎え
たエーデルささゆりは、アルプス・バイエルン
地方をイメージした自然豊かな北はりまのリ
ゾート施設だ。周辺にはテニスコートやグラン
ドなどのスポーツ施設や豆腐料理が味わえる
「エアレーベン八千代」がある。１階のカフェ
＆レストラン「リンデン」では、季節限定ラン
チやディナータイムの各種コースなど、地元の
旬の素材を活かしたフランス料理が気軽に楽し
める。宿泊は、和・洋室から選べ、窓から見え
る景色は日常の喧騒を忘れさせてくれる。

「ご相談いただければ、できる限りの
対応をします」と素敵な笑顔で説明
頂いた担当の宮崎明久さん。食事・
宿泊施設として知られるエーデルさ
さゆりだが、その他に各種パーティー
や会議をひらいたり、隣接するチャ
ペル「リーベンリリエン」で１日１
組限定の結婚式を挙られるなど、ア
イデア次第でこだわりのイベントが
実現できそうだ。“  自然豊かな場所
で静かに過ごす時間  ” 大切にしたい
ひとときだ。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　「ペアお食事券」でした。　おめでとうございました！

宮
崎
明
久
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ん



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

11月のでんくう自主企画11月のでんくう自主企画
★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

　　　　　　　　　　　時　間：19 時～ 21 時
　　　　　　　　　　　場　所：でんくう総合案内所体験教室
発表サテライト：かみ特産品クラブ（多可町加美区）、
JAみのり特産開発センター（西脇市）、梅吉亭（西脇市）

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11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）

11月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

～7(日)10時～　西脇市サムホール大賞展　西脇市上比延町 西脇岡之山美術館　展示期間のみ入場無料　◆23-6223
3(祝)10時～　四季の草木染め　多可町中区 なか・やちよの森公園　　講師:小西康博氏　参加費:￥500　◆30-0050
3(祝)～12/25(土)10時～　角谷やすひとイラストレーション展　西脇市西脇旧来住家住宅　◆23-9119 (西脇TMO)
3(祝)13時半～　“ムジカルドルチェ”　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・チェロの伴奏によるシャンソン他　◆28-5120
7(日)8時～　列車にペイント　西脇市市原町 鍛冶屋線市原駅記念館　絵本作家 吉田稔美さんの原画を元にみんなでペイント　無料◆25-2370　
9(火)　錦野旦来る！歌と笑いのステージ　西脇市西田町 西脇健康ランド・ホテル　1部13時～、2部：18時～　￥4,000～(弁当、入泉料込)　◆23-4224
12(金)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　11月～2月は第2・4金曜開催　1回￥500　◆28-5120
14(日)　ビーズでうさぎ作り　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　ストラップづくり　体験料:￥800(材料費込)　◆36-1616
14(日)～3/27(日)10時～　第53回企画展「横尾忠則展」(仮)　西脇市上比延町 西脇岡之山美術館　入館料:￥大人310　休館:月曜　◆23-6223
16(火)～27(土)10時～　アトリエシリーズ　西脇市美術協会会員展vol.1　西脇市上比延町 岡之山美術館　休館:11/22・24　アトリエのみ無料 ◆23-6223
20(土)・21(日)　にしわき産業フェスタ・農業祭　西脇市寺内 でんくう総合案内所周辺　◆25-2370
20(土)・21(日)・22(月)10時20分～　森林浴とこぶ岩へ登山！　西脇市JR黒田庄駅集合　参加費:￥1,300　要申込　◆28-5880 (えき益ゆうき)
21(日)9時～　比也野里フリーマーケット　西脇市上比延町 日本へそ公園　◆24-0120　こみせん比也野
21(日)10時～14時　なごみの里まつり　多可町八千代区大和 なごみの里 山都   なごぞう＆まんちゃんのお披露目式  野菜・特産品販売  ◆38-0753 
21(日)9時～　森を育てよう！④“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　参加費無料　◆30-0050
21(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）
23(祝)～28(日)　西脇フォトクラブ展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
27(土)18時半～　西脇市民合唱団　第61回定期演奏会　西脇市西脇 アピカホール　￥500　◆22-4567(西脇市民合唱団 細田重康)
28(日)10時～　夢蔵デー　多可町中区天田 ふるさと工房夢蔵　さけ・さば寿司・播州歌舞伎まんじゅう、特産品の販売　毎月第4日曜　◆32-4477
28(日)　クリスマスの寄せ植え　①10時半～　②13時半～　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　体験料:￥2,300（材料費込）　◆36-1616

12日(金)
サテライトセミナー

　行程：三宮 ⇒ 西神 ⇒ でんくう ⇒ 足立醸造 ⇒ 
　⇒ ハーモニーパーク  ⇒ でんくう ⇒ 三宮

14日(日)
広域交流バスツアー in加美区

特産品開発の喜びと苦悩・将来への展望と課題

◆入場無料　

リンゴ狩りと百日鶏の
　　バーベキューの旅

行程：でんくう発　　　那珂ふれあい館 ⇒ 北播磨余暇村公園 ⇒ 
 ⇒ 金刀比羅神社（昼食） ⇒ 屋台のある参道 ⇒ 量興寺 ⇒ 杉原川 ⇒ 
 ⇒ ふるさと工房 夢蔵　　　でんくう着
参加費：500円　定員：40名　　持ち物：弁当、お茶、雨具等

23日(祝・火) 時　間：9時 15 分～ 15 時
こんぴらさんまいり　全長８km

日本一長い散歩道を歩こう  30　in中区

in 中区

行程：三宮 ⇒ 西神 ⇒ でんくう ⇒ ふるさと工房夢蔵（餅つき体験） ⇒ 
 ⇒ ココロン那珂（昼食とパターゴルフ体験） ⇒ 那珂ふれあい館 ⇒ 
 ⇒ でんくう ⇒ 三宮
参加費：3,900円（つきたて餅のお土産付き）　定員40名　

28日(日) 三宮出発：8時 30 分

紅葉狩りと
　パターゴルフ体験ツアー

サテライト巡回ツアー
満員御礼！定員に達しました

◆雨天中止

※12月 より 閉館時間 が 18時 になります。


