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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】 ４/２０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：q u i z @ k - d e n k u . c o m

　　　★３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
トから提供の 「虫入り琥珀原石＋研磨紙やすりセット」 (￥6000 相当 ) 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

　住宅街にある自宅１階部分がお店で、 中
には所せましと天然石を中心とした創作ジュエ
リーが展示されている。 じっくり見せていただく
と、 さりげないアクセサリー、 お手軽な価格のピアスやストラップも。 店主自らの加工で、 おば
あちゃんの真珠も素敵なネックレスにリフォームできるなど、 色々相談にのってもらえ技術も確か。

ヒントは 3 月のショーケース展示のサテライトです。



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・新入会員のお知らせです。正会員に荒木政美さん
( 加西市 )、梅田邦彦さん ( 西脇市 ) の 2名です。

【サテライト部】
・身近な水環境の全国一斉調査を北はりまの 3 河
川で行います。6/3( 日 )9 時同時に調査を開始。今回
で 7回目になります。
・バスツアー「ホタル観賞の夕べ」を 6/15( 金 ) 三宮
17 時発→フロイデン八千代（夕食・ホタル観賞）→
23 時帰着で \2,300 円企画中です。

【広報部】
・情報コーナーショーケース展示は 4 月は播州織
工房館です。
・4月のサテライト訪問は 4/14（土）11 時～なごみ
の里山都へ行きお花見と昼食。その後、西谷公園や
楊柳寺へもお花見に。今回からタイトルを「行って

みいへん、食べてみいへん」とし、会員に限らず一
般の方もご一緒に行きましょう。

【プログラム部】
・散歩道「オープンガーデンを訪ねて」を 5/6( 日 )
でんくう9時 15分集合→いぶきの森→5軒のオー
プンガーデンを巡りまちの駅たかゴール。（昼食は
曽我井の崇福寺）参加費は \500。
・あぐり体験バスツアーは 5/27（日）に 8時明石発
→西脇市明楽寺の田畑でジャガイモ掘り、田植え、
サツマイモの苗植え。大人 \3,800( ジャガイモ 3kg
の土産付き）、子ども \2,000（土産なし）です。
・バスツアー「日本のへそでホタル観賞」を6/9( 土 )
～ 10( 日 )1 泊 2 日 \9,800 で行います。14 時 30 分
三宮発→西神中央→道の駅みき→浄土寺→でんく
う→すみよし桃源郷（夕食）→( ホタル観賞）木縫の
里→西脇市立青年の家（泊）。10 日：子午線モニュ
メント→日本のへそ公園→岡之山美術館→にしわ
き経緯度地球科学館→でんくう（昼食購入）→帰路

３月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

地域活性化に貢献した証

西脇市市原町233-3　℡0795-22-3111
　　　　　　　　　　（西脇市役所建設経済部）　

★クイズ正解者へのプレゼントは  …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」と魅力探訪紀行でした。

　　

鍛冶屋線市原駅記念館

　市原駅を利用したこ
とのある人や鉄道ファ
ンにはとても懐かしく
興味深い、当時の時刻
表や料金表・駅員の制
服・写真・新聞記事な
どが展示されている。Ｈ2年 3月に鍛冶屋線は
廃線。関係者はどんなに残念であったのだろ
う。加古川の舟運が鉄道に変わり、当時の産
業と住民の足として欠かせなかった鍛冶屋線。
　大正 2年に野村～西脇（播州鉄道）、大正

10 年西脇～市原、大正 12
年市原～鍛冶屋まで開通。
コヤノ美術館の元亭主、
藤井氏とこの鉄道の隆盛
が重なる。
　切符売り場は駅員さん
が出てきそうなまま。中

