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　【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】 １０/２０日必着。 発表は当選者へ直接連絡します。
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　　　★９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、
このサテライトでのお食事券と北はりま魅力探訪紀行をプレゼント！
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  9  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    しっかり地元に根付いたイベント　
　16（日）10周年記念感謝祭　でんくうまつり　3,800名来場

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

4日神戸発、26日明石発、11月1日姫路発、11月15日でんくう発、11月22日加東市発
　　　　　バスツアー「源平争乱～源頼政と義経伝説～」　　でんくう案内人が長明寺案内担当  
5日　北播磨県民局で北播磨観光ボランティアガイドと地域ビジョン委員の交流会　
　　　　　でんくう案内人　内橋・長谷川・安食出席
12日　香川県ＮＨＫ文化センター詫間教室受講者40名視察　
　　　　　でんくう案内人が長明寺・荘厳寺・旧来住家住宅・街歩きを案内

 10月

ウォーキング行程：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

自分で作る燻製は最高！
23(日)バスツアー  燻製作り体験と荘厳寺　32名参加

残念ながら台風接近のため中止しました
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　

旬の地元食材と黒っこ巻きまで、豪華なお弁当

　秋風が心地よい日曜日、西脇市日本のへそ日
時計の丘公園オートキャンプ場で井上さんご指
導のもとベーコンと合鴨の燻製作りに挑戦。
「美味しく作るには、65度で20分乾燥後75度で
20分程チップでいぶす温度管理がもっとも大切
です。」皆、温度計をにらみ真剣。３回目の挑
戦という女性は「参加者に対してスタッフの人
員が行届き、タイミング良く工程が進み最高の
出来上がり！」「ここで作る燻製は百貨店でも買えないほ

ど美味しく家族で取り合いに
なるほど好評」と言う人も。
昼食は黒っこマザーズの色あ
ざやかな手作り弁当。包み紙
におしながきと参加者へのメ
ッセージが添えられ皆さん大
満足。記念撮影後は荘厳寺
へ。まずご本尊様に般若心経

を唱え、歴史研究家鈴木幸治さんより「豊臣秀吉の
天下統一を支えた武将黒田官兵衛の出生地は姫路と
の通説。しかし荘厳寺に伝わる黒田家の系図では黒
田庄町黒田村の生まれで、小寺家へ養子に出されて
いたと。この黒田説は
信憑性が高い」との
話。時間があれば周辺
を散策したい人もあっ

た。荘厳寺は11月中頃から
紅葉狩りのスポット。ぜひ
一度訪れてみてはいかが。

　さわやかな好天の下、
ステージアトラクション
は播州太鼓和の風「未
来」で始まった。続いて
懐かしい太鼓と歌声の三
田音頭。最近は生でこの

音頭を聞くことは少ない。ファイアーベンチャーズの演奏
で和輝愛逢の踊りとハワイアンフラ西脇アロヒのフラダン
ス。
　昼前には人出が最高潮になり、無料ポン菓子のお店には
長い行列。ガラガラ抽選会でラッキーな人にはTVや新米、
西脇ロイヤルホテルのペアランチ券などが当った。また、
ゆるキャラの４体が会場に登
場すると、小さな子どもが駆
け寄って握手したり、カメラ
で記念撮影する家族も。他に
は51ブースのフリーマーケッ
トや焼きそばやなどのテント
村も賑わった。

　午後からはサテライトフ
ォトコンテスト入賞者の表
彰式をステージで行い、は
らしょうたとその仲間たち
のコントや大道芸には皆さん息をのんで演技を見守った。
懐かしいメロディーを流れるように演奏した福知山マンド
リンクラブ、k－Dream・匠のよさこい踊りと続いた。
　最後は10周年記念の紅白餅まき。ステージからまかれた4
斗のお餅は青空に映え、多くの人たちが歓声を上げながら
受け取ったり、拾ったり。
　天候に左右されるイベント。前日の準備から運営、片付
けまででんくう関係者自らが行ったが、10周年を祝ってく

