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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】12/２０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
　　　★11 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、サテライトから
素敵なプレゼントが！

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。
　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

　旧来住家住宅の前の道をずっと入っていった住宅街の中。外観はシンプルでどんなお
店かわかりにくいが、中に入れば数十種類もの最新播州織生地をずらりと見ることがで
きる、高級播州織専門店。お気に入りの生地を選び買って行く人やシャツやコートをオー
ダーする人も。ショール、小物なども販売している。



2011年

  11  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    本格的な子ども歌舞伎に感動 　
13（日）バスツアー「古墳祭りと子ども播州歌舞伎」参加者26人

    地域を味方に 　　参加者24人

18（金）サテライトセミナー
「地域とつながる魅力ある取り組み」①  

    田舎芝居には涙が出ました！ おかしくて！　
26～27（土～日）バスツアー「千ヶ峰登頂と田舎芝居体験」   参加者17人　　　　

この喜びを帰宅後親族で
　分かち合いました 　
15（水）でんくう総合案内所来館250万人達成

 先ず、社会福祉法人楽久園会の
上野施設長が「120名の職員が働く楽久園会は昭和58年から時
代と地域の要請にあわせ、各種老人施設を開設してきた高齢
者総合福祉施設。楽久園会祭りや夏祭りなどは地域に開放。
また、トライやるウィークでの中学生受け入れ、元気な入所
者の1人暮らし世帯訪問、認知症サポーター養成研修会など、
地域と関わる積極的な取り組みをしている」と発表。  
　続いて、西脇ロイヤルホテル近藤支配人代理が「シティー
ホテルとしての情報発信や地域活性化の役割があり、もっと
北はりまに人を呼び込みたい。その発信先はどこなのか。元
気な団塊の世代を社会に受け入れる場を作り、地域の魅力を
再認識することが必要。」と現状を分析し、今後の展開を熱
く語った。 
　最後にハーモニーパークの西川施設長が、天候や病害虫に
左右される難しい農業経営を伝え「農作業に関してはプロの
集団だが、サービス業としてはまだまだ未熟。今後は更に積
極的に取り組んで行きたい」と意欲的な発表、期待したい。   

　前日の雨があがり、晴れていい
お天気になった。今回は新聞掲載
を見て申し込まれた方など、初め
ての参加者が9名あった。
　バスの移動はなく、でんくうか
らスタート。昭和初期に建てられ
た木造校舎の残る西脇小学校では、教頭先生の案内があり、
普段日曜日には閉まっている校舎内も見学できた。また、他
のポイントでもでんくう案内人や、旧来住家住宅の案内人の
おかげで充実した見学ができ、参加者に好評であった。期待

の紅葉は童子山公園、西林寺で少
し見ることができた。今後は歩く
だけでなく、案内役を配置し参加
者の知的欲求も満たした散歩道に
したい。

　本格的な衣装をつけ独特の化
粧をした小学校高学年の演者が
多くの見物人の前で熱演。毎年
この古墳祭りで披露される子ど
も播州歌舞伎。総勢20名ほど
が、口上からそれぞれ演者、三
味線、拍子木、黒子まで、かわいいしぐさで役割をこなし
ていく。そんな舞台を見ながら、ふるさと工房夢蔵の特製
弁当。天気もよく、なんて贅沢なお昼でしょう！その後は
イベント会場横にある東山古墳群の見学と那珂ふれあい館
で勾玉作り体験。最後に北播磨余暇村公園の散策。「子ど
も播州歌舞伎を見たくて参加したので大満足。他の企画も
楽しませていただきました。」「のんびりしながら、充実
した1日でした。」と参加者に好評だった。

　栄えある250万人目のお客様は、
大阪からお越しの奥村さんご夫婦。

記念品として、丸山代表から花束と新米10ｋｇが贈られま
した。
 

行程：でんくう→西脇小学校→播州織工房館→旧来住家住宅→Ｔh nuno→童子山公園→西林寺

　この秋１番の晴天の中、ツ
アー最初のコヤノ美術館西脇
館に降りたった一行。館内の
案内に、その目を見開き広～
い館内を上下・左右・内外と
キョロキョロ大いに楽しまれ
た様子。見所が有り過ぎて、後ろ髪を引かれながら後にされた
方も。「見残しはまた行かないと！」
　バスは周囲を山に囲まれた山のホテルエーデルささゆりへ。
一行は披露宴の行われる大広間でゆっくり昼食。次は聖観音立
像が祀られている鳳泉寺へ。地元の方の説明後、一人ひとり被
いを持ち上げながらをライトを当て拝観。那珂ふれあい館、北
播磨余暇村公園は参加者も何度か訪れたなじみの所。宿泊のコ

