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ティータイムやランチが気軽に楽しめるようになった。 播州織の衣類やニットのセーター、 素敵な小物も販売。ティータイムやランチが気軽に楽しめるようになった。 播州織の衣類やニットのセーター、 素敵な小物も販売。

ドライブの休憩に、 おしゃべりしながら庭の散策、 ひとりで野ウサギが飛び出すのを待っているのもいいかな。ドライブの休憩に、 おしゃべりしながら庭の散策、 ひとりで野ウサギが飛び出すのを待っているのもいいかな。
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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、※ 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。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。

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】 １１/２０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

　　　★１０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！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

 どこのサテライト？クイズ



2012年

  10  月　　　　
こんなこと やりました！  でんくうの活動

    　　稲のにおい、さつまいものズッシリ感、そしてお餅のやわらかさとおいしさ！　
　14（日）あぐり体験バスツアー「稲刈りとさつまいも掘りと餅つき体験」　大人34名（内 県立西脇北高校生7名教諭2名）＋子ども6名　計40名参加

対外活動
スケジュール
対外活動
スケジュール

  4日、他4回 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　3名出席　
12日　香川県ＮＨＫ文化センター詫間教室受講者40名視察長明寺・荘厳寺・旧来住家住宅・街歩きを案内
26日　神戸市中央区おいしんぼ館でサテライトフォトコンテスト作品展　～11/30
26日　韓国 京畿道 地域政策課視察7名＋通訳　長谷川代表・藤原副代表対応
26日　神奈川大学院生保科友希恵さん　修士論文「エコミュージアム研究」の調査訪問　池田副代表対応

  3日　西脇市黒田庄町大山病院のイベント　マスコットキャラクターでんくる出張(他1件)
  4日　小野市うるおい交流館エクラで 北はりま絆プロジェクト 　藤原副代表出席

 10月

 11月

総務部

サテライト部
地域を巡るバスツアーなどで案内を務めるでんくう案内人、総合案内所カウ
ンターでの案内　など

サテライト(展示物）の登録、認定、支援
　まるごとガイド(サテライトの紹介冊子）等の発行
　サテライト巡回ツアー、サテライトセミナーの企画運営

プログラム部体験学習(年７回）、昆虫展、日本一長い散歩道を歩こう(年４回)
ふぁみり～カーニバル・でんくうまつり・食織フェアなどのイベント
あぐり体験バスツアー（２回）・交流バスツアー（３回）
天神池・ロータリーこどもの森整備など、企画運営

でんくうの活動はNPO会員がボランティアで関わり､進めています。5つの部会があり、それぞれ役割分担をし、このページで紹介している多様な活動を展開してい
ます。また、経験のないことも先輩たちが指導し､できるようになり世界が広がります。私たちと一緒に活動を始めて見ませんか。月1回の部会出席とそれぞれ担当
の活動を自主的にしていただきます。また、請求すれば、交通費程度の活動費が支給されます。

広報部

でんくうより募集のお知らせ
あなたのできること､やってみたいこと、でんくうで活かしてみませんか

　くもり空ながら収穫にはちょうどいい気候
に恵まれた日曜日、西脇市明楽寺町の六所神
社を拠点に実施された。
　さっそく、春に苗を植えた田んぼに移動。
みなさんカマを持ち丁寧に稲を刈っていく。 
　田植えの時期にはあんなに小さな苗だった
のにこんなにりっぱに育ってくれて大地の恵

みに感謝ですと
の声。西脇北高校の生徒さん
のお手伝いもあり１時間ほど
で稲刈りを終えた。
　心地よい汗を流した後は餅
つきに挑戦。掛け声に合わせ
てお父さんたちがきねでつき

お餅が完成。
　特におろし餅が大好評。でんくうスタッフ
によるさつまいもがどっさり入った、いも汁
とでお腹は大満足。
　子どもたちには手作りの竹とんぼがプレゼ
ントされ、秋の空に天高く舞い上がり歓声が
湧き上がった。一息ついた後はさつまいもの
収穫へ。願いどおり大きく育ったさつまいも