れたかのような好天。ま
た、強力な助っ人として
県立西脇北高校の生徒や
教諭らが一緒に汗を流し
た。その他も多くの協力
･参加がありでんくうま
つりは無事終了した。



9月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

北はりまの情報と特産品がいっぱい！

西脇市寺内517-1　TEL 0795-25-2370　FAX 0795-22-2123　

○北はりま田園空間博物館総合案内所

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2,000円の特産品詰め合わせでした。

年末年始以外無休　9時～ 19 時（11 月～ 2月は 18 時閉館）

　10 年前にオープンした北はりま田園空間博物館総合案内所は、西脇
市と多可町を活動エリアとするNPO法人北はりま田園空間博物館（で
んくう）の活動拠点で、来訪者の案内や地域特産品の販売も行う。この
NPO法人が道の駅を運営し、その収益で地域活性化の取組を行ってき
た。設立当初は素人集団と変わらなかった NPO が今は大きく成長した
「でんくう」となった。
　現在NPO正会員110名、登録サテライト210箇所、特産品納入者（団
体含む）200 余り。その他にも多くの協力を得、現在も活発に活動して
いるが、まだ地元でもよく知らない人も多いよう。
　来訪者を笑顔で迎え、地域の魅力を伝え、笑顔で帰ってもらえるよう
活動を続けていきたい。あなたも、一緒に活動してみませんか。

※写真は 9/16 のでんくうまつりの様子です。

体験学習室でサテライトフォトコンテスト作品展

情報コーナーでのクラリネット演奏

特産品販売コーナーは買い物客でいっぱい
軒下の青空市も賑わった

大道芸はみんなの目を釘付け

会場の人気者ゆるキャラたち

天神池と総合案内所

【総務部】
・でんくう案内人の活躍がこの秋続きます。西脇市
と加東市が連携し両市に残る源平争乱伝説の地を
巡るバスツアーを企画。10/4 から 11/22 までの間で
計 5日、頼政公ゆかりの里（長明寺）の案内をでんく
う案内人が担当。
・また、西脇市広報での紹介されますが 11/15（木）
はでんくう発着「北はりま住民限定バスツアー 源平
争乱～源頼政と義経伝説～」と題して、参加費 2,000
円と格安の企画。定員 40 名先着順ですのでお早め
にお申し込み下さい。
・11/5（月）8時から総合案内所周辺のプランターの
植え替えと植栽の剪定作業を行います。お手伝いよ
ろしくお願いします。
・ふるさと会員の特典を検討中。
11 月中旬に発表をしますので、ま
だ会員でない方はこの機会にふる
さと会員になりませんか。

【特産品部】
・秋冬用制服（エプロン）ができました。
木の葉の地模様のジャガード織りにス
トライプ柄の大きなポケットとキャッ
プがアクセントになっています。
・大好評の研修バスツアーは 1/16（水）

淡路方面へ。12 月に受け付けを開始しますので、しばらく
お待ち下さい。
・10/5（金）18 時 10 分～ＮＨＫTV『ニュース神戸発』で西
脇の金ごまが紹介されるそうです。ご覧下さい。

【プログラム部】
・10周年特別企画、明石発バスツアーを11/18(日)
に実施決定。昼食に黒田庄牛のバーベキューで、
参加費は格安の3,500円。詳細は4pをご覧下さい。

【サテライト部】
…新規登録サテライトの紹介…
ごはん屋 IBUKI　（ごはんやいぶき）
西脇市富田町48-1　代表：岡本猪部木
やさしい味わいとほんわかした雰囲気でおもてなし
・サテライトセミナーを12/1（土）19時～加美交流
会館にて「地域に生きた偉人たち」と題して3つのサ
テライトの活動報告をしていただきます。お楽しみ
に。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は大型観光バス
から中･小型バス、ワゴン、タクシーまで取り扱う兵庫バ
スネットです。



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

10月のでんくう自主企画10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10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）

10月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年
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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

