
　木枯らしが吹くような時、焼きたての､表面はパリッ､中は熱々の甘いあんこがたっぷり入った

ここのたい焼きを食べたくなります。左の写真を見れば､頭からしっぽまであんこがたっぷり入っ

ていることに納得。右の写真は仕上げに､あんこが見えている所を化粧直ししている所。手際よく

焼いている様子も､待ち時間のおじさんのお話もみんな「うまい！」

2012年12月1日発行   95号 95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。

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】１２/２０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

　　　★１１月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！

で　　　　ん　　　　く　　　　う

 どこのサテライト？クイズ

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、このサテライトのたい焼き 10 匹引換券と北はりま魅力探訪紀
行をプレゼント！
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  11  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

 11月

    　　北はりまの自慢、てんこもり！　
　18（日）バスツアー「紅葉と黒田庄牛BBQを楽しむ」　42名参加

    　　いつもお買い物すると良いことがある！　
　10周年記念スタンプキャンペーン　　1400口以上の応募

  
  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
18日　多可町中区 なか･やちよの森公園10周年記念式典　池田副代表出席

の上に落ち葉と雨、慣れて
いる人でも滑りそうなので､
これも仕方ない。帰りのアスファルト道は歩きやすく､安
心してもみじを楽しめた。  
 西脇市日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場のメタ
セコイヤも美しく色づき、時計台を引き立てる。お待ちか
ねの黒田庄牛バーベキューは、スタッフにより炭の準備が
できていたので､すぐに開始。普段は滅多に食べられない
（私だけ？）良質のお肉に、みなさんご機嫌。お茶の準備
が遅くなり申し訳ありませんでした。
 　続くJAみのり特産開発センターで、先ほどの牛肉をお土
産に買う方や、近くのフォルクスガーデンでコーヒータイ
ムにする方、少し寒いけれど屋外の紅葉を楽しまれる方な
ど､のんびりとした時間を過ごした。
　また、スタッフが前日に拾ったもみじと荘厳寺の写真と
を一緒にラミネートしたカードをお土産にプレゼント。 
　少し肌寒く､お天気も時雨
れたり日が差したり。あい
にくの天気だったが､どこも
紅葉が美しく､一番良い日だ
ったように思う。

　前日の雨も止み、道中
の街路樹や山々は「今が
一番いい時！」と輝くよ
うな紅葉が目に映る。で
んくう総合案内所に立ち
寄り一路北上。

　黒田庄町黒田にある大城戸社寺屋根職人の作業場へ。こ
の道73年の岡本さんと大城戸さん親子に檜皮葺（ひわだぶ
き）の説明や実演を見せてもらう。岡本さんは次に行く荘
厳寺多宝塔を2～3回葺いたとか。檜皮葺は30年に1回の葺
き替えが必要なのだ。ユーモアを交えた大城戸さんの説明
や､息子さんの実演など参加者は見る
のも聞くのも初めてのことが多く､質
問続出。貴重な見学ができ､近くの荘
厳寺へ移動。
　歴史を感じる荘厳寺境内は、コケの
上にもみじが絨毯のように落ちてい
る。どこを撮っても絵になる景観に、
皆さんカメラを取り出し撮影。途中時
雨だし､多宝塔までの道を断念。コケ

　10月4日から11月22日まで計5回のバ
スツアーで頼政公ゆかりの里（長明
寺）の案内役をでんくう案内人が交代
で担当。他のポイントは加東市観光協
会の案内人が務め､この源平争乱バスツ
アー（加東市観光協会主催）を協力し
サポートした。今後も案内人の活躍が
期待される。

　特産品販売の10周年記
念スタンプキャンペーンは
10月末で締め切り､応募
者の中から抽選で118名
が当選。100名は北はり
ま魅力探訪紀行やまるご
とガイドのプレゼント。
　気になる1等5人（現金

