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写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？
※ 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。※ 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。　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

　左奥の建物が母屋で、 子どもたちのために手前の洋館を建てた、 その人の名がこのレストランの　左奥の建物が母屋で、 子どもたちのために手前の洋館を建てた、 その人の名がこのレストランの

名前になっている。 日替わりのシェフは料理が得意な主婦から、 将来お店を持ちたいと名前になっている。 日替わりのシェフは料理が得意な主婦から、 将来お店を持ちたいと

思っている若者まで多様な人が関わり、 訪れる人を楽しませてくれる。思っている若者まで多様な人が関わり、 訪れる人を楽しませてくれる。

　また、 周囲にはちょっと懐かしい風景を残す街並みや播州織りの専門店が多く、　また、 周囲にはちょっと懐かしい風景を残す街並みや播州織りの専門店が多く、

遠方からの来訪者にもここの食事やコーヒータイムがお勧め。遠方からの来訪者にもここの食事やコーヒータイムがお勧め。

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】 ８/２０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

　　　★７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 2 人に、
このサテライトのランチ＋コーヒー券と、 このサテライトが掲載されている

北はりま魅力探訪紀行五をプレゼント！

で　　　　ん　　　　く　　　　う



2012年

  7  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    手作りぞうりで健康に！　
1（日）体験教室　播州織りの布ぞうり作り　参加者17人

    頑張るサテライトを応援したい！サテライト懇談会　
13（金）13名　、14（土）4名　でんくう総合案内所体験学習室　
20（金）23名　、21（土）9名　中区　グリーンプラザ

    　　近くにも、いろんな虫がいた！ 　
22・29（日）体験教室　昆虫採集と標本作り  参加者16組31人　　　　　

　スタッフはこの日のため、事
前に材料の用意や練習をし、参
加者の指導に当たった。  
 午前中の土砂降りの雨は、午後
次第にやみ、湿度の高い一日に
なった。近隣や、遠くは神戸市
より参加された方は、2人ひと
組になり、作業台に向かい、コ
ツコツと編んでいった。 

　参加者の多くは体験済みの人たちが多く、手際よくほどん
どの人がお昼頃までには1足を完成させていた。
　また、はなおの付け方を少し改良したことも作業をスムー
ズにしたようだ。  

　現在の登録サテライトは210
件。これらのサテライト関係
者とでんくうスタッフとの交
流や相互理解・情報交換のた
めに毎年企画し、今年も2カ所
の会場で、計4回開催。熱心な
サテライトは毎年参加いただ
き、サテライトの提案を受

け、バスツアーや散歩道のルートに組み入れ訪問した
り、要請のあったイベントなどの情報発信に力を入れて
きた。
　まずパワーポイントで、でんくう活動を紹介。その後
サテライトの活動紹介や要望・意見交換などを行った。
やはり直接顔を合わせ、話をすることで親しみもわき、
交流も進むようだ。サテライト関係者も、でんくうスタ
ッフも地域の活性化に何ができるか、同じ立場で意見交
換できた様子。
　今回いただいた貴重
なご意見は、とりまと
め今後のでんくう活動
に生かしていきたい。

　22日、天気は梅雨も明け、
晴天。神戸や三木からの遠方
の参加も。
　午前中は西脇公園の近くの
皿池（写真）とロータリー子
どもの森周辺で昆虫採集。暑
い陽射しが照りつけているも
のの、参加した子供たちは元気いっぱい。
　皿池では「トンボがおる」「セミ採った」などという
楽しそうな声が聞かれた。採れたか聞くと「こんなに採
れたよ！」とケースも見せてくれた。
　ロータリー子どもの森では、椎茸のほだ木の中のカブ

トムシ探しを楽しんでい
た。
　昼食を食べて、午後か
ら採った昆虫を標本にす
るための整形の作業。
　でんくうスタッフと一
緒にみんなでビデオを見
て、展翅板や昆虫針、ピ

ンセットなどを使い、形を整えていく。
　今回はトンボが多かったようで、展翅板で羽を広げて
針やピンセットで形を整えて、紙の（展翅）テープで固
定する細かい作業をみんな集中してやっていた。29日
の、標本作りの日まで乾燥さ
せる。
　29日、この日が昆虫採集な
ら熱中症になりそうな暑い
日。体験学習室は独特の臭い
の中、乾燥した虫の名前を図
鑑で調べ、ラベルを作り、虫
と一緒に標本箱に並べる。乾
燥した虫は注意深く扱わないと、足や羽がポロリと落ち

てしまう。
　きれいに箱に収まった
昆虫。子どもたちにはど
こで取ったか、苦労した
などの思いでも詰まって
いる。これらの作品は8月
11日(土)から開催される昆
虫展で展示される。

