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　【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】11/２０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
　　　★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！ 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、サテライトが
掲載されている「北はりま魅力探訪紀行七」他をプレゼント！

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

で　　　　ん　　　　く　　　　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。

 どこのサテライト？クイズ

　掃き清められた広い境内、大きな鯉の泳ぐ池、花見や紅葉、時にはお百度参りと
日々、足を運ぶ人は絶えないが、11月22日･23日の祭りは播州三大祭りのひとつで
多くの参拝者でにぎわう。



対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

11日　西脇市立西脇小学校で「地域を知る体験教室」でんくう案内人内橋が出張講座
22日  「へそサミット」参加７市町15名が来館　來住市長同行　大谷駅長対応
27日　西脇市水尾町『ふれあいサロン 』24名が施設見学　丸山代表対応

　4日　韓国沃川郡から職員他９名視察　丸山代表、3副代表対応
　8日　西脇市マナビータで「地域の絆サポーターズネット交流会」  丸山代表講演

 11月

 10月

2011年

  10  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

　前日の雨で心配されたが、体を動かすには気持ちいい天
気。田んぼはぬかるんだ所もあったが、長靴で田んぼに入
り、稲刈りスタート。  
 子ども連れの家族も、仲良く稲刈り体験。小さな子どもも
きちんと教えてもらったとおり、ケガもなく稲刈りができ
た。刈った稲束は藁で結ぶ、これが簡単なようで難しい。
ひと通りの体験がすみ、稲束はコンバインで脱穀した後干
して、年末のしめなわ作り体験用。みんなでコンバインの
刈り取り作業を見学。「なんて速いのでしょう！」「すご
い！」 
　昼食は近くの六所神社で。境内に餅つきの準備や味噌汁
が用意され、軽トラの荷台では地元農家の新鮮野菜を販売。  

　3臼の餅つきをそれぞれ参加者が体験。小さな子どもも大
人に手伝ってもらって、ペッタン、ペッタン。 
　つきたてのお餅はすぐにきな粉、大根おろしの中にちぎっ
て入れてお皿に。参加者はまだ温かいお餅を口の中に・・
「やわらかくておいしい!」大きな鍋で、掘りたての大きなさ
つまいも入りの味噌汁もたっぷり。すっかりお腹いっぱいに
なりました。  
　さて、最後はサツマイモ掘り。雨水が少し畑に残っていま
したが、竹の棒や手で大きなサツマイモを掘り上げ、1kgを
お土産に持ち帰り。新米のもち米1kgのお土産もあり、重い
荷物を両手に、皆さん満足してバスに乗車。収穫体験の1日
は無事終了しました。

体験学習室を使って展示をしてみませんか。
でんくう総合案内所に隣接している体験学習室は作品展やイベントなど
交流活動に無料でご利用いただけます。（営業活動の場合は有料です）
面積：①（北側）76㎡　②（南側）44㎡　①②同時使用も可
利用時間：9時～19時（12月～2月は9時～18時）最長2週間
申込：希望期日の3ヶ月前から受付
　　　日程調整の都合上、先ずは電話でお問い合わせ下さい。
備品：長机25脚、パイプ椅子75脚、展示パネル20台
＊チラシ作成などにコピー機、印刷機が使用できます。（有料）
お申込み＆お問合せ：でんくう総合案内所　℡0795-25-2370
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配置図 6日まで展示の「押し花大好き仲間展」

     田んぼにトンボやカエルがいたよ！ 　
16（日）あぐり体験バスツアー　稲刈り･餅つき･サツマイモ掘り   　　参加者33人　　　　　



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・11/7（月）8時～ 9時半にプランターの花の植え
替えや植栽の剪定作業を行います。会員の皆さんご
協力お願いします。

【広報部】
・11 月の情報コーナーショーケース展示は鮨･割
烹 万松です。お奨めの料理などの紹介。
・会員対象のサテライト訪問は 11/10（木）に The 
nuno（布）を訪問します。次回は 11/28（月）成田山
法輪寺（通称播州西脇成田山）です。

