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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、広報紙にゅーす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】6/２０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　にゅーすでんくうクイズ係
　　　　　　　②メール：qu i z @ k - d e n k u . c om
　　　★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！
答えと必要事項を明記して、ご応募ください。
正解者の中からお1人にこのサテライトが掲載されている北はりま魅力探訪紀行［三］と
最新号の［七］、加えて［六］の3冊セット(\2,400)をプレゼント！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

※ 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200あまり
　紹介されています。

桜の時は中央の緑がすべて桜色に。真ん中に福谷池が見えます。遠くの町並みは、加古川沿いにある大門や

津万井地区、その左端にわかりにくいですが畑瀬橋も見えます。JR 黒田庄駅から東へ 1km、ゆっくり歩いて

20 分で、この公園が一望できる岡稲荷神社に着きます。

桜が約 100 本植えられ

お花見に絶好の

スポットです！

で　　　　ん　　　　く　　　　う



　　ゆるきゃら大集合！　　　　　　　　　来場約5,000人
8日(日) 　第６回ふぁみり～カーニバル

なつかしい顔に出会える同窓会のよう
16日　第10回通常総会　39名出席  51名委任状　

こうなりゃ、雨の中も泥んこも楽しい！
29日　あぐり体験バスツアー　田植えとじゃがいも掘り　

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

  2日　北播磨県民局竹本局長を表敬訪問　代表・副代表3名

21日　嬉野大学学生数名が視察　

 5月
 6月

2011年

  ５  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

参加者25名
うち子ども8名

　共催の西脇おやこ劇場と一緒にステージやテントの
準備をし、迎えた8日は天気もよく来場者は過去最高。
用意していた駐車場はすぐ満車に。
　 今年はゆるきゃら 4 人が登場。ちびっ子が抱きつい
たり、握手したりと大人気。おとなたちも携帯など、
カメラに収めていた。
　イベント会場は芝生広場、体育館、ロータリーこど
もの森テント村、ステージなどと会場が広く、全部見
て回るには時間がかかるほど。
　テント村の体験教室でははりまコットンボール銀行

やよい村の糸つむぎやコッ
トンドール、カタピラ織。
ベルディーホールのゲゲゲ
の鬼太郎人形作り。また、
西脇大橋ラーメンは人気で

長い行列ができ、おなじみの黒糖丸本舗は、焼きそば
やコロッケなどを販売。
　芝生広場と、プール横駐車場にはフリーマーケット
が46店73ブース。見て歩くだけでも楽しい。
　体育館では西脇おやこ劇場の遊び横丁が開かれ、広
い体育館で走り回ったり、大きな声を出しても大丈夫
と、こどもたちは楽しげにゲームをしていた。
　また、ステージではハワイアンフラ西脇 アロヒのフ
ラダンスやファイヤーベンチャーズ・月イチニューサ
ウンズのバンド演奏、和輝愛逢や K-Dream・風火雷霆
のよさこい踊りなどが披露され、観客席の多くの人が
拍手を送っていた。
　最後のよさこい総踊りではゆるきゃらも一緒に踊
り、イベントの幕を閉じた。

　来賓に北播磨県民局長、西脇市長、多可町副町長、加
古川流域土地改良事務所長らを迎え、先ず竹本県民局長
のあいさつをいただいた。

　議事はH22年度事業報告・
決算報告、監査報告、役員改選、
H23年度事業計画案・収支予
算案が審議され無事可決。
　設立当初から副代表、総務

部長として活躍された村井寛子さんが辞任。メンバーよ
り花束が贈呈。役員改選は、留任の役員に新たに宮崎和
明さんが加わり、2年間の任期で承認された。
　休憩には多可町の特産品（百日鶏の鶏飯のおにぎり、
から揚げ、ジェラテリアのジェラートなど）が用意され、
味わいながら参加者同士の会話が弾んだ。
　その後サテライトの活動報告として、20周年を迎え
たベルディーホール。運営評議委員会長の吉田律子さん
が、たかTVの映像を交えながら、地域に密着した文化
活動を発表。関係者の熱い思いが伝わった。