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

4日　神戸市長田区『ひょうごまちあるき会』　でんくう案内人が「まち歩き」を案内
5日　加東市でこころ豊かな美しい北播磨推進会議総会　長谷川代表が出席
27日　朝来市長他1名が視察　長谷川代表、足立･藤原･池田副代表が対応

5日　宝塚市良元光明バファローズ27名を「夏休みの工作教室」で受け入れ　プログラム部対応
　

 7月

 8月



でんくう各部からのお知らせ
【総務部】
・でんくう案内人企画のぶらぶら探検マップ５「大
和の里周辺」と６「柳山楊柳寺」が完成間近。情報コー
ナーに設置しますのでご利用ください。
・道の駅ネットワークで、豪雨の被害の大きかった
大分県道の駅かまえに、タオル、雑巾と軍手を送りま
した。

【プログラム部】
・でんくうまつりは 9/16（日）でんくう総合案内所と
周辺で、ステージ、青空市、フリーマーケット、サテラ
イト写真展、ガラガラ抽選会、ゆるキャラ 4体登場、
ポン菓子振る舞い、餅投げなど来場者への景品･プレ
ゼントを充実させ開催予定。出店者、出演者募集中。
・散歩道「北はりまの端っこを歩く」は 9/30（日）9：
15 でんくう集合、バスで多可町八千代区大和の毘沙
門堂へ。雨乞いの滝壺→船坂峠→市川町上牛尾→船
坂トンネル→なごみの里山都。
・あぐりバスツアー「秋の収穫体験・稲刈り･さつま
いも掘り･餅つき｣は 10/14（日）明石発→でんくう→
西脇市明楽寺の田畑で体験→でんくう→帰路。参加
費は大人 3,500 円（もち米 1kg・さつまいも 2kg 付
き）、子ども 1,800 円（土産なし）で募集中。

【広報部】
・８月の情報コーナーショーケース展示は西脇おやこ劇場です。

【サテライト部】
・新規登録サテライト
一期倶楽部（いちごくらぶ）　
多可町加美区大袋　代表：上郡近雄
「北はりまにちなんだ写真を多数撮りためています」
・バスツアー「座禅体験とパターゴルフと自然の中を
散策」は 10/27( 土 ) ～ 28（日）の 1泊 2日。27 日 : 三
宮発→でんくう→梅花藻→ラベンダーパーク多可
（たまごかけご飯の昼食）→ココロン那珂（パターゴ
ルフ）→多可町余暇村公園→ココロン那珂（夕食･宿
泊）　28 日：浄居禅寺（座禅体験）→岩座神棚田→ハー
モニーパーク（昼食）→足立醸造→帰路。参加費ひと
り 9,800 円（1泊 4食付き）です。

【特産品部】
・10 周年記念企画「現金 20,000 円が当たる！スタン
プキャンペーン」は現金 2万円 1本、1万円 5本、黒
田庄和牛すき焼き用 1kg2 本、コロッケセット・ジェ
ラートセット各 5本他豪華景品を用意。応募要項は 4
ページをご覧ください。

７月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
むらさきの風薫る丘

多可町加美区轟799-127　TEL/0795-36-1616　

★クイズ正解者へのプレゼントは  …ラベンダー製品のセットと北はりま魅力探訪紀行六でした。

　　

○ラベンダーパーク多可

　訪れたのは6月のある日、あいにくの雨模様。ラベンダーパー
クもしっとり風情がありとってもいい感じ。入園するやいなや
ラベンダーの香りがお迎え。早くも癒されみんなウキウキお散
歩を開始。雄壮な大井戸山をバックにむらさき色のじゅうたん
が一面に広がり心地よい香りと風景が心身をほぐしてくれます。
　香りのシャワーをいっぱい浴びた後は体験コーナーでボーダーリース作りに挑戦、美しい
色と形のドライフラワーをボーダー（ラベンダーの茎を束ねた物）にグルーガン（接着ガン）
で固定。みんなワイワイ言いながらも夢中に取り組みオンリーワンの作品が完成。いくつに
なっても変わらない乙女心をくすぐる体験（要予約で土・日、平日は 5 名以上で可）は５０
０円よりいろんな作品が作れるので、お勧めです。
　また事務室の前に木のエビフライの様な物体？が「これはリスがまつぼっくりを食べた後
で、山に落ちていたんでしょうね。このエビフライがあれば森にリスが居る証拠。」とでんく
うの物知りおかあさん。
　たまごかけごはんが３５０円で食べ放題のごはん亭でお腹も十分満たした後は充実したお
土産コーナー：ショップ丘むらさきを物色。心身ともに大満足の一日でした。
　6～ 7 月のラベンダーシーズン以外は入園料が無料になりま
す。四季折々のお花と壮大な眺め、毎日曜の体験教室、ごはん亭、
喫茶ラベンダー、ショップ丘むらさきがあり、シーズン以外も
ドライブに立ち寄りたいお勧めポイントです。

