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 どこのサテライト？クイズ

　【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】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】7/２０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
　　　★6 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四と
旧本堂の大黒柱(けやき)から作られた念珠をプレゼント！

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。

で　　　　ん　　　　く　　　　う

　昨年 11 月に新しくなった本堂には、中央に阿弥陀如来像、右に釈
迦如来像、左に薬師如来像の如来三尊が祀られている。安らかな航
海を願って付けられたと言われるこの寺の名前は、全国でも他にな
いようで、仏教伝来の秘話が伝えられてる。



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

7・14日　西脇市立黒田庄中学校1年のフィールドワークででんくう案内人2名が播州織工房館、八幡神社、子午線モニュメントを案内
12日　朝来市和田山の大蔵地域自治協議会16名視察、サテライト（旧来住家住宅、梅吉亭、マイスター工房、岩座神棚田など）見学　
19日　県民局企画北はりま花と緑の交流バスツアー(2台)ででんくう案内人4名があじさい園、フロイデン八千代などを案内
21日　嬉野大学学生6名が視察　

 6月

2011年

  ６  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

ホタルだけじっくり観賞がよかった！
17日(金)　バスツアー「ほたる観賞の夕べ」40名参加

行程：三宮・西神中央→でんくう総合案内所
　→滞在型市民農園フロイデン八千代(夕食･ホタル観賞）→帰路

右左の大きさがそろわない！？　　　26日(日)　体験教室　播州織の布ぞうりづくり　参加者17名

　今回初めて西脇市･多可町外の
ポイントを入れたツアーを企画。
国宝浄土堂は、桁行三間、粱間三
間、単層、宝形造本瓦葺の堂々と
した大仏様建築の特色を持ち、仏
師快慶作の阿弥陀三尊の巨像が安

置されている。「浄土寺を楽しみにしていた」という声が多
く聞かれ、寺院内のアジサイも観賞し仏様のご利益をいた
だき、次の目的地へ。でんくう総合案内所で買物後、『西脇
温泉へその湯』へ。夕食は料理長のお勧め定食。その後は、
露天風呂や薬草風呂でのんびり一息、ほっこり温かい湯船
が心と体を癒してくれる。風呂上りのコーヒー牛乳最高と
ばかりに味わう。また、古
民家を思わせる建物に興味
を示す方もいた。
　メインのホタル観賞は、
住吉町畑谷川周辺。到着の
時間はホタルが飛び始める
には早かったため、『木縫
の里』のスタッフが用意したコーヒーやケーキを楽しみ時
間を過ごす。
　8 時頃になると、ホタルたちの光の祭典の始まり。「あの
辺りがたくさん飛んでる」と、思い思いの場所で観賞。
　10日（金曜日）は夕方から雨、11日（土曜日）は少し肌
寒い中でもホタル達は力強く飛び回り、私達に元気をくれ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本　　　
 

　帰宅が遅くなるため
か、三宮の乗車は二家族
のみで、ほとんどが西神
中央。途中でんくう総合
案内所でトイレ休憩と買
物後、フロイデン八千代
に到着。早速交流会館で
地元婦人の手によるお弁
当の夕食。見た目の華やかさはないが、食べてわ
かるおふくろの味は好評。夕食の間にすっかり暗
くなり、野間川沿いにあるホタルの宿路へ。周辺
はホタル観賞のためコテージの灯りや街灯も極力
消し、真っ暗。人にぶつからず歩けるだろうかと
心配になるが、少しすると目も慣れ、人影も判断
できる。川向こうの山裾に無数のホタルが点滅。
緩やかに飛びかい「手元に飛んできてくれないか
しら」との声に、時々フワーと来るがなかなか届
かない。手にしたゲンジボタルを周辺の人が覗き
込み「こんなに大きいのや」「これは雄やね」と。
　少し小さく光り方が早いヘイケボタルを手にし

た少年もいた。雨の天気
予報は外れて満月は曇り、
絶好の観賞日和。この時
期だけの夜の散歩、名残
惜しいとの声もあったが、
バスは予定通り帰路に着
いた。　　　　　　　池田

　

     　   地域外ではでんくう案内人もお勉強！
　　        10日(金)明石発34名・11日(土)三宮発42名参加　
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」    　

