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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】８/２０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
　　　★７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、このサテライトの果実狩り入場割引券 1500 円分と掲載されている北は
りま魅力探訪紀行五をプレゼント！

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

ここはちょっとリゾート気分で食事や宿泊、季節の果物収穫体験のできる所。８月 20 日頃
からはナシ狩りが始まるとか。
千ヶ峰の登山口が近くにあり、ここを拠点に登山、自然体験、休養はいかがでしょうか。



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

 ５日　西脇市大野隣保館で津万地区・生き活きＴＵＭＡ協議会との懇談会 　丸山代表、藤原副代表出席
19日　ＦＭラジオKiss-FM 4seasonsで道の駅紹介　大谷駅長電話で生出演
29・30日　神戸市西区西神中央の西神夏祭り　特産品納入者有志出展
29日　多可町農村環境改善センターで北はりまハイランド推進協議会
　

 7月

2011年

  ７  月　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

相互交流でもっとおもしろい活動ができる！　サテライト懇談会　　　

　現在登録サテライト
は204件。サテライトに
でんくうの活動を紹介
し、各サテライトの紹
介や、互いの交流・情
報交換の場となれば、

と4日に分け開催。
　サテライト関係者、スタッフともに地域の活性化に
熱心で、同じ立場で意見交換をした。
　サテライトセミナーで発表するプレッシャーのお陰
で、アイディアが浮かび新商品の開発につながった
例。サテライト登録後、展示などを見て訪れる人が増
えた。インターネット発信のためか、最近客層が若く
なったり、予約注文もある。自分のことを自分でPRす

るのは難しく、
でんくうで発信してもらい効果があがっている。管理
を任されているので、草刈するだけで手一杯だがなん
とかしたい。来訪者一人ひとりに真摯にかつ真心で接
することで、北はりまのファンを増やせるし、皆が地
域の営業マンになれば、お金を掛けないで地域の宣伝
ができる、など積極的な意見もあったが、まだまだで
んくうを活用されていない、どう関わっていいかわか
らない方も。
　今後も地道ではあ
るがこのような懇談
会開催の必要性を感
じた。

26日(火)　多可町加美区の交流会館　19名　
27日(水)　中区のグリーンプラザ　23名
29日(金)　でんくう体験学習室　　17名
30日(土)　〃　　　　　　　　　　　12名

　1日目、好天に恵ま
れ近くの池周辺でた
くさんの昆虫を汗を
かきながら、夢中で
採取。昼から、昆虫
に針を刺し足や翅を
きれいな形に伸ば
し、固定、1週間乾燥剤の入った箱に入れる。この日は
スタッフが少なく、午後の作業に手間取った。
　2日目、獲った虫の名前を調べ、ラベルに書き、虫と
一緒に針で止め標本箱に固定。初めての子は「楽しか

ったけど、複雑で大変だ
った。乾燥したらバッタ
の色が変った。」
　指導には県立人と自然
の博物館の大谷先生と、
地元愛好家の藤原進先生
にお世話になった。

　今年で7回目となるこ
の体験教室。幼稚園の
時から連続6回参加の将
来楽しみな少年がい
る。この標本以外に夏
休みの宿題提出用の標
本も作るほど。2年前の
はタマムシがよく獲
れ、タマムシばかりの
標本になったとか。今までの体験教室では、自宅周辺
では見かけないチョウトンボが印象深い。今年はカブ
トムシのメスを3匹も獲ったが、標本にはもったいない

ので現在飼育中。お母さん
は「この子のお陰で虫のこ
とが詳しくなったし、世界
が広がった。この子も、虫
から色んなことに興味が広
がり、今宇宙にも関心を持
つようになった。」

     　 　こどもに負けずお母さん、お父さんも頑張っています！ 　体験教室　昆虫採集と標本作り 
　　       24日(土)・31日(日)  14組28名　　　1日目　昆虫採集と標本作り前半　　2日目　標本作り後半・完成　　　



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・でんくう案内人ではお奨めのエリアを紹介する
「ぶらぶら探検マップ　気軽に楽しめる半日コー
ス」を（Ａ4両面刷りのパンフレット）を発行予定。
No1 は黒田の里 No2 は頼政公ゆかりの里です。お
楽しみに。

【広報部】
・８月の情報コーナーショーケース展示はベル
ディーホールです
・会員対象のサテライト訪問は 8/18( 木 ) にベル
ディーホールを訪ね舞台裏など見学し、手打ちそ
ばの和甫（わすけ）で昼食です。次回 9 月はあば
れ太鼓で有名な宮ノ本春日神社 ( 西脇市高田井）
を訪問します。
・秋の見てみてガイド ( 季刊 ) のイベント情報とお
買い得・お得情報を収集中。8/10 までに情報提供
お願いします !

【サテライト部】
・サテライト巡回ツアー「燻製作り、黒田庄牛バー
ベキューと桧皮葺匠の里」は 9/25( 日 ) 三宮発→
でんくう→東はりま日時計の丘公園 ( 燻製作り体
験・昼食 )→大城戸社寺屋根職人見学→八幡神社
を巡り、参加費 5,200 円で受付中！

【プログラム部】
・散歩道「梅花藻とオープンガーデンをたずねて」
は 9/18( 日 ) でんくう 9時 15 分集合、ハーモニー
パーク→梅花藻→閑念邸ガーデン→ラベンダー
パーク多可まで歩きます。参加費 500 円、受付中
です。
・あぐり体験ツアー「稲刈り・サツマイモ掘り・
餅つき」は 10/16( 日 ) 参加費 3,500 円（こども
1,800 円 )、三宮発西脇市明楽寺の田畑で体験をし
ます。

