
　オープンして 1 年足らずのここは「おすすめごはん」の前菜 9 種や西脇産の金ゴマを始め旬の食

材を使った創作料理のお店。A コープ西脇店の正面にあり、お食事後にお買い物も済ませられる便

利な所。(新しいので、24 年版まるごとガイドの掲載はありません。ホームページを参考にしてください。）
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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】１/２０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

　　　★１2 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、このサテライトのお食事券をプレゼント！



2012年

  12  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  2月

    　　昔の人はなんでも自分で作りました！　
　15(土）＆23(日)体験教室　しめなわづくり　　　　　37名（15日）＋27名（23日）＝64名参加

    　　いつもお買い上げありがとうございます！　
　23(日)　年末感謝祭　豚汁の振る舞い　300食あまり　　

    　　今年登録されたサテライト11件　　地元を見直し、魅力を発信したいと思う人が増えている！　　

  
  28日　神戸県民会館･第6回ひょうご観光ボランティアガイド発表会　でんくう案内人出席予定

　ない始めの所をしっかり
と縛り､均等に3つに割る。
その2つを縄にない､残りを
ねじりながら先の縄に巻き付けて完成。
　熟練者の手は､手品のように動き､さも簡単なように見え
る。手にワラを挟んでこすっているように見えあっという
間に先までピンと縄になっている。「絶対覚えたいとしっ
かり見ていても、早すぎて･･もうちょっとゆっくりやっ
て。」「動画に撮れば」とデジカメやタブレットで撮影す
る人も。2～3時間格闘の後、指導の甲斐もあり、綺麗なし
めなわを手に参加者は会場を後にした。
　23日はちょうど西脇工業が出場する駅伝の時間と重なっ
たため､地元の人は少なく姫路、明石、神戸、小野など近
郊のまちからの参加者が多か
った。夏休みで母の実家に帰
省しているオーストラリアの
青年の参加もあり、すばらし
い日本の伝統を伝えることが
できた。
（HPで動画を公開中）

　15日、例年より多い参加者。来年こそよい年にしたいと
願う人が年々多くなるのでしょう。
　用意された綺麗な青いワラは、10月あぐり体験バスツア
ーでの稲刈りのワラを雨にぬれないように乾燥したもの。
今はワラも貴重で、触ることも少なくなったが、この会場
はワラの香りが立ちこめ､みなさんの熱気むんむん。

　まずはワラ束の先を持
ち汚い外葉を落とす。次
に丸太の台にワラ束を置
き槌でたたく。ゴワゴワ
だったものが､たたくこと
で柔らかくなり、ないや
すくなる。

　24年度版まるごとガイドに掲載されたサテライト以降、
12月末現在で登録及び登録申込みが計14件。これは例年に
ない多さ。地域を見直し､自分たちでできる取組みをし、そ
れを広く発信していこうという現れではないでしょうか。
私たちもサテライトと協力し､地域の活性化に力を注いでい

きたいと思いますので、よろしくお願いします！
　24年に登録されたサテライトは、【276】アーバンホテル
西脇、【277】ビジネス旅館桜川、【278】まちの駅・たか
【279】  一期倶楽部、【280】ごはん屋ＩＢＵＫＩ、【281】
西光寺と、３P掲載の5件です。その他に受付中が3件。  

　前日にテントや机などの準備をし、10時からサービス開
始。大きな鍋から立ち上る湯気とおいしそうなにおいにひか
れ､総合案内所へ入る前に立ち寄る人も多く､賑わっていた。
昼前には餅つきも始まり､つきたてのきな粉餅やあんこ餅（
2個入￥100）がよく売れ、1時過ぎには終了した。

▼寒い日だったので､外ではなく
暖かい情報コーナーで食べながら
TVの駅伝中継を見る人も。

▲寒風の中8人のスタッフで
頑張りました。



12月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え

たい焼きも店主のお話も｢うまい！｣

多可町加美区寺内旧加美商工会前　TEL 0795-32-1532　　

○千ヶ峰 TAiYAKi 宮崎

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  …
1名様にたい焼き10匹の引き替え券と、
掲載されている魅力探訪紀行七でした。

営業時間 11 時～ 19 時　　水曜定休

【総務部】
･新入会員の紹介、正会員に別所幸雄さん（西脇市）
です。よろしくお願いします。
･ふるさと FUNくらぶ（旧ふるさと会員）の特典充実
に向けプロジェクトチームを結成。1～ 2 月はサテ
ライトへ協力の依頼に伺います。