コロン那珂で夕食の後は田舎芝
居体験。箸荷の素人芝居のメン
バーが手本を見せ、参加者が台
本片手に演技。鬘が落ちたり、
セリフを間違えたり、見ている
人はおなかが痛くなるほど大笑
い。
　翌日も天候に恵まれ、登山日

和。ふるさと工房夢蔵のお弁当を受け取り千ヶ峰登山開始。山
風に吹かれながらも登る間に体も暖まり、頂上では疲れたと言
うものの晴れやかな表情。春蘭荘で風呂に入り、ジェラテリア
ふれっしゅあぐり館では、好きなアイスを選び「来てよかっ
た！」と大満足な参加者だった。

かつら

おおい

    　　　　　　近くにこんないいところが
　　　　　　　　　　あったなんて！
20（日）日本一長い散歩道「紅葉に染まってぶらぶら街歩き」  参加者28人　



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・10 周年記念総会とパーティーは 5 月 19 日 ( 土 )
午後に西脇ロイヤルホテルで開催する予定です。

【サテライト部】
・まるごとガイド 24 年度版掲載の新規サテライト
を募集中です。推薦も受け付けています。
・サテライトセミナー「地域とつながる魅力ある取
り組み」②は 2/17( 金 )19 時～でんくう総合案内所
で行います。
・バスツアー「ラベンダーのフラワーアレンジと味
噌作り体験」は 2/26( 日 ) 三宮発→でんくう→農村
婦人の家 ( 味噌作り･ココロン那珂の特製弁当の昼
食 )→ラベンダーファーム→思い出川の七不思議

→思い出荘 ( フラワーアレンジ )→帰路。参加費ひ
とり 3,800 円で味噌のお土産 2kg 付き。

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示は大城戸
社寺屋根職人です。道具や作業写真を展示します。
・1月の会員対象のサテライト訪問は企画中です。
・でんくうガイドマップ 24 年度版の見開きのサ
テライト紹介（掲載料 3,000 円）を募集中です。

【特産品部】
・西脇特産「金播磨」（金ゴマ）が 11/6（日）NHK TV
「たべもの一直線」で紹介され、金ゴマの注文が殺
到。放送のおかげで全国の方々に金ゴマを食べて
いただきました。

12月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
播州三大祭り

多可町中区鍛冶屋　　

★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。

　　

○大歳金刀比羅神社 

　通称「こんぴらさん」ですが正しくは大歳金刀比羅神
社です。大歳とは穀物･百姓を祀り、金刀比羅とは疾病
平癒･命を祀ります。また天目一命が奉祠されているの
は、金堀鉱山・入角鉱山など鉱山の道具類を作っていた
鍛冶屋さんが多かったため。ここから現在の地名も。
　内藤神官さんと鍛冶屋の吉田区長さんに案内をしてい

ただきました。本殿はこの辺りでは珍しい入母屋造平入

りの外観を持ち桧皮葺（現在はその上に銅板葺き）で、
見事な装飾彫刻が上から下まで並び見応えがあります。
以前大雨で本殿へ大きな倒木がありましたが、頑丈に出
来ていたため被害は最小で済みました。
　境内はきれいに掃き清められ” 鍛冶屋の誇り” と大事

にされており、隣保の御当人が月２
回もお世話をされています。
　また、本殿の左側にある奉納殿は
その昔、願掛けのため人の髪の毛を
束ねて奉納し、その毛が吊るされて
いたので少し不気味な感じがしてい

たそうです。願掛けといえば、鳥
居の脇にはお百度参りの石塔もあ
りました。
　本殿右側で水の落ちる心地良い
音、滝です。その向こうには、鮮やかな朱塗りの鳥居が
ズラッと並ぶお稲荷さんまで、紅葉もあり桜もありそれ
らに囲まれた屋根つきの土俵まで！子供らの歓声が聞こ
えてきそうです。こんなにたくさんの見所があれば、ス
ケッチ・写真撮影にも向きそう。お弁当を持って行き、
巻きずしなんかを頬張りながら一日過ごせそうです。
　年末には「すずめのもん」と言う、五穀を雀から守る
ために雀の好きな餌を作って与え、翌年害がないように
祈る、めずらしい神事も行われます。