　行程：各発着場所→小野市浄土堂→でんくう総合案内所
→西脇温泉へその湯（夕食と入浴）→木縫の里（ホタル観賞）→帰路

　9 時半から弁当持ちの体験教室は、皆やる気満々。親子で楽しむ、孫
のを作りたい、一度やってみたかったなど、参加者の思いは色々。誰も
が熱心にスタッフの指導を受け編んでいく。しかし、鼻緒を付けるとこ
ろや、左右の大きさをそろえるのが思い通りには行かない。「上手にな
るにはたくさん作るしかないとわかっちゃいるけど･･取り敢えず今日は
無事１足でき、よしとしよう」と、早々と帰る人も。長時間ご苦労様でした。



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・数ヶ月の協議の末、総合案内所職員の待遇改善
策が決定し、理事会で承認されました。NPO 活動
を支える職員に対して感謝の気持ちがほんの少し
ですが形になりました。
・今月の新入会員は正会員に藤本茂子さん ( 丹波
市 )、ふるさと会員に仲尾正義さん ( 西宮市 ) です。
よろしくお願いします。

【広報部】
・7月の情報コーナーショーケース展示は西脇ロイ
ヤルホテルです。
・会員対象のサテライト訪問は 7/14( 木 ) にハーモ
ニーパークを訪ね、多種の果樹が栽培されている
果樹園や宿泊施設の見学と、バーべキューなどの
昼食です。次回は 8 月に中区のベルディーホール
を訪問します。

【サテライト部】
・昨年好評でしたサテライト懇談会 ( 意見交換会 )
を今年も次の日程で開催します。多可町加美区の
交流会館で 7/26( 火 )、中区のグリーンプラザで
7/27(水 )、西脇市でんくう体験学習室で7/29(金 )、
30( 土 ) 時間はいずれも 19 時～ 21 時です。

【プログラム部】
・8/7( 日 )、21( 日 ) の 2 回、体験教室「夏休み子
どものための工作教室」を開催。対象は小学生で、
参加費は 100 円。当日飛び込み参加も可。
・9回目となるでんくうまつりは 9/11( 日 ) 例年の
ように多くの方の協力で開催予定。アトラクショ
ン、青空市、フリーマーケットなど募集をします。
詳しくはでんくう総合案内所へお問合せ下さい。

６月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
お花見の隠れたスポット

西脇市黒田庄町岡　　TEL/0795-22-3111
　　 (西脇市観光協会）

　福谷公園には JR 黒田庄駅か
らゆ～くり歩いて 30 分。健脚
ならその半分で行けそう。ホー
ムの南の線路を渡り、県道に
出ると遠くには宮池や兵主神
社が見える。
　途中の極楽寺には太閤の腰
掛石があると聞いたので、立
ち寄ってみた。
　岡集落を抜け、福谷公園入
り口に到着。以前はキャンプ
場だったが、今は地元老人会
が管理する自然公園になり、
ゲートボール場やトイレがあ
る。旧黒田庄町時代に取り組
んでいたカリンも周辺に植え
られている。
　豊かな自然が残されている

公園内の道の脇には
たくさんの桜が植栽
されており、四季折々季節の花や実が楽しめそう。
　福谷池を過ぎ公園の一番奥 ( 東側 ) に稲荷神社
があり、赤い鳥居をいくつもくぐり階段を上ると
ゴールの神社に到着。
　振り返ると一面の桜と、遠くには加古川や津万
集落が見え、良い風景である。野鳥のさえずりや
新緑を吹き抜ける風を受け、駅から近いのに豊か
な自然にどっぷりつかることができる。
　帰りは管理用の道路をゆっくり下り、県道を福
地の方 ( 南 ) へ足を伸ばしてみた。時間があれば
日本へそ公園駅まで歩き列車利用のウォーキング
も面白い。また、黒田庄駅舎「あつまっ亭」では
地元情報の提供やコーヒーなど飲みながら休憩で

きるコーナーもある。
黒田庄駅から福谷公園
のウォーキング、あな
たも楽しんでみてはい
かがですか。★クイズ正解者へのプレゼントは  …

　福谷公園が掲載されている北はりま
魅力探訪紀行三と最新号2冊の計３冊
セット (￥2,400)でした。

　　

