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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！

　【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】北はりま田園空間博物館（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】５/２０日必着。発表は当選者へ直接連絡します。
　【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 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
　　　★４月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！ 答えと必要事項を明記して、ご応募ください。
正解者の中からクイズのサテライトよりプレゼント！

正面玄関（サテライト名は隠しています）

※ 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200余り
　紹介されています。

最新鋭循環器対応型マルチスライスＣＴ 

看護師さん募集中！

写真のサテライトはどこでしょう？



絵に描いたようなお花見に大満足！
　　　　　　　　10日　バスツアー「さくら･桜といちご狩り」　43名参加

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

10日　神戸市西区 西神さくらまつり　特産納入者有志出店 4月

2011年

  4  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

なんとか間に合いました！桜の開花
　9日　バスツアー「北はりまさくら街道と箸荷のいちご狩り」　42名参加

行程：三宮発→でんくう→箸荷いちご園
　→桜公園→春蘭荘(ふるさと工房夢蔵の弁当）
　→金刀比羅神社→帰路

行程：三宮→でんくう→観光農園『篠田いちご園』
→西脇公園・西林寺（黒っこマザーズのお弁当）
→福谷公園→帰路

　バスは弁当を積み込むためふるさと工房「夢蔵」へ立ち
寄り。道中でも杉原川沿いの桜を花見、満開には少し早
い。箸荷いちご園では大きな甘いいちごを堪能。イチゴの

果汁で手を真っ赤にし「もう食
べられない」と言いながら、ま
た大きなイチゴを頬張る。 
　ふるさと工房「夢蔵」のお花
見弁当は春蘭荘のコタツやテー
ブルでにぎやかにいただいた。
　食後は天然のラドン温泉や囲

碁ボール、輪投げ、卓球な
どゲームを楽しむ。次に隣
接する桜公園では花見より
足元のワラビ採り。野うさ
ぎの姿も。到着時には七分
咲きほどだった桜も、帰り
には満開に。車中で千ヶ峰TAiYAki宮崎のたい焼きを食
べながら金刀比羅神社へ。スタッフから神社の歴史を聞
き、鳥居をくぐると、境内へと続く桜のトンネル。池の
鯉を眺めたり、神社へお参りしてツアーを終えた。 

特産品販売コーナーレジ横に
義援金箱を設置しています。
4月の義援金は￥23,778  (4/28〆)
ありがとうございました。

弁当を受け取り、座る場所を
探す。桜の下で食べるお花見
弁当の味は格別。「桜の下で
お弁当を食べられて良かっ
た」という感想も多かった。 
　福谷公園でも満開の桜がお
出迎え。マイナスイオンを全身に浴びながら岡稲荷神社
を目指す。岡稲荷神社に着くと、眼下には一面に広がる
桜の絨毯。絶景に心奪われ、バスへ向かう。
　桜もイチゴも心も満開でツアーを終えた。

　観光農園「篠田いちご園」では、「動けなくなるくら
い食べる」と気合を入れ、ハウスの中へ。大粒のイチゴ
に豪快にかぶりつき、ハウス内に「おいしい」と声が響

き渡る。より大きくて甘いイチ
ゴを求めて食べ比べた後は、お
土産購入に列ができた。 
　西脇公園・西林寺は市内で最
も大きな桜の名所。バスを降り
ると、満開の桜がお出迎え。
黒っこマザーズ手作りのお花見

　前日雨のため、当日早朝より準備。会場配置も多少変
更しオープン。ちょうど地元住民団体「活き生きTUMA

協議会」が天神池に数十匹の
こいのぼりをあげ、会場ムー
ドを盛り上げた。そのためも
あって続々と来場者が。食の
テントが８軒、織４軒、青空
市５軒、フリーマーケット43
ブースは賑わった。しかし、

雨と風が残念！
　　　　24日　食織フェアー　　来場者3000人

昼前に風とあられの嵐があ
り、雨宿りや帰る来場者
も。フリーマーケットは商
品が濡れ、半数が店じま
い。午後には再び日も差してきたが、一旦減った人出は
回復せず。会場では西脇TMOの『にっしー』、なつかし
いメロディーを奏でるファイヤーベンチャーズ、笑顔で
華やかに踊る和輝愛逢が好評だった。