1万円）には来館者200万人の時もプレゼントが当たったS
さんが今回も当選。Sさんは月2～3回以上の頻度でドライ
ブ方々でんくう総合案内所に来館。
　栄えある特等（現金2万円）には96歳のAさん。いつも

たくさんのお買い物を楽しんでいらっしゃるとか。もしか
してこれがお元気の秘訣でしょうか。
　また、ジェラテリアふれっしゅあぐり館からは賞品の提
供を頂きありがとうございました。

案内人の上の方には頼政公と
ヌエの像が見える

特等 2万円の入ったのし袋を持つ Aさん（中央）



10月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

人里はなれた 森の中のレストラン

西脇市黒田庄町喜多秋谷口1518-1　TEL/0795-28-5120　　

○フォルクスガーデン

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 /9 時～ 16 時　　水曜休館

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に福井寛行さん（西脇市）
です。よろしくお願いします。

･ぶらぶら探検マップ⑦「日本へそ公園周辺」の制作に
かかります。①黒田の里、②頼政公ゆかりの里、③金蔵
寺周辺、④量興寺周辺、⑤大和の里、⑥楊柳寺はすでに
完成し､でんくう総合案内所に設置してあります。

【広報部】
・12 月の情報コーナーショーケース展示は杉原和紙販売
所でんでんです。和紙で作った人形や小物などの展示。
･25 年度版でんくうガイドマップの編集にかかります。サ
テライト紹介に掲載希望の所は至急お申し込み下さい。

【特産品部】
･1/16（水）特産品研修バスツアーは受付の 11/14（水）から
2 日で満席になりました。

【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
習生を受け入れています。

【サテライト部】
･････････新規登録サテライト･･･････
西光寺　多可町加美区西脇 437　
　　　　　　　　　　代表：不動院 岡本哲雅氏
秘仏十一面観音とみろく信仰のお寺

･バスツアー「味噌作り体験とラベンダー小物づくり」
は 2/24（日）三宮発･西神中央･でんくう総合案内所→
農村婦人の家（味噌作り体験・ココロン那珂の特製弁
当の昼食）→ラベンダーパーク多可（クラフト体験）→
千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎→足立醸造→帰路　参加費 3,800
円（味噌 2kg 持ち帰り）

　8 月末にリニューアルオープンしたフォルクスガーデンナーシャ。正
式には西脇市日本のへそ日時計の丘公園フォルクスガーデン。名前が
長いので、庭園を含めた施設はフォルクスガーデン、お店をフォルクス
ガーデンナーシャと呼ぶことに。
　外観と入ってすぐのホールはあまり変わっていないが、窓際は洒落
たカウンター席に。入り口、左の元事務所はガラリと変わった。
　入って右にはお洒落なアクセサリーの販売コーナー。カウンター席
の後ろや左も壁面を利用しガラス小物や雑貨の展示販売。 店長の宮崎
さんは手を動かしながらも、改装時の苦労や素敵な出会いがありここ
まで来たことを語ってくれた。  
　ここにしかないメニューの紹介、①は軽く食べたい方にお勧め。毎日
できます。②は黒田庄牛を食べてもらうメニューで、和風の甘辛味。付
け合わせのコールスローのサラダは特製ドレッシングがかかり、たっ
ぷりあるけれど全部食べられるおいしさ。③チリコンカンはインゲン
マメを柔らかくなるまで煮て、そこに挽肉、タマネギ、トマト、チリパウ
ダーなどを加えて煮込んだもの。アメリカの家庭料理で、直美さんのお
勧めメニュー。見た目よりボリュームがあり、山盛りのコールスローサ
ラダでバランスもいい。誰でも食べやすい味付け。要予約。
　ドライブ方々訪れてみてはいかが ? 庭の散策も楽しく、静かに待っ
ていると野ウサギが出てくるかも？！