に大喜び、無心に掘り起こし
ていった。
　餅米とさつまいものお土産
を手に皆さん嬉しそうにバス
へ、実りの秋を堪能した1日だ
った。  

毎月発刊するニュースやイベントのチラシ作り、ホームページの維持管理、
イベント情報の収集・発信、サテライト訪問、ショーケース展示や情報コー
ナーの維持管理、マスコットキャラクターでんくるの活用

特産品納入者は随時募集。入会金･会費は不要です。販売できた時に手数料をいただきます。ただし、西脇市･多可町地域の方と地域外では手数料が違います。
また、新規登録サテライトも現在募集中。年会費は原則3,650円、営業関係は10,950円で詳細はお問い合わせ下さい。



9月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

妙見山の麓

多可町中区牧野817-41　TEL 0795-32-4111　　

○ココロン那珂

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1,000円のお食事券でした。

営業時間 /10 時～ 16 時（12 月 26 日～翌 1月 4日を除く）

【総務部】
・新入会員のお知らせです。長井由美子さん、白井孝
さん、白井悦子さん（いずれも西脇市）が正会員に入
会されました。
・11/5（月）8時～プランターの植え替えです。ご協
力お願いします。
･総合案内所の受付カウンターの案内業務をスムー
ズに行うため専用のパソコンとプリンターを導入。
スタッフに使い方を指導し､レベルアップを図りま
す。

【特産品部】
･年末恒例豚汁の振る舞いは 12/23（日）10 時から 350 食
を用意。同時につきたてのお餅も販売予定。
･皆様お待ちかねの特産品研修バスツアーは 1/16（水）に
淡路方面に行きます。詳細は案内チラシをご覧いただき、
申込みの受付は 11/14（水）から、申込用紙と参加費 3,000
円を添え直接事務所へご持参下さい。

【広報部】
・10 月の情報コーナーショーケース展示は黒田官兵衛生誕
の秘話が伝わる荘厳寺です。

【プログラム部】
･毎年好評の体験教室しめなわ作りは 12/15（土）＆
23（日）13 時～ 16 時体験学習室で行います。参加費
は 200 円、当日飛び入り参加OKです。
･体験教室干支のキーホルダー作りは 1/4（金）10 時
～体験学習室で、ひとり 100 円材料なくなり次第終
了です。
･同時に新春ぜんざいの振る舞いも 1/4（金）に行い
ます。これも用意した 350 食がなくなり次第終了。

【サテライト部】
･まるごとガイド更新の手続きをお願いしています。
変更がある場合はお早めにお申し出ください。また、
24 年度サテライト登録会費の納付書も送付しますの
で早めの入金をお願いします。
･新規登録サテライトを募集しています。推薦も受け
付けていますので､ご連絡ください。

【事務局】
・11/21 ～ 12/19 西脇地域職業訓練センターから 2 名の
実習生を受け入れます。

　ココロン那珂に到着すると、吉田施設長さんが笑顔で出迎えて
下さり、大人数で泊まれる宿泊棟やコテージを案内していただき
ました。
　娘達が小さかった頃、よく遊びに連れてきたものです。その頃
は、まだ建ったばかりで、コテージと言う響きも新鮮で、赤松林や
コテージの木の香りがしてとても素敵でした。休日にはたくさん
の家族連れや若者のグループが宿泊していて、とてもにぎやか
だったのを覚えています。
　あれから 17･18 年、久しぶりに見るコテージは平日のせいか少
し寂しそうでしたが、コテージの中の天窓から降り注ぐ陽ざしは
とても優しい自然の照明でした。
　静かに自然のなかで過ごしたい人にぴったり。長期滞在などは
使用料も配慮していただけます。また、グループや団体での利用
も格安で､毎年合宿をするスポーツ団体があるとか。地元の方は
宴会＋宿泊プランで楽しまれています。紅葉の美しい公園を散策
しレストランで食事もお勧めです。

多可町北播磨余暇村公園の駐車場に車を置き
入り口から 100m程行くと右上にレストラン

今日のお任せ定食はハンバーグとコロッケ
周辺に食事のできる所が少ないので賑わう

レストランから出てまっすぐ進むと赤松林の
中に木道があり 10 軒ほどのコテージへ
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目覚めると窓からこんな景色と野鳥の
さえずり、暖かい日ざし‥いかがですか



