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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】３/２０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
　　　★２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、列車の
イラストデザインを手がけた吉田稔美さんの「のぞきからくり絵本・ピープショー」
と魅力探訪紀行をプレゼント！

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。

鍛冶屋線が廃線になりちょうど22年。地域の活性化に大事な役割を果たした
証がここに残っています。また、一昨年(22年)11月には、展示している列車に
吉田稔美さんの夢あふれるイラストを住民の手でペイントしました。

 どこのサテライト？クイズ
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２  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

28日　大分県竹田市企画情報課坂本大蔵氏他2名視察、サテライト見学　代表、部長3名が対応　
29日　兵庫県民会館でひょうご観光ボランティアガイド発表会　でんくう案内人活動発表、出席　

  3日　北海道富良野市7名　西脇市の姉妹都市からの視察
29日　神戸市アキバ観光30名　地産地消の取り組みを見学　五藤店長対応

 2月

 3月

    ますます応援したくなった！　
18（土）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　　35名

 おいしいおみそにな～れ！　
26（日）「味噌作り体験とドライフラワーのバスケット作り」バスツアー　　41人参加

　寒い中多くの参加があり、熱心な発表に耳を傾けた。
 まずエーデルささゆりの宮崎さんから、現在の活動(
営業)内容を発表。Ｈ2年にオープンし今年で22年、森
のホテルとして根強い人気がある。レストランの利用
客が多いが、宿泊や婚礼、宴会を通じ多様な人々に利
用されている。
　また、広い敷地と、隣接する体育
館・グラウンド・テニスコート、な
か・やちよの森公園などを活用する企
画にも対応。多くの方に利用していた
だけるよう多様なプランを用意してい
るのでぜひご相談を。
 　大山病院は院長自らの発表。Ｈ5年に
55床で黒田庄町に開設。「地域とともに、あなたと生
きる。」の基本理念の下、院長・職員が同じ思いを共

有し、医療サービスの向上
と関連施設の開設を進めて
きた。
　時代の要請もあり、老人
介護施設、給食サービス施
設、有料老人ホーム、事業

　小雪のちらつく寒い1日。昨年参加した人も初めて
の人もまず農村婦人の家で味噌づくり体験。蒸した大
豆と麹、塩を混ぜミンチ機でつぶし、ボール状に丸め
樽に空気が入らないよう投げながら詰めていきます。
これに驚いたり、感心した人も。また、経験者も作る
手順が違い驚かれたよう。慣れたスタッフの指導で順

調に100ｋｇの味噌仕込み
作業が終了し、隣の部屋
でランチタイム。
　ココロン那珂特製の季
節の弁当と、昨年仕込ん
だ味噌に地元野菜たっぷ
りの味噌汁。「おいいし

所内保育所、乳がん検診バ
スなど、目を見張る展開を
続けている。これらや休日診療など、院長の地域医療
に対する熱い思いが現れ、地元住民にとってもうれし
い、心強い存在の大山病院を再認識できた。
　最後になか・やちよの森公園の施設長藤本さん。

　成り行きで素人の自分が施設長にな
り、と自身の紹介を織り交ぜながら運営
での苦労や、やりがいなどを話された。
　開園当初はボランティアが２００名居
たが現在は８３名で、高齢化と周囲にも
類似の施設などが開設された影響で、人
材が分散した。ボランティアさんには

「自分が楽しんでその半分でも来園者に伝えてもらえ
ば」と長続きする活動を促す。
　残念ながら地元ボランティアは３人、また地元から
の来園者も少ない。「翠明湖の桜を救え」は地元ライ
オンズや商工会とも連携し毎年続けている。
　熱心な参加者から質問もあり、会場は外とは違い熱
気に満ちたムード。貴重な活動報告を聞くことが出
来、身近な施設がより身近に感じられ、安心して出か
けられるようになった。
 