には薪ストーブも残さ
れている。春は駅舎前
の桜がきっときれいだ
ろう。多目的トイレも
整備され、新しいベンチや時計も設置され待
ち合わせにも良さそう。北側には数年前にき
れいにペイントされた列車。待っているとそ
のうち動き出しそうな感じ。このかわいらし
い列車を撮影しようと、カメラを持った人の
姿もあった。
　歴史を知らない人も楽しめる空間になり、
車を止め、ベン
チに座って休憩
できるスポット
としてもお勧め
のサテライトで
ある。 22 年の 11 月に吉田稔美さんのイラストをペイントし、

とても素敵な列車に生まれ変わった。デザインの原画は
「海」｢宇宙｣｢妖精の音楽」などテーマにした 4 枚の絵巻風
の絵で、浦島太郎やクジラに飲み込まれるピノキオも登
場。「親子で空想をふらませ、楽しめる絵」はぜひ近くで
じっくりご覧ください。



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

4月のでんくう自主企画4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4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）

4月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

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　＊小雨決行
持ち物：弁当、お茶、
　　　　天候によっては雨具　　

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」

開催中！　　～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！
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29（祝）ふぁみり～カーニバル＆食織フェアー　　　   　　
場所：でんくう総合案内所周辺　10時～15時
ステージ：よさこい踊り･･和輝愛逢･我夢射楽
　播州太鼓･･和の風「未来」、樽太鼓･･虹の会工房
　大道芸･･日本南京玉すだれ協会
　バンド演奏･･ファイアーベンチャーズ
　　　　　　　月イチニューサウンズ
　フラダンス･･ハワイアンフラ西脇アロヒ
　マジックショー･･はら・しょうたとその仲間たち
　クラリネット演奏･･高橋喜久美
青空市：黒糖丸本舗･･焼きそば、ソフトなど
　JAみのり特産品開発センター･･揚げたてコロッケ
　虹の会工房・みどりの家･･クッキー、カステラ、パウンドケーキ
　天然酵母パン、アーモンドスプレット、
　へそ巻き(巻き寿司)、野菜、味噌など
播州織り製品の販売､エコバッグ、手芸品、靴下
播州織工房館のショーケース展示
西脇おやこ劇場のあそび横町
フリーマーケット70店舗
でんくる、加東伝の助、はばタン登場

・第17回杉原紙年賀状全国コンクール作品展　～4/10（火）  多可町加美区鳥羽　和紙博物館「寿岳文庫」　◆32-4779多可町役場地域振興課
・お祝いのコース『桜彩　サクライロ』(要予約 )　～4/15 （土）　 多可町八千代区中野間　エーデルささゆりレストラン「リンデン」　◆37-1200　
・おひなさま展示　～4/29(日 )  西脇市市原町　コヤノ美術館西脇館　入館料800円、子ども300円 (ココロンカード提示で無料 )　土日開館　◆06-6358-7555
・あつまっ亭ミニギャラリー　岡井末夫・喜代子夫妻の歌謡舞踊写真展　～4/30（祝）   西脇市黒田庄町岡JR黒田庄駅駅舎あつまっ亭　◆28-5880　
・いちご狩り～5月上旬   多可町加美区箸荷　箸荷いちご園 (ハーモニーパーク ) 水曜定休　◆36-0862　  ／西脇市明楽寺町　観光農園「篠田いちご」　◆25-8888
1（日）13時～　成田山春の大祭・頼富本宏先生講演会 　西脇市小坂町　成田山法輪寺法輪閣　14:30紫灯三壇大護摩巌修　◆22-3912
1（日）14時～　ガーデンコンサート　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　マキバンド　500円　◆28-5120
7（土）･8（日）10時･13時　 満開の翠明湖桜並木とクイズラリー！お花見レンタサイクル　多可町中区なかやちよの森公園　\300　◆30-0050　
8（日）8時～　第2回矢筈～市原縦走大会　西脇市市原町森林公園駐車場集合　バスで高田井町の登山口へ移動　5.5kmの縦走　◆22-0255高田井町の事務所