お   お   と   し    こ        ん         ぴ          ら     じ   ん   じゃ

あめのまひとつのかみ ほうし

ひわだぶき

いかにも頑丈そうな本殿　　　　　いたるところに繊細な彫刻が

拝殿は大きく、多くの参拝者がある

鯉の泳ぐ池や滝、土俵、桜、紅葉･･
りっぱなアミューズメント施設

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

　4日　韓国沃川郡から職員他９名視察　丸山代表、足立･藤原副代表対応
　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
    9日　韓国ヨンチョン郡西脇市行政視察団5名　丸山代表、足立･藤原副代表対応
  13日　神崎郡福崎町八千種 余田花の日の里24名が岩座神視察　案内人内橋対応
  28日　島根県立大学多久田さん卒論調査　池田副代表対応

 11月



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～ 18時 (12月～ 2月 )　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

12月のでんくう自主企画12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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー12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）

12月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2011年

で　　　ん　　　く　　　う

10(土)と18（日）　体験教室　　　　　　　　　　しめなわづくり
　　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時　ただし受付は15時まで
参加費：200円　事前申し込みは不要です
★汚れても良い服装でお越し下さい
手作りのしめなわで新年を迎えましょう！ ４（水）　体験教室

　　　24年の干支「辰」のキーホルダーを作りましょう
　　　
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～　30名分の材料がなくなり次第終了
参加費：100円　事前申し込みは不要です
★同時に毎年恒例
　　ぜんざいふるまい（300食）もあります！

18（日）年末感謝祭　　　　　　トン汁のふるまい
　　　
場所：でんくう総合案内所前駐車場
時間：10時頃から300食提供
新鮮な野菜もたっぷり入ったトン汁で寒さをふっ飛ばしましょう！

ご迷惑をおかけしま
すが

　よろしくお願いし
ます！

でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは
12 月～ 2月まで閉館時間が 18時に、
12月 31 日 ( 土 ) ～ 1月 2日 ( 月 ) は
年末年始休館となります。
また、1月 18 日 ( 水 ) は臨時休館いたします。

1／

1（木）～4（日）　西脇フォトクラブ作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
1（木）～25（日）　クリスマスプレミアムランチ”Noël   ノエル”　多可町八千代区  エーデルささゆり　クリスマス風ワンプレートランチ1,260円　◆37-1200　
2（金）～25（日）　齋藤公志郎展　爆笑似顔絵・カリカチュアの世界　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO推進室
3（土）11時～16時　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町139　大人800円　小中学生300円　ココロンカード使用可　【土日開館】  ◆06-6358-7555
3（土）13時半～　ちぎり絵教室　～来年の干支をちぎり絵で描きます♪～　多可町中区 那珂ふれあい館　100円＋材料費500円～　要予約　◆32-0685
4（日）～24（土）　アトリエ個展シリーズVOL.1 鈴木邦江展　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223
11（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・あつまっ亭　野菜や特産品の販売　【毎月第2･4日曜】  ◆28-5880　
11（日）10時～12時　白菜の収穫とキムチ漬け　多可町中区 なか・やちよの森公園　10時～と13時～の2回実施　要予約　500円  ◆30-0050
12（月）13時半～　らららコーラス　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄    指導 :横山文和先生  500円 　【毎月第2･4月曜】　◆28－5120
17（土）18時40分～　比也野里「みんなで歌おうクリスマス」オールディーズを歌おう　西脇市鹿野町 鹿野公民館　要予約　300円　◆23-0770

18（日）10時～15時　月に一度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ　コーヒー200円など　【毎月第3日曜】　◆22-8180（当日のみ）　
18（日）10時～12時　四季の草木染め ～冬の色 “ソヨゴ” 編～　多可町中区  なか・やちよの森公園　10時～と13時～の2回実施　要予約   500円   ◆30-0050
23（祝）～25（日）　X’masコース　西脇市上戸田町 トラットリア オンベリーコ　A:3800円コース　B:5,000円コース　要予約　◆23-4399
25（日）13時半～　親子でミニ門松作り　～下駄箱の上に飾ってね！～　多可町中区  那珂ふれあい館　400円　要予約　◆32-0685　　　　

　　それぞれにお問合せ下さい

けんしん亭　28-2557
鮨･割烹万松　22-7307　 
西脇ロイヤルホテル　23-2000

　おせ
ち料理

承り中
！　


