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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】1/２０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
　　　★1２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、ここが掲載され
ている「北はりま魅力探訪紀行六」など素敵なプレゼントが当たります！

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。

　初詣、節分、春の大祭、夏祭りなど、西脇で多くの参拝者を集める寺社。大きな絵馬
は毎年年末に新聞で紹介され、ご存知の方も多い。
　新年は気持ちも新たに、家族や友人と初詣に訪れ、今年こそは幸せな世の中になるよ
う祈りたいものだ。

 どこのサテライト？クイズ

賀正 新年もよろしくお願いいたします



2011年

  12  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    　　新年の幸を願う手作りのしめなわ 　
10（土）と18（日）体験教室 しめなわづくり　参加者28人（10日）+41人（18日）

ドライブ休憩にラッキーな豚汁サービス　
18（日）年末感謝祭　トン汁のふるまい

西脇産金ゴマの紹介

以前から販売されいてる
いりゴマ（120g入り900円）
すりゴマ（100g入り900円）
日本のへそゴマぽん酢（360ml入り840円）
日本のへそゴマ研究会の生産。

クッキー：黒っこちゃん
80g入り250円
黒っこマザーズ製造

パウンドケーキ：黒っこケーキ
約21×9×6cm、600円
黒っこマザーズ製造

クッキー：金ゴマクッキー　
50g入り200円
白ゆりの会製造

　西脇産の金ゴマ「金播磨」はいりゴマ、すりゴマ以外に加工品も販売し
ています。11月にNHKTV「たべもの一直線」で紹介され全国から注文を受
け、発送しました。この金ゴマを本当の特産に育てるには、地元住民の支
持がなくては広がりません。年末年始のお土産として、親戚や知人友人へ
お届け下さい。
　また、地方発送も受け付けていますので、ご利用下さい。

今注目の特産品！

 恒例になったしめなわづくり。ここで使
った藁は、10月のあぐり体験バスツアーで
稲刈りをした山田錦。これを雨にぬれない
よう倉庫で乾燥させ、新年にふさわしいき
れいな色に。
　当日は参加者が続々と体験教室に入り、
それぞれに藁の掃除、藁たたきをし、見よ
う見まねでしめなわを作る。わからない人
はスタッフや上手に仕上げ
ている人の手元を見たり、
聞いたり。
　家族で参加した人は、し
めなわやリースと手分けし
仕上げた。
　玄関飾りのしめなわは三
本綯いにする。先ず二本を

　特産納入者のグループ「175会」が毎年企画する年末感謝祭。早朝からテ
ントを用意し、豚汁の野菜をきざんで、10時より振る舞いが始まった。暖
かい日で外出する人が多かったのか、予定の300食は12時過ぎには終了。同
時に餅つきをし、つきたての餅も販売。豚汁とつきたて餅で昼食を済ませる人も多かった。

な

な

わら
先まできっちりと縄に綯う。そこに残っ
た一本分の藁をねじりながら先の縄の谷
間に埋め込んでいく。藁束がきれいなし
めなわになる様子は、まるで手品を見て
いるよう。
　参加者の半数は西脇市や多可町、残り
は丹波市、小野市や姫路市などから。親
の傍らで真剣に作業を見つめる子どもの

姿も見られた。藁で縄を
綯うのは、小さい子ども
には難しいが、普段手に
することが少ない藁の感
触などに触れることがで
きたと思う。



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。
・正会員に宇仁菅通子さん（西脇市）が入会
されました。よろしくお願いします。

【サテライト部】
・新規登録サテライトの紹介です。
《ダイヤモンド･ジュエリー・フジワラ》
西脇市野村町　代表：藤原茂さん
「メガネ、創作ジュエリー、リフォームの専門店」

・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は日程を変更し 2/18( 土 )19 時～でんく
う総合案内所で行います。発表サテライトはエーデ
ルささゆり、大山病院、なか･やちよの森公園です。

【広報部】
・情報コーナーショーケース展示は 12/20 ～ 1 月

末までトラットリアオンベ
リーコです。地元産の材料にこ
だわり、本格的なイタリアンメ
ニューなどの紹介です。
・1 月の会員対象のサテライト
訪問はハートフルファーム♥
やまもといちごへ 1/26（木）11
時～行います。ご希望の方は広
報部へお申込下さい。