▲事務所前のカウンターに↓あった松ぼっくり

▲ボリューム満点のハンバーグ定食￥650

ボーダーリースの完成間近

▲バックに見えるのが大井戸山

▲上まで登ると眼下に広がる風景に感動

左は食べる前、右の小さいのはリスが食べた後



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

8月のでんくう自主企画8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 夏の見てみてガイド＆イベントカレンダー8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）

8月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

26(日)バスツアー　　　★雨天決行　　　　　ひと足早いさつまいも掘り体験
行程：8時三宮発→西神中央→道の駅みき→でんくう→
　ひと足早いさつまいも掘り→千ヶ峰TAiYAKi宮崎（車中で）→
　マイスター工房八千代（昼食）→安海寺→コヤノ美術館西脇館→帰路
参加費：3,900円　さつまいも3kg持ち帰り　定員：40名　　　
持ち物：さつまいも掘りの服装と靴、作業用手袋

26(日)北はりまで女子会　　　田舎であそぼ～！「そうめん流しと野菜収穫体験」
集合場所：JR西脇市駅10時　または　多可町八千代区大屋の現地10時30分　
参加費：1,200円　　定員：20人　終了予定16時　★雨天決行
内容：野菜を収穫し調理、そうめん流しを一緒に楽しみます
持ち物：帽子、タオル、畑に入る靴　天候によっては雨具
＊JR利用の方はスタッフが送迎します。

他にも豪華景品が・
・

　　詳細はチラシを

5（日）・19（日）体験教室　　　  　　　　　夏休みの工作教室
場所：でんくう総合案内所体験学習室＆特設テント
時間：13時～15時　　対象：小学生
内容：身近な材料で工作（材料･道具は用意しています）　
参加費：100円

・特別展「地図あれこれわたしたちのまちの今と昔」～9/30　西脇市郷土資料館　月曜休館（8月中は無休）　◆23-5229

・10月28日(日)第４回千ヶ峰・笠形山縦走　多可町仙人ハイク　申し込み～8/31　￥3,000　◆32-4779多可町役場
5（日）10時～16時　青少年のための科学の祭典2012北はりま会場　多可町中区 那珂ふれあい館　◆32-0685
6（月）18時～21時　播州成田山夏祭り　西脇市小坂町 成田山法輪寺　雨天順延　19時：盆踊り　20時：花火大会500発　◆22-3912
18（土）～　ログハウス建設見学会　多可町中区安楽田 ハーブ＆ログ スオミ　6×4mの小さなログ建設　◆32-4113
19（日）11時～15時　夏のこども祭　西脇市 西脇ロイヤルホテル 2fグランドホール　焼きそば、たこ焼き、焼く鳥、唐揚げ他　大スクリーンでゲーム大会　◆23-2000 
22（水）10時～　わくわくワークショップ「風船サックスを作ってジャズセッション！」　西脇市でんくう総合案内所体験学習室　要予約￥1,000　◆23-3218西脇おやこ劇場　
26（日）10時～15時　ひと足早いさつまいも掘り体験　多可町加美区山寄上　1区画10株（3kg保証）￥1,000　◆36-1919道の駅R427かみ
26（日）13時～17時　VOCオペレーター養成講座　多可町中区 ベルディーホール　舞台、音響、照明の操作や作業　初心者OK　◆32-1300
26（日）9時半～11時　藍染め教室「シルクスカーフを染めよう」　多可町中区那珂ふれあい館　講師：ハーブ＆ログスオミ 牧美紀さん　要予約　600円～　◆32-0685

28（火）14時～16時　ガーデンライブ〈風の谷倶楽部〉　西脇市黒田庄町 フォルクスガーデンナーシャ　◆28-5120

11（土）～19（日）昆虫展　　　  
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～18時
内容：カブトムシ中心の甲虫類標本、地元昆虫収集家の標本
　7/22･29の体験教室「昆虫採集と標本作り」で作った標本
　大型ディスプレイや昆虫のビデオなどの展示
共催：兵庫県立人と自然の博物館

現金2万円が当たる！ スタンプキャンペーン
　　　1（水）～10/31（水）10周年記念企画
特産品販売コーナーでお買い上げ1,000円ごとにスタンプ1個押印
スタンプ5個で1口応募　
応募カードはレジでお渡しします

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

9/16（日）10周年記念　　　　　　　　でんくうまつり
予告予告

フォルクスガーデン  ナーシャは

一部改装のため7/30～ 8/24まで

お店はお休みさせていただきます