【サテライト部】
・まるごとガイドのサテライト情報更新を関係者
に郵送しました。11 月末までに返送、連絡をお願い
します。

【プログラム部】
・12/10（土）・18（日）13 時～ 16 時体験教室「しめ
なわ作り」をでんくう総合案内所体験学習室で行
います。参加費は 200 円。
・1/4（水）10 時～体験教室「干支のキーホルダー作
り」は参加費 100 円、でんくう総合案内所体験学習
室で。同時に新春ぜんざいの振る舞いも駐車場で
行います。

【特産品部】
・12/18（日）年末感謝祭「トン汁の振る舞い」を 10
時から 350 食終了まで、でんくう総合案内所前で。
・西脇特産「金播磨」（金ゴマ）が「日本のへそゴマ・
金ゴマ」として、11/6（日）6時 15 分から 34 分間
NHK TV「たべもの一直線」で紹介されます。（再放
送 7（月）16 時 5分～）ぜひご覧下さい。金ゴマはで
んくう総合案内所で販売しています。

10月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
地域の自慢  あばれ太鼓

西脇市高田井町782-1　℡0795-22-3428　　　

★クイズ正解者へのプレゼントは  …北はりま魅力探訪紀行
五・六・七の最新3冊セットでした。

　　

○宮ノ本　春日神社 

　春日神社の境内で津田宮司さんにお話を伺いました。

　「春日神社では年中、神事やお詣りがあり、神職が少

ない地方の神社では、病気やケガができず、そのため健

康に気を遣います。近頃は秋祭りがどこも同じ日に行わ

れ、他社の祭りを見ることができないのが残念。ここの

秋祭りは 9 月初旬に氏子（高田井町、和田町、谷町）、

宮総代、頭人、子供会の代表と合同説明会を開き準備が

進められて行きます。豊栄の舞の練習の指導もあり大変

忙しくなります。

　２台（高田井町、和田町）ある練太鼓の乗り手は、昔

は青年団の皆さんでしたが、今は高校生の男子に。

　丸太を組んだだけのシンプルな屋台に太鼓と 4 人の乗

り手が立ったまま乗り、練り合わせの時には男衆が担ぐ

屋台を繰り返し左右に大きく横転させる勇壮な動きの

“あばれ太鼓” に最近では参拝者も多くなっています。

　宮入後乗り手が社務所へ移るのですが、足を地面につ

けると穢れるので、担ぎ手に背負われ移動します。この

乗り手に選ばれることは誇りであることなども後世に伝

えなければと思っています。

　また、神社には神使（神の使い）となる動物が定めら

れていて、春日神社は鹿になっています。春日の神が鹿

の背に乗って無事に旅したことに由来します。」　

　静かな境内でしたが、祭りの歓声や熱気が伝わってくる

ようでした。ぜひあなたも春日神社にお参りください。
神紋「下がり藤」は幟や幕にも

使われている春日神社のシンボル

拝殿前のこま犬は子どもを抱いている

ので、安産祈願に参る人も

神殿に彫られている神と鹿

とよさか

けが

あばれ太鼓（秋祭り）は毎年体育の日の前の土日

しんし

とうにん



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

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

季刊紙 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。
詳細・最新情報はでんくうホームページのイベントカレンダーをご覧ください。

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）

11月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2011年

で　　　ん　　　く　　　う

13(日)北はりまを1日楽しむバスツアー　　　「東山古墳まつりと子ども播州歌舞伎」　
行程：8時三宮→8時40分西神中央→でんくう総合案内所→
東山古墳まつり（那珂ふれあい館及び周辺で東山古墳群巡りと
子ども播州歌舞伎の見学、ふるさと工房夢蔵の特製弁当の昼食
→北播磨余暇村公園→でんくう→西神中央→17：30三宮帰着予定
参加費：ひとり2,500円
定員：40名　歩きやすい服装でどうぞ

