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発行：

　【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】 ５/２０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

　　　★４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 「なごみの湯入浴券と特産品セット」 (￥2000 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

　赤穂藩の領地であった由来から、 歴史 ・ 文化を取り入れた武家屋敷風の体験交流館と名峰笠形山の形状を
デザイン化した屋根で八角形の交流活性化センターからなる複合施設。 この近くには西谷公園や楊柳寺がある。



2012年

４  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

17日　多可町加美区足立醸造（株）新蔵竣工式　足立副代表出席
24日　朝来市議会産業建設常任委員会22名が視察　長谷川代表、足立・藤原副代表対応
29日　多可町中区まちの駅たかオープン式典　池田副代表出席

 4月

    満開の桜を想像しながら・・
８（日）日本一長い散歩道を歩こう「翠明湖の春を楽しむ」　　36名参加

    準備から運営・片付けまで・・手づくりのイベント
29（日）ふぁみり～カーニバル＆食織フェアー　　5,000人来場

　例年より桜の開花が 1 週間から 10 日遅く、
残念ながらさくらの花見は期待できず、でん
くう総合案内所で集合した参加者はバスでな
かやちよの森公園まで移動。 公園の入り口に
植栽された桜がほんの少し開きかけていた。

　スタートして先ず糀
屋ダム管理事務所で翠
明湖の歴史や仕組みを
勉強。 その後は青空の
下、元気よく歩き始め
た。ようやく咲き始め
たタムシバが少し見ら
れた。 特徴的なモニュメ
ントのある翠公園で休

　今回は例年 4 月に行う食
織フェアーと 5 月のふぁみ
り～カーニバルを合体し、Ｇ
Ｗ入口の 29 日に開催。アル
ミステージやジャンボテント
4 張り､テント 6 張りの搬入･
組立の 28 日、本番の 29 日
とも好天に恵まれた。
　当日はＧＷ移動中のドライ
バーや家族の立ち寄りも多く
午前中を中心に賑わった。

61 ブースもあるフリーマーケットで品定め
をした人は､音楽の聞こえる体育館裏のイベ
ント会場へ流れ､食の青空市（黒糖丸本舗 : 焼
きそば･ソフト、JA みのり特産品開発セン
ター : 揚げたてコロッケ他 )、織の青空市（播
州織り製品の販売､エコバッグ、手芸品、靴
下）、ステージ前テントの中のいすに腰掛け

憩後、翠大橋を渡って、
翠明湖の東側を北上。
周囲の山が芽吹き前の
薄ピンク色になり始めている。
 　徳畑にある天神社に到着。立派な鳥居や本
殿で 4/21･22 には春の大祭が盛大に行われる
が､普段は人陰も少ない。日なたを選んでお
弁当を広げる。記念撮影後、午後のスタート。
　お花見はオオバヤシャブシの房のような花
や、キブシ、ヒサカキ、アブラチャン、クロ
モジなど地味な花。足下にはかわいらしいス
ミレ類も咲いていた。風はあったけれど､歩
くのにちょうどの気温。青空の下快適な散歩
道だった。

多彩なステージ（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、ＳＰＡＲＫ: ヒップホップ
ダンス、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 : 高瀬喜久
美）も存分に楽しまれた様子。
　また、県立北高校学生の協
力で会場内をゆるキャラので
んくる、伝の助、はばタンが
歩き、親子連れの参加者など
に愛想を振りまいていた。ス
テージ最後には参加者と記念
撮影もしイベントを盛り上
げ、幕を閉じた。



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。正会員に渡辺詳丈さん
( 西脇市 )、近藤尚美さん ( 多可町 ) の 2名です。
・第 11 回総会、10 周年記念パーティーを 5/19（土）
西脇ロイヤルホテルで行います。これからの田空を
多くの方と語り合う機会にしたいです。
・道の駅利用者へのサービスの一環として、でんくう
総合案内所にフリースポットを設置しました。フ
リースポットとは無線 LAN でインターネットにア
クセスでき、自由に使っていただけるサービスです。
ネットワーク名は kitaharima です。

【広報部】
・情報コーナーショーケース展示 5 月はオープンし
たばかりのまちの駅たかです。
・５月の「行ってみいへん、食べてみいへん」は 5/24
（木）11 時～浄居禅寺です。その後ジェラテリアふ
れっしゅあぐり館でランチ、ガーデンのやまぼうし

のお庭を見せていただきましょう。チラシは情報
コーナーにあります。申込は事務局へ。

【サテライト部】
・第 2 回サテライトフォトコンテストを開催します。
詳細は４ｐをご覧ください。

【プログラム部】
・7/1 の体験教室「播州織の布ぞうり作り」は参加費
800 円、定員 20 名、9時 30 分～ 16 時でんくう体験
学習室で行います。
・毎年好評の昆虫採集（7/22）と標本作り（29）は親子
一組 2回分の参加費 500 円で 20 組募集します。
・8/11 ～ 19 にでんくう総合案内所体験学習で北は
りまの昆虫展を開催します。人と自然の博物館所蔵
の標本や体験教室で作った子どもたちの標本を展示
します。

4月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

さりげないアクセサリーで魅力UP

西脇市野村町緑風台1817-25　TEL/0795-23-5208
営業時間：9時～20時　不定休　　　　　　　　

★クイズ正解者へのプレゼントは  …虫入り琥珀原石＋研磨紙やすりセット」(￥6000 相当 ) でした。

　　