②黒田庄和牛「ガーデンライス･スープ付き」
1200 円　土・日・祝日限定、各 10 食

（平日希望の方は､前日までに予約下さい）

①森のささやきセット　600 円
野菜たっぷりホットサンド　＆　
コーヒー又は紅茶

③チリコンライス・サラダ付き 1000 円
要予約

店長の直美さんとお話がしたい人は
カウンター席がお勧め。

森の中のレストランは雑誌にも取り上げられ
人気急上昇中

木をふんだんに使ったインテリアと窓から
見える庭、1 日のんびり過ごせそうな空間。



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～ 18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

12月のでんくう自主企画12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 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー12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）

12月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2012年

で　　　ん　　　く　　　う

6（水）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「ごはん屋IBUKI」
集合：でんくう総合案内所11時20分　
　　または現地(ごはん屋IBUKI・西脇市富田町）11時30分
内容：今年5月にオープン。金ゴマと地域食材を使ったメニュー
参加費：昼食代(ランチ980円)

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の様子や苦労話を伺います

15(土)と23（日）　体験教室　　　　　　　　　　しめなわづくり
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：13時～16時　ただし受付は15時まで
参加費：200円　事前申し込みは不要です
★汚れても良い服装でお越し下さい
手作りのしめなわで新年を迎えましょう！

４（金）　体験教室
　　　25年の干支「巳」のキーホルダーを作りましょう
場所：でんくう総合案内所体験学習室
時間：10時～　30名分の材料がなくなり次第終了
参加費：100円　事前申し込みは不要です
★同時に毎年恒例
　　ぜんざいふるまい（300食）もあります！

23（日）年末感謝祭　　　　　　トン汁のふるまい
場所：でんくう総合案内所前駐車場
時間：10時頃から300食提供
新鮮な野菜もたっぷり入ったトン汁で寒さをふっ飛ばしましょう！

でんくう総合案内所
道の駅北はりまエコミュージアムは
11月～ 2月まで閉館時間が 18時に、
12月 31 日 ( 月 ) ～ 1月 2日 ( 水 ) は
年末年始休館となります。
また、1月 16 日 ( 水 ) は臨時休館いたします。

1／

1（土）13時～15時　リース講習会　多可町中区 まちの駅たか　1,200円 (お茶、お菓子付き)　講師：ラベンダーファーム徳平さん　◆20-7087
1（土）13時半～15時　親子でしめなわ作り　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　講師：徳岡功さん　1組1個400円　◆32-0685
3(月）21時～　さすらいのプラチナワゴン～歌手・美波丈太朗の事件簿～　西脇市内で撮影されたドラマがTBS系列で放映  ◆22-3111秘書広報課

～6（木）　杉原紙ランプシェードコンテスト　作品募集　多可町中区　ベルディーホールで12/22（土）～23（日）展示　◆32-4779　地域振興課
～25/2/15(水 )　翠明湖マラソン(25/3/31)参加者募集　多可町中区岸上　アスパルで受付　メールも可　◆32-5122　　
4（火）～10（月）　森のようちえん『にじの子』写真展　西脇市 でんくう総合案内所体験学習室　◆25-2370　　

9（日）10時･13時の2回実施　 白菜の収穫とキムチ漬け　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔　要予約　畑で白菜･白菜キムチ漬けに挑戦◆30ｰ0050
9（日）～28（金）　アトリエ個展シリーズ　VOL,2  今中敏数展　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　日本画　月曜休館　◆23-6223　　　　
16（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）　
19（水）10時～11時半　はじめの一歩「お正月のお花」　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　要予約　500円　◆23-3218西脇おやこ劇場
23（祝）10時～15時　小さな門松づくり　多可町中区 なか･やちよの森公園湖畔の広場　要予約　500円　弁当等持参　◆30-0050
26（水）13時半～15時　親子でミニ門松作り　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　1組1個400円　◆32-0685

ご迷惑をおかけしま
すが

　よろしくお願いし
ます！

脇おやこ劇場脇おやこ劇場

ましょう

了

づくり

で