11/18(日)バスツアー　　　　　　　　　紅葉と黒田庄牛バーベキューの旅
参加費：大人3,500円　小学生以下2,500円　定員：40名　

14(日)あぐり体験バスツアー　　　　　　　　稲刈りとさつまいも掘り＆餅つき体験
行程：8時30分明石発→西神中央→道の駅みき→でんくう→
　　　西脇市明楽寺町の田畑で体験(昼食は自分たちでついた餅と
　　　さつまいも入り味噌汁）→でんくう→帰路
参加費：大人3,500円　小学生1,800円　
持ち物：帽子、タオル、お茶、作業用手袋、着替え(長袖･長ズボン）
定員：40名　★大人には餅米1kg、自分で掘ったさつまいも2kgの土産

11（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「フォルクスガーデン  ナーシャ」
集合：でんくう総合案内所11時　または現地11時20分
内容：8月末にリニューアルしたフォルクスガーデン  ナーシャを
　　　見学・食事をし、周辺を散策
参加費：昼食代（森のささやきセット600円、チリコンカン1,400円）
定員：10名　　雨天決行

行程：8時30分明石発→西神中央→道の駅みき→でんくう→大城戸社寺屋根職人→荘厳寺→西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場
（黒田庄牛のバーベキューの昼食）→JAみのり特産開発センター→西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン→でんくう→帰路

10周年特別企画

共催・東播磨流域文化協議会・北はりまハイランド推進協議会

・日時計の丘公園オートキャンプ場　施設リニューアル工事のお知らせ　10月～翌年3月　ただし10月は利用可能　◆28-4851
・ガーデニング講座受講生募集～10/6　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　毎月第2土曜午前中　半日ボランティア作業で無料　講座のみは1回2,000円　◆36-1616
～ 10/15　健康ふれあいフェスタ  フォトコンテスト  写真募集　西脇市黒田庄町田高 大山病院　A4　1人1点　テーマ「じゅう」（十、住、重、柔など）◆28-3773　
～10/21　第7回へその西脇・織物まつりフォトコンテスト作品展　西脇市 旧来住家住宅　月曜休館　入賞・入選作品　◆23-9119西脇TMO　　　
～10/21　播州織オーダーシャツ 秋のフェア　西脇市 西脇情報未来館21　オーダーメイドシャツの注文でオプションボタンかネーム刺繍をサービス◆25-0077
～ 10/31　洋食屋さん＆しゃぶしゃぶ肉食べ放題　西脇市 西脇ロイヤルホテル　昼食･夕食とも：大人1,470円　小学生800円　幼児400円　◆23-2000　
2（火）　西脇北高校　東日本大震災現地ボランティア活動写真展　～10月31日(水 )　西脇市 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119西脇TMO　
5（金）～25（木）　森のようちえん『にじの子』写真展　多可町八千代区 八千代コミュニティープラザ　◆090-1586-8523笹倉

6（土）～8（月）　　小東千鶴主催キルトあーと彩土里  「キルトアート作品展」　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　　◆25-2370　　　
12（金）19時～　第11回環境落語寄席　多可町中区 ベルディーホール　1,000円　出演：桂九雀　桂三扇　笑福亭三喬他　◆32-2047
13（土）・14（日）　西脇多可シルバー人材センター友の会　「趣味の作品展」　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　力作を展示　◆25-2370
13（土）9時半～　ふるさと探訪ハイキング  黒田庄を訪ねて（前坂･黒田）　西脇市黒田庄町前坂　黒っこプラザ集合　要申込み　◆23-5992西脇市郷土資料館
20（土）10時半～　The HerBal Life Class講座　第5回For Winter Season is Coming!　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　◆36-1616
25（木）～27（土）　第2回草木染め作品展　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　「染め工房色草紙」『なごみの里山都」の草木染め作品展　◆25-2370
27（土）・28（日）　ひとと手仕事に出会う2日間 アート＆クラフト風の谷　西脇市黒田庄町 日時計の丘公園オートキャンプ場　◆090-1593-9904別所
28（日）9時～14時　比也野里　フリーマーケット＆イベント　西脇市上比延町 日本へそ公園芝生広場　◆24-0120　こみせん比也野

先着順です
！

お早めにお
申し込みを

！