い！」とおもわずの声が上が
る。その味噌2kgが今回のお土
産とあり、みなさんご機嫌。
　続いてラベンダーファームの
畑を見学後、「間子の七不思
議」の言い伝えが残る所を歩き
ながら案内を受けた。しばらく外で過ごし随分と寒か
ったが、最後は暖かい会場でドライフラワーのバスケ
ット作り。材料の用意と指導は先ほどのラベンダーフ
ァーム。皆さん真剣に打ち込むと静かになり、完成す
ると他の人の作品を見たりと、また賑やかに。
　今回は女性に喜ばれる体験が多く、お土産もたくさ
んあり大満足の参加者でした。



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・ＮＰＯの代表理事が丸山好一から長谷川俊雄に、
総務部長が山口正晃から小西池美佐子に交代しま
した。

【サテライト部】
・「北はりまさくら街道と箸荷のいちご狩り体験」
バスツアーは 4/7( 土 ) 三宮発→西神中央→でんく
う⇒箸荷いちご園⇒なごみの里 山都 ( 昼食 )⇒楊
柳寺⇒成田山法輪寺⇒西林寺 ( 西脇公園 )⇒でんく
う→帰路で参加費 3,700 円です。

【広報部】
・情報コーナーショーケース展示は３月は
ダイヤモンド・ジュエリー・フジワラです。
・３月の会員対象のサテライト訪問は 3/14
（水）11 時～ダイヤモンド・ジュエリー・フ
ジワラへ行きます。その後、希望者は一緒に
昼食を。

【プログラム部】
・ふぁみり～カーニバル＆食織フェアーを
4/29( 日 )10 ～ 15 時でんくう総合案内所周辺
とローターリーこどもの森などで開催します。
このステージ出演者、青空市出店者を募集中で
す。詳しくはでんくう事務所へお問い合わせく
ださい。

【特産品部】
・2/3 の節分巻き寿司は 6種の巻き寿司を用意。
お陰様で 1,000 本近く販売することが出来ま

した。

【事務局】
兵庫県ボランティア保険へ
加入していますか？他のボ
ランティア団体で加入され
ていない方は、でんくう事務
所へお申し込みください。

2月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

安全でおいしい「いちご」

多可町中区西安田　TEL/0795-20-1265

★クイズ正解者へのプレゼントは  …甘～い
いちごと北はりま魅力探訪紀行七でした。

　　

ハートフル♥ファーム やまもと いちご 

　小雪が散らつく日に訪問し、いちご作りの話を伺いました。
　いちごハウスの中は常に 25 度に保たれ、まるで春の暖かさに包まれている
ような心地。いちご作りには温度の管理がとても重要で、いちごが充分に液
肥を吸えるように気配りをしているとのこと。また、受粉のお手伝いにミツ
バチさんの巣箱をお借りして放されています。
　今年で 3 年目を迎えるいちご作り。最初の 1 年目は土が新しいため、病気
にもなりにくいそうですが、2年目以降は土の中で菌が発生する病気「炭疽病」
にかかりやすく、常に葉の状態を丹念に観察し、愛情を込めていちご作りに
取り組んでおられます。
　そんな山本百合子さんが作られているいちご｢章姫 ( あきひめ )｣を初めて口
にして、びっくり！練乳などかける必要もなくそのままで充分に甘く、余り
のおいしさに感動するばかりでつい食べ過ぎてしまいました。
　春の風を感じる頃、笑顔の素敵な、いちごのお母さんを訪ねてみませんか。
きっとほっこりとした幸せな気分を味わえるはずです。

安田のバイパスから見える
真新しいハウス

自動販売機の上に掛かる、ピンクののれんは
山本さんのお手製で、いちごの葉を染めている

ハウス内は温度や風、照明なども自動で管理

大粒のいちごにするため摘花作業も

大粒の安心安全ないちごは
お土産にも最適！

いちご狩りは 5月
開始の予定です。



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

3月のでんくう自主企画3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 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー3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）