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・16 日 ( 月 ) の総会は映像による 22 年度活動報告・決
算報告、23 年度事業計画承認などと、ベルディーホー
ルによる活動報告。ブレイクタイムには多可町の特産品
の試食なども用意。多くの参加をお待ちしています。
・正会員に大西聡和さん ( 西脇市 ) が入会。よろしくお
願いします

【プログラム部】
・6/26( 日 )9 時半～ 16 時、体験教室「播州織の布ぞう
り作り」をでんくう体験学習室で行います。参加費は材
料費込みで 1人 800 円です。
・7/23( 土 ) 昆虫採集と 7/31( 日 ) 標本作りは 2日で 1 回
の体験プログラムです。参加費はおやこ一組で 300 円。
ひとはくの研究員の指導で採集から標本作りまで。完成
した標本は 8月の昆虫展で展示後、持ち帰ることが出来
ます。
・8/10( 水 ) ～ 8/22( 月 ) 毎年好評の北はりまの昆虫展を
でんくう体験学習室で行います。

【サテライト部】
・身近な水環境の全国一斉調査を加古川、杉原川、野間
川で 6/5( 日 )8 時 40 分現地集合で行います。
・バスツアーほたる観賞の夕べは 6/17( 金 )17 時三宮発、
フロイデン八千代 ( 夕食込み ) で行います。参加費はひ
とり 2,300 円です。

【広報部】
・5 月の情報コーナーショーケース展示はフルコースの自然
体験が出来る木縫の里です。
・会員対象のサテライト訪問は 5/17( 火 ) 福谷公園から
福地のオープンガーデンを訪ねます。次回は 6/14( 火 )
11 時～安海寺 ( 八千代区 ) とエーデルささゆりです。

【事務局】
・新しくスタッフに岡本達也さんを迎えます。よろしく
お願いします。

４月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
自然がにあう陶芸作品

西脇市住吉町3-2　TEL/0795-23-4080　FAX/0795-23-4170

　いつもエネルギッシュな松内倫子さん。その創作拠点が春日焼
龍胆窯。西脇市の郊外にあり四季の移ろいが五感でわかる。
　ホタルの頃には乱舞が見られる畑谷川。橋を渡ると、龍胆窯の
立派な看板と数々の作品がさりげなく屋外にも展示され、訪問者
を迎えてくれる。しゃれたアトリエにも、大小様々な作品がとこ
ろせましと並べられ、そのどれもがようこそ、と声をかけてくれ
るような温かみを感じる。
　実際、松内さんはとても気さくな方で、訪問を快諾していただ
いただけでなく、せっかくだから食事も一緒にと、楽しいひと時
を過ごさせていただいた。
　陶芸を始めたきっかけは、活花をしていてその花器も自分
で作ってみたいと思われたことから。いつも目指すコンテス
トに向け創作活動をされ、その結果が海外も含めすばらしい
受賞歴となっている。陶芸以外にも、書や活花、料理にも才
能を発揮され、器などの作品も多い。美しい自然や人との出
会い、日々目にするものすべてが作品のヒントとなるとか。

　見学には事前に連絡がいるが、気軽に迎えてくださる
ので、ぜひお友達などグループで訪問されてはいかがで
しょうか。松内さんのエネルギーをおすそ分けしていた
だけそうです。

       かすがやき　　りんどうがま　　

○ 春日焼　龍胆窯　松内倫子

★クイズ正解者へのプレゼントは  …ジョッキにも使える大きなカップ、もちろん松内さんの作品。おめでとうございました！

看板の文字も松内さん

いつも感謝の気持ちが作品に

生きものなども多い

光を味方にした楽しい
作品も色々ある

どっしりとした、それ
でいてやさしさのある
松内さんらしい作品



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）

◆開館時間9時～ 19時　年末年始以外無休
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

5月のでんくう自主企画5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

季刊紙 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー5月に掲載以外の情報です。
詳細・最新情報はでんくうホームページをご覧ください。

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）

5月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

予告予告予告

2011年

22日（日）日本一長い散歩道i                　　オープンガーデンを訪ねて
集合：でんくう総合案内所前駐車場9時15分　バスで移動
行程：いぶきの森→在田邸(東安田)→斎藤邸(曽我井)
→少林山崇福寺(昼食)→山口邸(森本）→橋本邸(岸上)→
ふるさと工房夢蔵⇒でんくう　★約10ｋｍ　　
参加費：500円　定員：40名　雨天中止
持ち物：お弁当、お茶、天候によっては雨具、歩きやすい服装

