
　皆さんよくご存知の場所。

体験学習室入り口から、

正面玄関を見てみました。

NPO 活動の拠点でありエリ

アの案内所として今月で１０周年を迎えます。 これもひとえ

に、 多くの方々のご協力とご理解のたまものです。 この場

を借りお礼申し上げます。

　このサテライト No は１番。 正確にお答えください。 漢字１３

文字とひらがな３文字です。

2012年9月1日発行   92号 92号

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。
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

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】 ９/２０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

　　　★８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、
このサテライトで販売している特産品詰め合わせ (2,000 円相当 ) とお好み

の北はりま魅力探訪紀行をプレゼント！

で　　　　ん　　　　く　　　　う



2012年

  8  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    これで夏休みの宿題もOK!　
5（日）・19（日）体験教室 　夏休みの工作教室　計65名参加

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

  5日　宝塚市良元光明バファローズ50名を「夏休みの工作教室」で受け入れ　プログラム部対応
20日　浜松市からの家族５人を頼政公ゆかりの里頼政公ゆかりの里に案内　でんくう案内人･長谷川対応
21日　加古川流域土地改良事務所糸口氏他3名視察　藤原･池田副代表対応
26日　大阪市立大学大学院創造都市研究科博士課程 他4名  ヒアリング調査　藤原副代表・大谷駅長対応
28日　Kiss FM  KOBE『4seasons』10時～10分間でんくうを紹介　五藤店長が電話対応

 8月

    お父さんも子どものように夢中　
11（土）～19（日）昆虫展　来館者：大人1271人こども692人計1963人

暑かったけれど芋掘りは楽しい
26(日)バスツアー　　ひと足早いさつまいも掘り体験　　43名参加

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

やっぱり女性は夏野菜のように元気！
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」　14名参加

　多くの子どもたちに見てもら
いたいと夏休みに開催。お盆の
最中は200人を超える日もあっ
た。ひとはくのカブトムシ、地
元昆虫収集家･藤原進さんの蝶

の標本とも人気が高かったが、やはり子どもたちが体験教
室で作った標本が注目の的。今年はトンボが多く採れたの
で多彩な標本が完成。来
年はぜひ作ってみたいと
問い合わす子も。猛暑な
どの影響か、昨年に比べ
ると期間中入場者は82％
と少なかった。

　19日は雲一つない暑い一日、昆虫展開催中で小さい体験
学習室とテントで工作教室を開催。近隣の子どもや、明石
や高砂からの参加もあり、木工、荷作りテープを使った工
作など思い思いに見本を見ながら製作した。木ぎれを台に

固定し、慣れない手つき
でノコギリを使ったり、
大人が手助けし釘と金槌
にも挑戦。こうぞの木の
動物、ゴム鉄砲や紙管を
使ったけん玉などを作っ
た。小さい子は親子共同
作業で完成させた。

　連日の猛暑で人も野菜もぐ
ったりしているが、手入れさ
れたさつまいも畑は暑さのお
陰で順調に大きくなった様
子。一番にさつまいも掘り体
験へ。土の中から鮮やかな色
をした芋が姿を現すと、暑さも忘れ芋掘りに夢中。
　次のマイスター工房では冷房も効き特製弁当の昼食をい
ただく。巻き寿司やおかずの味付けなど、開店前には行列
ができるという人気に納得。続いて近くの安海寺で住職の
講話。暑さと昼食後で少々お疲れの人も。
　最後は一昔前にタイムスリップできるコヤノ美術館。展

示中の盃台でどんな酒宴
が繰り広げられたのだろ
うなど、参加者それぞれ
に気になる展示があった
様子。今回はすべてのス
ケジュールで遅れが見ら
れ、多くの方々に迷惑を
おかけした。

　多可町八千代区の古民
家石坂邸を借り、田舎情
緒あふれる中で女子会。
参加者は神戸や大阪など
都市部で日々忙しく暮ら
す女子とでんくうスタッ
フ。
　JR利用者はスタッフが
送迎し、まず農家の畑で
野菜収穫。畑で生のピーマンをかじったり、暑さも忘れて
盛り上がり、持ちきれないほどの野菜を収穫。

　お昼は竹の手作りお箸と
器、新鮮な薬味たっぷりで
そうめん流し。味噌や塩麹
を生野菜につけて食べると
美味しさ倍増。
　手摘み茶や紫蘇ジュース
を飲みながら、野菜収穫の
様子や、今後どんな企画が
いいかなどを話し合った。
少し涼しくなった頃、収穫