　台風が接近していた
が１人のキャンセルも
なく、スタッフの方が
驚いた。子ども達が楽
しみにしていた様子。

　雨のため少々段取りが悪かったが、スタッフも参
加者もカッパと長靴(素足)でスタート。一番雨の
ひどい時に田植え体験。次にじゃがいも畑は池のよ
うに水がたまり、子ども達は大はしゃぎ。「芋が浮
いたりして、一番楽しかった！」
　神社の拝殿で、黒田庄和牛入り肉じゃがと炊き立
てご飯、お漬物の昼食。これは誰もが大満足！さつ
まいもの苗植えを取りやめ、濡れた体を温めるため
急きょへその湯に。入浴後、年配の女性は「これで
雨の疲れも吹っ飛び、リ
フレッシュ。気持ちよく
眠れそうです」思い出に
残る1日になった。

22日　日本一長い散歩道
｢オープンガーデンを訪ねて」は
雨のため中止になりました。

おとなも子どもも
楽しめるイベント

左からでんくうのでんくる、加東市の加東伝の助、
西脇TMOのにっしー、多可町のたか坊。



大山病院のホームページ　http://www.seihoukai.com/
では動画や写真でわかりやすく紹介されている。

でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・総会の出席ありがとうございました。役員改選
では村井総務部長が理事を辞任し、新たに宮崎和
明さんが理事に就任。その後の理事会で山口正晃
理事の総務部長就任が承認されました。
・6/13( 月 )8 時～ 9 時 30 分にプランターの植え替
え、植栽の剪定など、でんくう総合案内所周辺の
管理作業を会員さんの協力で実施します。

【広報部】
・6月の情報コーナーショーケース展示は花好きが
集うやまぼうし。活動の様子やアートフラワーの
展示です。
・会員対象のサテライト訪問は 6/14( 火 ) に安海寺

を訪ね、新しくなった本堂などを見学後エーデル
ささゆりでホタル特別メニューの昼食。次回は 7

月 14 日（木）ハーモニーパー
クの見学と昼食です。

【特産品部】
・夏のエプロンが新しくなりま
した。播州織を使い、西脇アイ
シテルＰＲＯＪＥＣＴ（アイプ
ロ）のデザイン・制作です。

【事務局】
・6/13( 月 ) 防災訓練をでんくう
総合案内所スタッフで行います。

５月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
住民には心強い地域密着型病院

西脇市黒田庄町田高313　TEL/0795-28-3773　FAX/0795-28-5815　

　インフルエンザ予防と診察受診者にも配慮し大山
病院事務局の黒﨑さんに、病院の外でお話を伺った。

　ちょうど工事中の病棟
（本館の東・加古川沿い）
を指しながら、　「病院は急
性期（病気・怪我をして
その治療）の患者さんを
診ますが、その後回復期

の患者さんを受け入れリハビリをしながら過ごす病
棟を建設中です。また、1 階はすべての健診が出来
る機能を備えたフロアーで、健康な人もぜひ健診を
お勧めします！全面オープンは今年 11 月の予定で
す。
　また、看護師を募集していますのでよろしくお願

いします。看護師の働く
環境整備として、母子寮
の建設も予定しています。
　地元出身の院長のお父
さんは 85 歳ぐらいでしょ

うけれど、お元気でよく
歩かれますし（でんくう
の散歩道の常連さん）、お話になることもはっきりし
ていて、65 歳ぐらいにしか見えません」と、院長の
医療に対する熱い思いが、お父様にも、職員の方に
もしっかり伝わっている。
　H5年に開院して以来、増床や診療科目（乳腺外来、
眼科）も増えた。現在、最新鋭循環器対応型マルチ
スライスＣＴや乳がん検診になくてはならないデジ
タル式乳房 X 線撮影装置（マンモグラフィ↓）、な
ど最新鋭の機器、先端医療技術を
導入。
　土日診療もあり、年中無休で地
域医療を推進していく病院は、私
たちにとってありがたい存在。
　また、超高齢化社会に対し、在
宅診療の取り組みや、特別養護老
人ホーム  オンベリーコの建設など
高齢者医療にも力を注いでいる。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　大山病院が掲載されている北はりま
魅力探訪紀行四と最新号2冊の計３冊
セット (￥2,400)でした。