○ 福谷公園

田植え後の水田が美しい

極楽寺

独特の樹皮、カリン並木

たくさんの田を潤したであろう福谷池



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

7月のでんくう自主企画7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7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）

7月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

予告予告予告

2011年

未来の昆虫博士
　　集つまれ

！

で　　　ん　　　く　　　う

8/10(水)～22(月)北はりまの昆虫展10時～18時
場所：でんくう体験学習室
内容：県立人と自然の博物館提供のビデオ(蜂とバッタ）
　　　　　　カブトムシ中心の甲虫類の標本
　　　　　　オオスズメバチの巣の標本
　　　体験教室の参加者が作った昆虫標本
　　　地元昆虫収集家藤原進氏の｢北はりまの昆虫標本」
　　　など

～3(日)　都麻乃郷あじさい園開園　西脇市坂本　多種多様ののあじさいが咲き誇る　協力金200円　◆22-2387　
～3(日)　西脇写友クラブ作品展　西脇市郷瀬町 西脇市民会館中ホール　3日は午後4時まで　◆問合せ℡0795-22-5715

～9(土)　ラベンダーファームオープン　多可町中区間子 ラベンダーファーム　入場無料　ラベンダー摘み取り有料　◆問合せ℡090ｰ1678ｰ8455
2(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
9(土)19時～/10(日)14時～　劇団シーブ自主公演「多可のあまんジャック！」　多可町中区 中央公民館大ホール　脚本・演出小林伸也　◆2-2384教育委員会

10(日)13時半～15時　麻紐で編んだリース　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　体験料\200+材料費\800　要予約　◆36-1616　　
10(日)13時半～　「私たちの図書館を考える」　西脇市民会館中ホール　パネリスト：伊藤昭治、小嶋明、古谷緑、竹内日出男　◆23-5991西脇市図書館

16(土)～18(祝・月)　北はりま植物画展　西脇市 でんくう総合案内所体験学習室　黒澤正治さん(多可町中区)と植物画教室生徒さんの作品　◆25-2370　

18(祝･月)14時～　「ふれんず」　多可町中区 ベルディーホール　作・演出：大塚雅史　出演：TAKE  IT  EASY他　2階自由席：一般\1,500　◆32-1300
7月夏休み期間中の土日祝の予定　わくわくドーム　西脇市黒田庄町門柳 東はりま日時計の丘公園　カブトムシの観察他　有料　◆28-4851
23(土)14時～　楊柳寺夏祭り千灯会　多可町八千代区大和 楊柳寺　木工教室、15時大般若法要、16時滅罪法要・千灯会　◆38-0350
24(日)13時半～　生藍染めで木綿のストールを作ろう　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　体験料\200+材料費\1,250　要予約　◆36-1616
24(日)14時～　南インド古典舞踊「バラタナティヤムの世界」　西脇市民会館中ホール　福田麻紀＆アムリッタ・ダンス・カンパニー　￥3,000　◆23-5323西脇労音

31(日)10～15時　自然がいっぱい!親子でクイズラリー!!   多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場   要予約￥300    弁当、水筒、帽子他◆30-0050 　　　　

23日(土)＆31日(日)　体験教室　　　　　虫とり＆標本作り

虫とり：23日(土)9時30分～15時
　　　　でんくう体験学習室集合後周辺で昆虫採集
　　　　午後から昆虫を展翅台に広げ固定・乾燥
標本作り：31(日)13時30分～15時30分　でんくう体験学習室で
　　　　　ラベル作り、標本箱にセットし完成
★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）
★完成した標本は「北はりまの昆虫展」で展示後、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　返却します。

            8/7(日)・21(日)体験教室
夏休み子どものための工作教室
場所：でんくう体験学習室＆特設テント
時間：13時～15時　参加費：100円　
対象：小学生　(小学生未満は保護者同伴）
★要申込　当日参加もOK　
身近な材料と道具を用意しています。

季刊「夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー」の中で　

8月1日(日）コヤノ美術館開館は削除、8月1日(日)八朔祭りは1日(月)の誤りでした。　　訂正しお詫びいたします。