したたくさんの野菜を手に笑顔で石坂邸を後にした。

広い畑でたくさん収穫し農家気分

井戸水のそうめん流しは冷たい
盃台とは酒宴などの時に盃を置く台のこと



8月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

日替わりシェフのレストラン &カフェ

西脇市西脇394-2　TEL/0795-23-9415　

○梅吉亭

でんくう各部からのお知らせ

★クイズ正解者へのプレゼントは  …2名様に梅吉亭ランチ＋コーヒーお食事券でした。

　梅吉亭に隣接し
ているのは西脇情
報未来館 21 と、旧
来住家住宅。また周
辺には大正時代の街
並みが残ります。昭
和 30 年頃は播州織物業の最盛期で、集団就職で西脇に働
きに来た女子従業員らが当時住んだアパートが残ってお
り、まるでタイムスリップした様な空間 。昔料亭があり
「芸者さんが 50 人もいてガチャマンで大儲けした機屋さ
んで大繁盛していた」とか。
　他にファッションセンスあふれる播州織専門店 The nuno（布）や、播州織工房館など見所
がいっぱい。 　でんくう案内人に案内してもらうと、より楽しめます。　

月曜定休（祝日の場合は翌日）　10 時～ 18 時
ランチタイム：11 時 30 分～ 14 時【売り切れ次第終了】
 日替わりランチ 800 円　コーヒー付き 900 円
カフェタイム　ランチ以降～ 17 時

今回は贅沢に、旧来住家住宅離れを貸切り、梅吉亭のランチを楽しみました。本日のシェフは
将来は自分の店を持ちたいという若い女性のｊａｍｊａｍ。
子どもの頃胸をときめかせたお子様ランチを大人仕様にし
たお弁当を用意。ふたを開ければ皆わ～っと感動！風情ある
お庭を拝見し爽やかな風を感じながら頂くお弁当は格別。梅
吉亭のＨＰではおしながき（担当シェフとメニュー）一覧表
がアップされていますのでお気に入りのシェフやメニュー
をチェックして来店下さい。ランチは数に限りがあるでお早

めに。
　また、梅吉亭では随時
シェフを募集。料理自慢
の方はチャレンジしてみ
てはいかがですか？

【総務部】
・浜松市三ヶ日町には、「ぬえのさと」があり、長明寺
の頼政と鵺にまつわる話に興味があると、8/20 浜松
市からの５人を頼政公ゆかりの里にでんくう案内人
が案内。一説によれば、頼政が射落とした鵺に従者
がとどめを刺したところ、鵺は四つに飛び散り、頭
の落ちた所が三ヶ日町の鵺代、胴の落ちた所が胴
崎、尾の落ちた所が尾奈、羽の落ちた所が羽平と、地
名の由来となっています。
・8/26 大阪市立大学大学院と神戸大学大学院から４名の研
究者が来館。道の駅の「有人の観光情報提供コーナー」につ
いて現在研究中。近隣の道の駅に比べ、ＮＰＯが運営する当
館の取組みも大いに興味をもたれた様子。彼らの研究成果
が北はりまの情報発信の一助となることを期待します。

【広報部】
・9月の情報コーナーショーケース展示は梅吉亭です。

【特産品部】
・秋冬用制服（エプロン）を準備中。黒をベースにした播州
織で、地模様とデザインがかわいらしく、楽しみです。

【事務局】
・8/19 に東京電機大学サイクリング部 34 名が芝生広場
でキャンプをしました。

【プログラム部】
・9/16でんくうまつりの詳細は
★ガラガラ抽選会（店内のお買い上げ1,000円で1回の抽選会。
TVや新米、西脇ロイヤルホテルのペアランチ券などが当たる!!!）
★紅白の餅まき　★フリーマーケット　★ポン菓子の振る舞い
★サテライトフォトコンテスト写真展と入賞者の表彰式
★特産青空市　寿司（ふるさと工房夢蔵）焼きそば（黒糖丸本舗）
アクセサリー（ダイヤモンド・ジュエリー・フジワラ）など
★ステージ　・マンドリン演奏（福知山マンドリンクラブ）
・バンド演奏（ファイアーベンチャーズ）・フラダンス
（ハワイアンフラ西脇アロヒ）・マジック、コント（はら
しょうたとその仲間たち）・和太鼓（播州大鼓　和の風未来）
・三田音頭（三田音頭保存会）・よさこい踊り（k－Dream
・匠・和輝愛逢）・クラリネット演奏（高瀬喜久美さん）
★ゆるキャラ登場・・・にっしー（西脇市）・たか坊（多可町）
・加東伝の助（加東市）・でんくる