3月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

4/８（日）日本一長い散歩道を歩こう
　　　　　　「翠明湖の春を楽しむ」
集合：9時30分　でんくう総合案内所　バスで移動
行程：なか・やちよの森公園→糀屋ダム→翠明湖畔を北上
　→翠大橋を渡り→天神社（昼食）→翠明湖畔を南下
　→なか・やちよの森公園　約10km
参加費：500円　定員：40名
持ち物：弁当、お茶、天候によっては雨具
＊小雨決行　　

4/7（土）  北はりまを1日楽しむバスツアー　　　   「北はりまさくら街道と箸荷のいちご狩り体験」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→箸荷いちご園（いちご狩り）
⇒なごみの里山都で昼食⇒楊柳寺（しだれ桜）⇒成田山法輪寺（ご祈祷）
⇒西林寺⇒でんくう→三宮18時帰着予定
参加費：3,700円　定員：42名

15（木）～5/14(月)　　　　「兵庫県認証食品フェア」
　　　　道の駅・特産品販売コーナーで開催
　　　　　県内の安心安全で個性的な食品が大集合！　　

20（祝）　北はりまを1日楽しむバスツアー　　　「神秘的な護摩焚きと北はりまのめぐみを味わう旅」
行程：8時明石発→西神中央→道の駅みき→加美区的場（約20分登る）→
金蔵山金蔵寺（護摩焚き）・ふるさと工房夢蔵の弁当→（徒歩20分下山）→
松ヶ井の水→箸荷いちご園→車中でタイ焼きおやつ→でんくう→帰路
参加費：3,900円　定員：40名
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・岩座神クラインガルテン入居者募集　多可町加美区岩座神の棚田　長期、短期契約有り　詳細はＨＰ岩座神ネット参照　◆32-2380多可町役場 
・11時～15時　早春スペシャル レストランリンデンのパスタ＆ケーキセット Ｔubaki　多可町八千代区エーデルささゆり　800円　◆37-1200
3（土）10時～　子ども手芸教室作品展～4（日）　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜定休　◆23-9119西脇TMO推進室
3（土）13時20分～　「遺跡はなぜ地下にあるのか？」　多可町中区東山那珂ふれあい館研修室　講師：山田清朝氏（兵庫県立考古博物館）　◆32-0685
4（日）　アトリエ個展シリーズVOL.5　髙田日出子展　～24（土）　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
4（日）13時半～　音楽紙芝居「もちもちの木」　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄    紙芝居制作賛助：粟田　良之助　◆28-5120
8（木）10時～11時半　はじめの一歩　西脇市寺内でんくう総合案内所体験学習室　テーブルコーディネイト「ひなまつり」を学ぼう　300円　◆23-3218西脇おやこ劇場　
10（土）14時～　生涯学習講座発表会 八千代寄席　多可町八千代区 八千代プラザ　特別出演：桂九雀　◆37-0596　

11（日）13時半～　第13回比也野よってけライブ　西脇市比延町 こみせん比也野　出演：桂九雀他　500円　◆24-0120　　　
11（日）8時～　えき益ゆうきの朝市　西脇市黒田庄町ＪＲ黒田庄駅舎　地元特産品や新鮮野菜の販売　【毎月第２・４日曜】◆28-5880　

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 　【第2･4月曜】　◆28-5120
18（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）　　
18（日）13時半～　★ときめきハートフルコンサート★ポップス＆シャンソン　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　出演：山田直毅・谷口喜久美　◆28-5120　
18（日）13時・18時半の2回上映　アピカ名画座「エクレールお菓子放浪記」　西脇市西脇 アピカホール　一般1,000円（当日500円増）　◆23-9000
20（祝）13時半～15時　健康ふれあい教室「漢方の外来について」　西脇市黒田庄町田高 大山病院４ｆ大ホール　講師：リハビリテーション科上田徹医師　◆28-3241

4/29（祝）ふぁみり～カーニバル＆食織フェアー
　　　   　　フリーマーケット出店者募集
場所：でんくう総合案内所周辺　10時～15時
店舗数：70店舗（申込先着順）
場所代：1ブース　1,000円（畳2帖程度）
受付開始：3/26（月）からＦＡＸで受付（所定の用紙）