【プログラム部】
・バスツアー「神秘的な護摩焚きと北はりまのめぐ
りを味わう旅」は 3/20（祝）8時明石発→西神中央
→道の駅みき→金蔵山麓（徒歩 10 分）→金蔵寺（護
摩焚き・昼食弁当）（徒歩で下山）→松ヶ井の水→
箸荷いちご園→千ヶ峰 TiYAKi 宮崎→でんくう→
帰路。参加費は 1人 3,900 円、定員は 40 名です。

12月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
播州織の専門店

西脇市西脇369-4　
TEL＆FAX/0795-38-8166
営業時間 /11 時～ 18 時　
毎週月・火曜日定休
（祝日の場合は翌日） 

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
個性的なデザインの播州織ポシェットでした。

　　

○The nuno　（布） 
　　ざ　　　　ぬ　　の

　照明の向きや位置にも
気を配り、色鮮やかに照
らされる生地。
最新の技術と洗練された
デザインの播州織がずら
りと並べられ、見ていても飽きない。それぞれの生地
の説明を聞くと、播州織の技術の高さや、応用範囲が
広がり、感心しきり。多くの人はシャツを注文するよ
うだ。男性の人気はドット柄、女性は肌ざわりの柔ら
かい生地。　実際にショールを巻いてみたり、服を当
ててみると欲しくなってしまう。　

　お気に入りの服や雑誌の切り抜きからデザイン
を決め、生地を選ぶ。注文を受け完成までには約
1ヶ月ほど。それだけ手間をかけ丁寧に仕上げら

れる。価格は 2 万
円～３万円前後で、
仕立て方やデザイ
ンによっても変わ
る。
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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

1月のでんくう自主企画1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1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）

1月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　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名で次第終了
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！

2/26（日）　サテライト巡回バスツアー
　　　「味噌づくり体験とドライフラワーのバスケット作り」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味噌作り体験・ココロン那珂の弁当で昼食）→ラベンダーファーム→
思出川（間子の七不思議）→思い出荘（ドライフラワーのバスケットづくり）→帰路
参加費：3,800円　味噌２kgのお土産付き

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 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。

・ 横尾忠則 原景 意識の眼展　～3/25　西脇市上比延町 岡之山美術館　休館：1/3日まで、月曜日（祝日の場合は翌日）と祝日の翌日　◆23-6223
・3/25翠明湖マラソン参加者募集　～2/15　多可町中区岸上  アスパル で受付　小中学生1,000円　一般3,200円　◆32-5122
・トールペイント教室募集　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2000円（材料費別）　開催日はただいま調整中　◆28-5120
2（休）～3（火）　テラ･ドーム臨時開館　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ･ドーム　入館料大人510円 小中学生100円   昼間の天体観測など◆23-2772
4（水）～21（土）　アトリエ個展シリーズVOL.2 長谷川 肇展　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
7（土）～13（金）　西脇市幼稚園児絵画作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370　
7（土）～15（日）　西脇高校美術部作品展　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO推進室
８（日）10～15時　2012年 耐寒登り初め !　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔の広場　要予約、500円、弁当、水筒、お餅（ぜんざい用）など　◆30-0050
15（日）10～15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）　　
13（金）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   【1･2月は第2･4金曜】  ◆28-5120
17（火）10～18時　今里純 野球展～2/26（日）　西脇市郷土資料館展示室　日米野球有名人のサイン入りバッド･ボールなど貴重な資料300点   ◆23-5992

18（水）～29（日）　西脇高校 つばき坂書道展　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO推進室
22（日）10～15時　里山の保全管理と動力機械安全講習会　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔の広場　座学と実習　要予約　◆30-0050
22（日）～23（月）　平和のパネル展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370
22（日）～2/11（土）　アトリエ個展シリーズVOL.2 増田美知子展　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
26（木）10～11時半　親子で作る手づくりのおもちゃ　西脇市寺内  でんくう総合案内所体験学習室　300円    ◆23-3218(月･火･木･金10時～15時） 西脇おやこ劇場　　

予告予告予告 申し訳ありま
せん！

満席になりま
した。