29日(日)　あぐり体験バスツアー

　　　　じゃがいも掘りと田植え 
　　　　　　　さつま芋の苗植え体験
集合：8時三宮⇒西神中央⇒でんくう総合案内所
内容：西脇市明楽寺町の田畑で農業体験
昼食：地場産のごはんと豪華肉じゃが
　　　（黒田庄和牛・新じゃが･新玉ねぎ入り）
参加費：おとな3,700円　こども3,200円
持ち物：帽子、タオル、お茶、着替え、作業用手袋
　　　　ビーチサンダル(5本指ソックス)など
★おとなには3kgのじゃがいものお土産あり　

8日(日)　おとなと子どものイベント

　　　　ふぁみり～カーニバル
場所：でんくう総合案内所周辺・体育館
　　　　　＆ロータリーこどもの森
時間：10時～15時
内容：人気のゆるキャラと写真を撮ろう！
　　　ステージ色々、特産品青空市、体験教室
　　　あそび横丁他

6月10日(金)・11日(土)　バスツアー　　　　
国宝浄土堂とほたる観賞 温泉でほっこり日帰りの旅
Sコース：10日13時30分三宮発　Aコース：11日13時30分明石発
参加費：おとな3,600円　子ども2,600円(夕食、入浴料込み)　

6月17日(金)　バスツアー
　　　　　ほたる観賞の夕べ
集合：17時三宮発⇒西神中央⇒でんくう総合案内所
参加費：ひとり2,300円(夕食込み)　

で　　ん　　く　　う

八千代区俵田
フロイデン八千代

西脇市住吉町
　木縫の里

待ってるよ！

お詫びと訂正
すでに配布しました「まるごとガイド」32p左下　
『さぬきうどん優』の℡/0795-28-5155を削除と定休日を
毎週火曜・第3水曜日定休に訂正をお願いします。

･アピカ15周年記念コンサート(12/11)出演者募集　合唱部門：プロの呼吸法と発声法の指導あり　演奏部門：指揮者と弦楽五重奏で盛り上げます　◆23-9000
1(日)・3 4 5(祝)10時～15時　ＧＷイベント　多可町中区 なか･やちよの森公園　予約不要　棒焼きパンづくり、竹の鳥笛づくり、ぐにゃぐにゃ凧づくり  ◆30-0050　

1(日)～15(日)　緑風窯陶芸倶楽部展「そばじょこ」　西脇市 旧来住家住宅　月曜休館　◆22-5549
1(日)～31(火)　一期倶楽部写真展「北はりま紀行Ⅱ」　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　ギャラリー　◆36－1616
3(火･祝)10～15時　まるごと！ものづくりフェア　多可町中区 那珂ふれあい館　「出前」どんぐりっ子の森遊び！　青年団のお兄さんとゲーム他  ◆32-0685
3(火･祝)9時50分～13時　ハイキング～山口茂吉のふる里を訪ねて　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　要予約　\1,000(弁当含む)　小雨決行  ◆36ｰ1616
4(水・祝)13時半～15時　「おおきなえを、みんなでかこう。」　西脇市上比延町 岡之山美術館　5歳～小学6年　指導：西井早百合さん　参加費：300円  ◆23-6223
5(祝)14時～　なちゅれクインテット震災チャリティーコンサート　西脇市 旧来住家住宅　\500　クラシックから映画音楽までどなたでも楽しめる  ◆23-9119
8(日)13時半～　マンドリンコンサート　西脇市 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　演奏：福知山マンドリンクラブ　◆
11(水)10～15時　茶摘みとお茶づくり体験　～12日　多可町中区 なか･やちよの森公園　公園の茶畑でお茶の葉を摘んで、蒸して、揉みこんで  ◆30-0050
22(日)10時半～/14時～　映画「武士の家計簿」（2回公演）　多可町中区 ベルディーホール　一般：800円　高校生以下：400円　◆32-1300
26(木)19時～　村上”ポンタ”秀一　Special Trio Jazz Live　西脇市 アピカホール　一般3,000円　学生1,500円(当日500円増)　◆0795-22-3787村上　　