18(金)サテライトセミナー①　　　地域とつながる魅力ある取り組み　
時間：19時～21時
場所：でんくう総合案内所体験学習室
発表サテライト：社会福祉法人楽久園会（多可町八千代区）
　　　　　　　　西脇ロイヤルホテル（西脇市）
　　　　　　　　ハーモニーパーク（多可町加美区）
定員：50名　無料　FAXまたはTELでお申込下さい

26（土）～27(日)1泊2日で楽しむバスツアー　　　                    　千ヶ峰登頂と田舎芝居体験
【26日】　8時三宮→8時40分西神中央→でんくう
　→コヤノ美術館西脇館→エーデルささゆり(昼食）→聖観音立像
　→那珂ふれあい館→北播磨余暇村公園→ココロン那珂
（箸荷の素人芝居による田舎芝居体験・宿泊）
【27日】　ココロン那珂→千ヶ峰（ふるさと工房夢蔵の特製弁当）
　→春蘭荘→ジェラテリアふれっしゅあぐり館→三宮17：00帰着予定　
参加費：ひとり9,800円(1泊4食付)　　
定員：27名　　※雨の時は行程を変更します。実践者のお

話は

　おもしろ
いですよ！

20(日)日本一長い散歩道を歩こう　　　　もみじに染まってぶらぶら街歩き
集合：9時30分でんくう総合案内所駐車場
行程：でんくう→西脇小学校木造校舎→播州織工房館
　　・旧来住家住宅・情報未来館21・梅吉亭・The nuno（布）
　　→童子山公園（昼食）→西林寺→西脇公園→でんくう
今回はバスは使わずでんくうから出発、帰着。全長8km、
参加費：ひとり500円

～6（日）　押し花大好き仲間展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　村上真知代さん指導の押し花教室作品展　◆25-2370　

3（祝）11時～17時　2回目てづくり市～11/6（日）　西脇市西脇  播州織工房館　刺繍、編み物、手織り、革製品、布製品　など　◆22-3775　
6（日）10時～13時　杉原協議会コスモスまつり　多可町加美区杉原　コスモス畑で、いろいろなゲームやカラオケ大会で楽しむ

6（日）11時～　コスプレ撮影会　西脇市市原町  コヤノ美術館･西脇館　一般観覧者も撮影可能　入館料おとな800円　◆06-6358-7555
12（土）9時～16時半　笹倉千鶴子パッチワーク展 ～13日　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

19（土）13時半～　西脇工業高等学校吹奏楽部 パレットコンサート　西脇市郷瀬町  西脇市民会館　◆22-5506西脇工業高等学校

20（日）　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
20（日）　長井位久子日本画展　～27日　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370

20（日）14時～　演劇セミナー発表公演「シェイクスピア　てんぺすと」　多可町中区 ベルディーホール　一般1,000円　学生500円　◆32-1300　　
23（祝）10時半～14時半　健康ふれあいフェスタ　心をひとつに深めよう地域の絆　西脇市黒田庄町 大山病院駐車場及び大山病院内　◆28-5800
23（祝）14時～　東日本震災チャリティー 人形劇団クラルテ おひさま劇場「３びきのこぶた」　西脇市郷瀬町 西脇市民会館　300円　◆23-3218西脇おやこ劇場
26（土）10時～12時半・13時半～14時　糸のこ教室～Ｘmas飾り編～　多可町八千代区  なか・やちよの森公園渓流の広場　要予約　600円　◆30-0050
27（日）9時半～   ドライフラワーの額絵作り～香りが癒すインテリア～    多可町中区  那珂ふれあい館   要予約   指導：ハーブ＆ログスオミ   100円+材料費  ◆32-0685
30（水）9時～17時　西脇市美術協会60周年記念展　響流　～12/4　西脇市郷瀬町　西脇市民会館　◆22-5715