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

11月のでんくう自主企画11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11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）

11月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

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
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→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
→フォルクスガーデン→でんくう→帰路　

7（水）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「千ヶ峰TAiYAKi宮崎」
集合：でんくう総合案内所11時　
　　または現地(千ヶ峰TAiYAKi宮崎・多可町加美区寺内）11時30分
内容：人気のたい焼きを宮崎さんの指導でひとり5匹ずつ焼きます。
　　　それが各自のお土産に。
　　　（順番に体験していくので、待ち時間があります。）
　　　終了後近くにあるBorage (ボリジ) DINING & CAFEで昼食。
参加費：600円（たい焼き5匹分）とボリジでの昼食代
定員：10名　　雨天決行 12/1(土)サテライトセミナー　　　　　　　　　「地域に生きた偉人たちと伝統芸能」

場所：多可町加美区寺内 加美交流会館
時間：19時～21時
発表サテライト：西谷公園、播州歌舞伎
　　　　孝行のメッセージ道から市原坂までの散歩道
＊サテライト担当者から興味深い活動や苦労話を伺います
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～11（日）　第9回全国公募西脇市サムホール大賞展　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　入館無料　休館日：月曜日・11/5　◆23-6223
1（木）～　レストラン･ラフィネRE･OPEN　西脇市西脇ロイヤルホテル　7時～21時軽食から本格フレンチコースを提供　◆23-7833
1（木）～30（金）　もみじグルメフェア　多可町内26店舗で創作料理もみじグルメが楽しめ、抽選でお食事券が当たるスタンプラリーも実施◆32-2161多可町商工会

2（金）～3（土）　思ひ出のきもの展 めづらし・なつかし時代絵巻展　西脇市西脇 旧来住家住宅　◆22-5549
3（土）10時～　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町　【毎土日開館】大人800円、小中学生300円（ココロンカード使用可）　◆06-6358-7555 
3（土）10時～　秋の図書館まつり　西脇市西脇 西脇図書館　本のリサイクル市、点字体験コーナー、読み聞かせ、人形劇、など◆23-5991　

3（土）10時半～　思ひ出のきもの展イベント　西脇市西脇 旧来住家住宅　草履de散歩･舞踊･落語会･古きよきものファッションショー　◆22-5549　
3（土）10時＆12時半　糸のこ教室”Ｘ’ｍas編”　多可町中区 なか･やちよの森公園　湖畔の広場　要予約　小学生３年生以上　800円　◆30-0050
9（金）10時～　はじめの一歩「おやつづくり」　西脇市黒田庄町 黒田庄福祉センター　要予約　300円　◆23-3218西脇おやこ劇場
10（土）10～16時　もみじまつりセグウェイ体験ツアー  ～ 11日（日）　多可町牧野 多可町北播磨余暇村公園　要予約◆32-2381多可町役場経営企画課
10（土）19時～　 響き合うヴァイオリンとピアノコンサート　多可町八千代区 エーデルささゆり　高校生以上1,000円･中学生以下500円◆37-1318渡辺　　
11（日）8時～　えき益ゆうきの駅前の朝市　【毎月第2・4日曜】　西脇市黒田庄町JR黒田庄駅前　新鮮野菜・地元特産品の販売　◆28-5880　　　
15（木）9時20分～　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”　西脇市寺内　でんくう総合案内所発　要予約　2,000円◆25-2370

18（日）10～15時　カフェあんずの里営業日　西脇市住吉町 すみよし桃源郷内 　ワンコインランチ、コーヒーなど200円他　◆22-8180（当日のみ）　
18（日）18時～　美食会　～風味清心～　西脇市西脇ロイヤルホテル　和洋折衷フルコース￥12,000円（ドリンク込、税・サ込）　◆23-7840
25（日）9～13時　森を育てよう！“翠明湖の桜を救え！”　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場集合　要申込　昼食付き　道具あり◆30-0050　
25（日）10～15時　秋の感謝祭2012　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　ダンスパフォーマンスやバンド演奏、卵かけご飯の早食い競争など◆36-1616
　