　　

○ 大山病院看護師募集
中！

特別養護老人ホーム  オンベリーコ



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）

◆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

6月のでんくう自主企画6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 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。
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）

6月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

予告予告予告

2011年

どちらも残席わず
か！

11日Aコース
満員御礼！

で　　　ん　　　く　　　う

～日本酒の川柳募集　～7/15　多可町中区 ベルディーホール　加藤登紀子の日本酒の日コンサートのプレイベント　◆32-1300
1(水)10時～　西脇北バイパス発掘調査速報展～29日　西脇市 郷土資料館　19日13時半～調査報告会 池田征弘氏(県立考古博物館）　◆23-5992　
2(木)10時～　酒井義己水彩画展　～15日　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119
4(土)11時～17時　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町　おとな800円　こども300円　【毎週土日開館】◆06-6358-7555
5(日)10時～　100えん商店街　西脇市野村町西脇しばざくら通り商店街　各店で100円の商品を用意。店を巡り、スタンプを集め抽選も　◆22-8558

5(日)10時～　アトリエシリーズVOL.4 椿野浩二展　～6/25　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
中旬～　都麻之郷あじさい園開園～7月初旬　西脇市坂本　10万本のあじさいが咲き誇る　協力金200円　あじさい祭りは19日　◆22-2387　
10(金)10時半～　写経の会　西脇市西脇 旧来住家住宅はなれの間　1回500円　墨、筆、筆ペン、サインペンでも良し　【毎月第2金曜】　◆23-9119
11(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　1回1,000円　【毎月第2・4土曜】　◆28-5120
12(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　地元特産品や野菜の販売　【毎月第2･4日曜】　◆28-5880　
12(日)13時半～　お部屋のミスト作り　多可町加美区 轟ラベンダーパーク多可　体験料+材料費1,000円　◆36-1616
12(日)13時半～　「自己の内面を作品に表現する」+26日　西脇市上比延町 岡之山美術館　講師：栃原敏子先生　1回2,000円　要予約　◆23-6223
19(日)10時～15時　月に1度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里 　コーヒーなどドリンク200円　ワンコインランチ　【毎月第3日曜】  ◆22-8180
25(土)14時～　頑張ろう東北☆頑張ろう日本！　西脇市カナート西脇カナートガーデン　出演：和輝愛逢、西脇アロヒ、K-Dream他　◆23-1515
25(土)10時～　友藤良和人形作品展　～26日　西脇市西脇 旧来住家住宅　◆23-9119
25(土)13時半～　今村信悟ＬＩＶＥ　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　無料　◆28-5120
　

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
行程：浄土寺(小野市）で国宝の浄土堂と阿弥陀三尊立像を見学
→でんくう総合案内所→西脇温泉へその湯で夕食と入浴
→木縫の里(西脇市住吉町)でほたる観賞→帰路
参加費：おとな3,600円　子ども2,600円(夕食、入浴料込み)　

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
行程：滞在型市民農園フロイデン八千代で夕食
　　　野間川沿いの遊歩道でほたる観賞
参加費：ひとり2,300円(夕食込み)　

26日(日)　体験教室　　　　　播州織の布ぞうりづくり
健康に良い布ぞうりを一日かけて作ります。
時間：９時30分～16時
参加費：800円　　定員：20名
持ち物：弁当・お茶。汚れてもいい服装で参加ください。

体験教室　7/23(土)虫とり9時30分～15時
　　　　　31(日)標本作り13時30分～15時30分
兵庫県立人と自然の博物館の研究員と地元の昆虫収集家の
指導で、２日間で虫とりから標本づくりまでを体験します。
参加費：ひと組３００円(２回分)
定員：親子で２０組（10歳以上対象）