8（日）10時～　着物着付け教室　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　◆28-5120
8（日）10～15時　尾根筋縦走！“お花見登山”10㎞　多可町中区なかやちよの森公園　\100　要予約　雨天中止　◆30-0050　
14（土）･15（日）10時～16時　天然石で作ろう！オリジナルアクセサリー手づくり教室　西脇市寺内でんくう総合案内所体験学習室　\900～◆23-5208ダイヤモンド・ジュエリー・フジワラ
15（日）11～15時　第4回多可町菜の花まつり　多可町加美区門村の畑　菜の花の摘み取り･缶バッチプレゼント　◆36-0755永井さん　

21（土）16時～　　西脇おやこ劇場舞台鑑賞会「しょうぼうじどうしゃ　じぷた」　西脇市郷瀬町西脇市生涯学習まちづくりセンター　◆23-3218
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2012年

３  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   3日　北海道富良野市7名　西脇市の姉妹都市からの視察　長谷川代表、藤原副代表対応

29日　神戸市アキバ観光30名　地産地消の取り組みを見学　池田副代表対応 3月

NPO法人北はりま田園空間博物館のボランティア会員になりませんか？
で　　　ん　　　く　　　う

　この紙面でも紹介しているように「でんくう」では多様な活動をしています。
▲サテライト部：サテライトの登録やサテライトを巡るバスツアーの企画運営、サテライト相互の交流
▲プログラム部：イベントや体験教室、散歩道、あぐり体験、バスツアーの企画運営
▲広報部：活動の情報発信 ( ニュース、チラシ、ホームページ）や活動の取材・記録など
▲案内人：バスツアーや散歩道などで参加者への案内など
あなたがやってみたい活動や、できたら良いなぁと思っているボランティアを一緒にやってみませんか。
　関わることで、パソコンでチラシが作れるようになったり、地域の知らない見どころを訪ね、いつか
は案内する立場に。このことがきっかけで、多くの出会いがあり、自分の目指す方向がはっきりするこ
ともあるでしょう。また、ボランティアですから都合の良い時に活動していただけます。ちょっと気に
なるというあなた！お気軽にお問い合わせください。
　活動に関わる費用や、交通費程度の活動費が出ますので、持ち出しはなく安心です。

    護摩焚きのモクモク立ち上る煙が、祈りを叶えてくれそう　
２０（祝）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」　　43名参加

　明石発北はりまを1日楽しむバス
ツアーは参加者の要望も有り今回
から西神中央に加え道の駅みきか
らも乗車できるようになった。
　当日は好天に恵まれながらも、
春はまだ遠い。バスを降り肌寒さ
を感じながら、山裾から２０分ほ
ど坂道を歩いて、金蔵山金蔵寺を目指す。
　本堂についてからさらに僧侶、法螺貝を吹
く山伏に導かれ護摩場へ向かう。護摩焚きに
ついての説明の後、奉弓の儀、奉刀の儀、奉
斧の儀が執り行われ、火がつけられる。
　参加者の願いをのせ煙が上がる。「護摩焚
きは初めて参加した」という感動の声が。

　その後暖かい日差
しのある所に腰掛
け、ふるさと工房夢
蔵のお弁当で昼食。
地元の新鮮野菜を使
用したお弁当はボ
リュームたっぷりで

大好評。
　次に訪れたのは、天然水が湧き
出る新松ヶ井の水公園。遠方から
定期的に汲みに来る人もいる人気
のスポット。
　今回はバスの中で説明を受け、
前日スタッフが用意した２リット

ルのおいしい水を見学後の土産にした。
　箸荷いちご園では、甘いイチゴがお待ちか
ね。説明を受け、へた入れの紙コップを受け
取ると一斉にハウスの中へ。真っ赤な大きな
イチゴに思いっきりかぶり付き「もう食べら
れないと」言いながらも手が伸びる。
　最後の締めはバスの
中で、千ヶ峰ＴAｉYAKi
宮崎の出来たてのタイ
焼きを頬ばり、初春の
旅を終えた。
　
 

ご　ま　た

ほ　ら　がい