・でんくうまつりは、多くの会員、サテライト、特産納入
者、県立西脇北高校生にも協力を得、実施予定。また、前日
の準備、翌日の片付けの協力もよろしくお願いします。

ぬえ
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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
収益と、西脇市･多可町の支援を頂き活動しています。

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

9月のでんくう自主企画9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 秋の見てみてガイド＆イベントカレンダー9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）

9月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

他にも豪華景品が・
・

　　詳細はチラシを

現金2万円が当たる！ スタンプキャンペーン
　　　～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

16（日）10周年記念　　　　　　でんくうまつり　10時～15時30分
場所：でんくう総合案内所と芝生広場・その周辺
内容：ガラガラ抽選会
　　　餅まき
　　　ステージアトラクション
　　　青空市
　　　フリーマーケットなど　
　　　詳細は3pまたはチラシをご覧ください。

23(日)バスツアー　　　　　　　　燻製作り体験と荘厳寺　
　　　　　　　黒田官兵衛生誕を紐解く
行程：8時三宮発→西神中央→道の駅みき→でんくう→
　→西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場
　（燻製体験と黒っこマザーズの特製弁当で昼食）→
　　荘厳寺（黒田官兵衛についてのお話）→でんくう→帰路
参加費：4,800円　定員：40名　　　
持ち物：軍手、歩きやすい服装と靴

30(日)日本一長い散歩道を歩こう　　　　　　　　北はりまの端っこを歩く
行程：9時15分でんくう総合案内所集合⇒毘沙門堂→
雨乞いの滝壺→船坂峠→神崎郡市川町→船坂トンネル→
なごみの里山都⇒でんくう総合案内所
参加費：500円　持ち物：お弁当・お茶・雨具　定員：40名

10(月)～20(木)　　　サテライト フォトコンテスト応募作品展
場所：　でんくう総合案内所 体験学習室

13（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「妙見山麓で遊ぼう・ココロン那珂」
集合：でんくう総合案内所10時30分　または現地11時
内容：ココロン那珂で食事をし、多可町北播磨余暇村公園を散策。
その後、那珂ふれあい館で勾玉作りに挑戦！
参加費：1,200～1,500円（ココロン那珂の日替わり定食･勾玉作り）
定員：10名　　雨天決行
歩きやすい服装、靴で、帽子なども持参下さい。

・高校生による　「第11回清流の書展 」 ～ 9月25日(火 )　多可町加美区鳥羽 和紙博物館「寿岳文庫」 　２階ギャラリー　◆36-0080
・アトリエシリーズVOL.8 フジワラヒロユキ展　～9月15日(土 )　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　◆23-6223
1（土）10時～17時　コヤノ美術館西脇館 開館　 【毎週土日開館】 　西脇市市原町 コヤノ美術館西脇館　大人800円　◆06-6358-7555
2（日）10時～16時　間伐材で丸太イスづくり　多可町八千代区 なか・やちよの森公園　渓流の広場　雨天中止、要予約　500円　◆30-0050
5（水）10時～11時半　はじめの一歩 テーブルコーディネート｢重陽の節句」  西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　要予約300円◆  23-3218
7（金）10時半～11時半  「PACシーズン・オープニングフェスティバルｉｎ多可町」特別公演のリハーサル  多可町中区 ベルディーホール  ◆32-1300
13（木）19時半～　フェイスブック活用セミナー　多可町中区 ベルディーホール会議室　講師：道端俊彦　無料　◆32-2382多可町役場総務課
15（土）10時～17時　小林明美似顔絵展〈えんぴつ画〉　～30日(日)　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO
15（土）19時～　桂九雀八千代寄席　多可町八千代区 八千代プラザ　木戸銭大人1,500円　高校生以下500円　◆37-1462柴田

23（日）9時半～11時　ローズマリーのシャンプー  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  700円  要予約   ◆32-0685
29（土）13時半～15時  健康ふれあい教室「下肢静脈瘤の治療について」   西脇市黒田庄町 大山病院４ｆ大ホール  講師：土屋和彦医師  ◆28-3241　