ダイヤモンド・ジュエリー・フジワラ

　店舗は住宅街の中で少し分かりにくいけれど、隠
れ家的ワクワクムードの所です。笑顔の藤原さんに
快く迎えて頂き、同行の女性が早速自宅にあった、
アクセサリーのリフォームを依頼。ピンタイプでお
気に入りの台座に付いたパールを、その台座を生か
したネックレスにリフォームしたいと。おかげで実
際のリフォームの受け答えを見せていただきまし
た。ここが自由に創作を手掛けておられる藤原さん
の腕の利く所。お客様の希望を出来るだけ叶えるよ
う、パーツ・デザイン選択からサイズ調整までお好
みの要素を取り入れデザイン決定！さっすが職人さ
んです。
 　見学体験では、細くて薄い 18 金の線細工を見せ

ていただきまし
た。普通宝石の固
定などは爪金具で
台座に固定する
か、宝石そのもの
に金具を打ち込む
か（石に穴開け）

がほとんどですが、藤原さ
んは宝石の輝きを出来るだけ活かすため、18 金の薄
く細～い板にごくわずかな溝を掘り、宝石の縁をぐ
るっと回してしっかりはめ込んでいき、端が合わさっ
た金板にこれまたミリ単位で穴を開け環金具を付け
ます。こうすると、宝石にたくさんの光が入るので
輝きが違ってくるのです。この辺りでは藤原さんし
かされていない技術だそうで、細工一つで輝きが更
に引き立つのは、やはり職人の知恵と技。さすが、
オンリーワンの仕事をされています。
　まだまだ、細工の工程があるのですが、是非来店
しお持ちの宝石などのリフォーム依頼をしてみて下
さい。藤原さんの技術で、淋しくタンスで眠ってい

る貴女の宝に、
本当に魅力ある
輝きが取り戻せ
ます。蘇ったア
クセサリーを身
につけて見ませ
んか！ 

小さなペンチや道具を操り細工が進む 時計の修理道具が活躍する細かい細工 天然石を使ったストラップがこんな値段で！

この中からあなたのお気に入りがきっと見つかる



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

5月のでんくう自主企画5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5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）

5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
　　　　　　「オープンガーデンを訪ねて」
集合：9時15分　でんくう総合案内所　バスで移動
行程：いぶきの森→5軒のオープンガーデン(中区)を巡り
　　　オープンしたばかりの「まちの駅たか」ゴール
　　（昼食は曽我井の崇福寺）　　約10km

27（日）　あぐり体験バスツアー　　　   「田植えとジャガイモ掘りとサツマイモの苗植え体験」
行程：8時明石発→西神中央→道の駅みき
→西脇市明楽寺の田畑で農作業体験
　昼食は近くの六所神社で黒田庄和牛たっぷりの
　豪華肉じゃがと炊きたてご飯、味噌汁など
参加費：大人 \3,800( ジャガイモ 3kg の土産付き）
　　　　子ども \2,000（土産なし）　定員：40 名

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！

サテライト フォトコンテスト　　
　　　応募〆切り　8月31日
応募先　北はりま田園空間博物館総合案内所
審査　　9月上旬に北はりま田園空間博物館サテライト部で行います。
　　　　入選以上の作品の表彰式は別途通知します。　
賞　　　大賞　1点　副賞　2万円
　　　　準大賞 2点　副賞　1万円
　　　　田空賞 3点　副賞　5千円
　　　　入選 10 点　副賞 3千円程度の記念品
展示期間　9月上旬～中旬の予定

訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
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6/9（土）～10(日)　　　  北はりまを1泊2日で楽しむバスツアー
　　　   　　　　「日本のへそでホタル観賞」
9日：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
参加費：9,800円（一泊2食付き）　定員：40名

～25（金）　アピカホールの合唱団員募集！　西脇市西脇 アピカホール　小学1年（児童合唱団）～ 一般（混声合唱団）まで　指導：百合花氏◆23-9000
～第9回西脇市サムホール大賞展 公募　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　8/1〆切り 　◆23-6223
～第56回企画展「横尾少年に会おう　LET'S MEET TADANORI YOKOO BOY!」　～10/8　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館◆23-6223
～世界の民族衣装展　～20日　西脇市西脇 西脇市郷土資料館　月曜休館　◆23-5992
～輪ゴムのちから展　～7/8　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館テラ･ドーム　輪ゴムの色々を展示･紹介　◆23-3110　
1（火）～31（木）　一期倶楽部写真展  北はりま紀行Ⅲ｢北はりまのお祭りと野鳥｣　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　水曜休館　◆36-1616
3（祝）10時～　GWスペシャルイベント　～5日   多可町中区 なかやちよの森公園湖畔の広場　予約不要　◆30-0050
3（祝）10時～　緑風窯陶芸倶楽部展　～13日    西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆22-5549
3（祝）10時～15時　まるごと！ものづくりフェア　多可町中区東山 那珂ふれあい館　芝生広場他　体験教室がいっぱい　◆32-0685
3（祝）11時～16時半　手づくり市　西脇市西脇 播州織工房館　播州織り製品の販売　手づくりオリジナル作品の販売　◆22-3775
4（祝）19時～　JAZZ Live in Raffine 「毎週金曜日の夜はジャズをお楽しみください」　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテルレストランラフィネ　25日まで　◆23-2000
5（祝）14時～　なちゅれと愉快な仲間たち　なちゅれあんさんぶるコンサート　西脇市西脇 旧来住家住宅　￥500　◆22-5549
11（金）　｢松内倫子　個展」　～13日(日)　西脇市住吉町 春日焼 龍胆窯　お気軽にお越しください。　◆23-4080
12（土）9時半～12時　初夏の野鳥観察会　多可町中区 なかやちよの森公園湖畔の広場　要予約　￥300　◆30-0050　　
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