7月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
仏教伝来の秘話を伝える

多可町八千代区中村220　TEL/0795-37-0328

　訪問の日は天気も良く、少し暑さを感じましたが本堂は
涼しくて皆さん忙しい中、一時の安らぎを感じられたよう
です。ご挨拶を済ませた後、ご住職の先導で皆さん般若心
経を読経し、益々心休まった事と思います。
　私も久しぶりで祖父母が永眠した時を思い起こしました。
お寺という場は心の存在の重要性を感じさせてもらえます。 
　安海寺はＨ22 年 11 月 7 日に本堂の落慶式（竣工式）が
行われ、現ご住職が後を継がれたそうです。安海寺の御本
尊は本堂の中心にいらっしゃる大きな阿弥陀如来像で、そ
の右脇には釈迦如来像、また左脇には薬師如来像の如来三
尊がおられ、やんわり暖かな眼差しで見つめられているよ
うに感じました。以前は収蔵庫の中で本堂へは落慶式の時

★クイズ正解者へのプレゼントは  …旧本堂の大黒柱 (ケヤキ )で
作った念珠と安海寺掲載の北はりま魅力探訪紀行四でした。

　　

○ 安海寺

に移されたそうです。（参拝されると目前で拝見できます
よ！）
　新たに設えた襖には現代大家の書が添えてあり、欄間は
以前から寺にある物を再度掲げ、襖裏には立派な襖絵が・・。 
　ご住職曰く安海寺という寺名は全国唯一であろうと。し
かも、山中の寺であって「海」を使っているのも面白く、
その由来はこの地に赴いた僧が海を渡って帰郷するにあた
り、その身を案じた師が付けたのだとも !!
　他にも色々、説法も交えてお話しいただき、お寺に通う
ことが習慣化して今の日本のメジャーになればと、改めて
感じました。説法会のツアーなんて案外いいかもしれませ
んね。

▲薬師如来像（左奥）と
ご本尊の阿弥陀如来像（右）

▼本尊右脇の釈迦如来像 しつら ふすま

ひ わ だ ぶ き　たくみ



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

8月のでんくう自主企画8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8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）

8月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

予告予告予告

2011年

で　　　ん　　　く　　　う

10(水)～22(月)昆虫展                                           
場所：でんくう体験学習室　時間：10時～18時
内容：県立人と自然の博物館の大型ディスプレィ(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

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。

９/11(日)でんくうまつり　10時～15時
場所：でんくう総合案内所＆周辺
内容：ステージアトラクション
　　　青空市
　　　体験コーナー
　　　福引(空クジなし)

ゆるキャラと写真を撮ろう
フリーマーケット　100店舗予定
ポン菓子振る舞い　など

・これなあに  むかしの道具16　西脇市西脇郷土資料館　夏休み期間中は1日のみ休館　音響機器特集　◆23-5992
1(月)　八朔祭り　多可町中区糀屋 糀屋稲荷神社　花火大会、夜店、盆踊りなど　◆32-2388多可町役場産業振興課　

1(月)～　ブルーベリー狩り　多可町加美区箸荷 箸荷いちご園　500円で食べ放題　水曜定休　◆36-0862
1(月)～26(金)　10/23の第３回千ヶ峰・笠形山縦走「多可町仙人ハイク」参加申込受付　参加費：3,000円　小雨決行　◆32-2388
4(木)19時半～21時　夜のスターウォッチング　西脇市上比延町にしわき経緯度地球科学館テラドーム　要予約200円　夏休みは木・金・土開催　◆23-2772　
21(日)9～10時　2011杉原川清流ムーンライトハイク(9/17)参加申込　西脇市西脇 西脇市総合市民センターで受付　参加費:1,000円 　◆090-5063-1956宇仁
3(水)10時～18時　路上詩人ごとうみのる展「意外とすごいらしい。」　～8/31　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜と16･17日休館　◆22-5549
3(水)10時～18時　宮崎嘉泰写真帖より　～お母ん・お婆ん～1959～1970年　～8/31　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜と16･17日休館　◆22-5549
4(木)19時～　播州成田山夏祭り　西脇市小坂町 成田山法輪寺　盆踊り、花火大会、福引き、播州織ファッションショーなど　◆22-3912
6(土)11時半～/14時半～　忍たま乱太郎ショー～幼術使い雲黒斎の段～　多可町中区 ベルディーホール　500円　撮影会あり　◆32-1300
6(土)13時半～　夏休み古代体験教室②藍の生葉でハンカチを染めよう　西脇市西脇 郷土資料館　250円　ゴム手袋、エプロン、手ふき持参　◆23-5992
7(日)10時～11時　夏休み子どもミュージアム　「ミュージアム　スタートキャンペーン」　西脇市上比延町 岡之山美術館　300円　◆23-6223
7(日)10時～16時　青少年のための科学の祭典2011　多可町中区東山 那珂ふれあい館　みんなで科学を楽しく体験しよう！　◆32-0685
19(金)11時～17時　播州織工房館サマーセール2011　～31日　西脇市西脇 播州織工房館　10％off～　◆22-3775
25(木)9時～19時　こども絵画教室作品展～8/30　でんくう体験教室　西脇市中央公民館のこども絵画教室の作品、共同制作品　◆22-5996西脇市中央公民館　
28(日)11時半～　西脇市子どもステージ2011　西脇市郷瀬町 西脇市民会館大ホール　小学生以上400円(当日500円)　◆22-5715

　

フリーマーケット
　募集中です！

　
　

道の駅店内で1,000円の
お買い物で1回