【広報部】
・1 月の情報コーナーのショーケース展示は西脇ロイヤ
ルホテル。2月の新人高校駅伝も含め PRです。

【事務局】
・2月に太陽光発電システム（発電量 4kw）を南瓦部に設置

【サテライト部】
・サテライト＆会員対象の地域外研修バスツアーは
3/8（金）～ 9（土）「伊勢神宮参拝と歴史の街探訪の旅」と
題して伊勢神宮、滝原宮、キツツキ館、賓日館、二見浦参
拝などを巡ります。参加費 13,000 円（1泊 4食付き）。

･････････新規登録サテライト 5件･･･････
282天目一神社 西脇市大木町
登録者：西脇市観光協会
「延喜式神名帳」に撰上された式内神社の一つ
283西光寺山（登山口） 西脇市中畑町
登録者：西脇市農林振興課
市内最高峰の山
284道の上古墳  西脇市羽安町
登録者：西脇市郷土資料館
古墳時代前期ごろの築造と考えられる兵庫県指定文化財
285矢筈の森公園（矢筈山）  西脇市高田井町
登録者：西脇市農林振興課
色んな自然がみつかる
286住吉神社  西脇市上比延町
登録者：西脇市観光協会
全国的にも希少な「二間社流造」の本殿は県指定文化財

　朝から気持ち良い秋晴れで、絶好のたい焼き日和！？
今回は好奇心旺盛な参加者 9 名で名物千ヶ峰ＴＡｉＹＡＫｉ宮崎
さんに弟子入り～。
　この日の為に定休日を返上して下さった店主と娘さんの指導
で、1人ずつ順番にたい焼きを焼き、包装紙で包む。これが簡単そう
に見えてなかなか難しい。
　チャッキリ（生地を流し込む道具）から型に生地を入れても尾の
方まで入らなかったり、入れすぎたり。あんこを沢山入れすぎて黒
いお顔のたい焼きになってしまったら、上から生地をたしてきれ
いな色のボリュームたっぷりの鯛焼きにしてもらったり…みんな
それぞれだけど、初めての体験だから楽しくてしょうがない。
　「私って思ったより上手に 焼けたやん ！」と、みんな大満足。
　指導しながらも店主の話は面白く、待っている人も退屈させな
いなんてさすが人気のたい焼き屋さんですね！
　美味しい、たい焼きをお土産に本日の体験終了～。

R427 沿い松井庄郵便局の南に、看板もない
小さな店舗。行列ができていることが多い。

ちょっと生地が多いからあんこを入れたら
こぼれる･･けどたっぷり入れないと！

その上に生地を軽くのせて蓋をして･･

やぁ､綺麗に焼けた！こぼれた生地は角のよう
でもこれもおいしい！

さすがに無駄のない動き･･と、手元に見とれる

おんなじ道具と材料やのに､全然違う！
「そら、この道何十年も、やっとんやからな。」

いつも半袖の店主。鉄板の側は暖かかった。

綺麗に焼き上がり、油敷きで焼き型をさっさ。



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 (12月～ 2月 )　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

1月のでんくう自主企画1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1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）

1月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

で　　　ん　　　く　　　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名になり次第終了
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！

2/24（日）　サテライト巡回バスツアー
　　　「味噌づくり体験とラベンダー小物作り」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→農村婦人の家（味噌作り体験
・ココロン那珂の弁当で昼食）→ラベンダーパーク多可（ラベンダー小物作り）
→千ヶ峰TAiYAKi宮崎のたい焼きでおやつ→足立醸造㈱（新蔵見学と
お買いもの）→でんくう→帰路
参加費：3,800円　（昨年仕込んだ味噌２kgのお土産付き)

2/16（土）　北はりま田園空間博物館セミナー
　　　　「これからどうする　明日が変る」
時間：19時～　参加費：無料
場所：でんくう総合案内所体験学習室
講師：mottoひょうご　栗木剛さん
★事前に申し込み下さい

楽しくわかり
やすい

お話が人気で
す！

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
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。

予告予告予告

　　　　　

・2013winter恋カツ (2/3)参加者募集　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　男性￥4,500 女性￥3,500　ブッフェ＆フリードリンク　◆23-2000
・～2/15　翠明湖マラソン(3/31)参加者募集　　多可町中区岸上 アスパル で受付　小中学生1,000円　一般3,200円　◆32-5122
1（祝）0時～　成田山初詣～5日　西脇市小坂町 成田山法輪寺（播州西脇成田山）　先着3000名開運福盛り杓子･特別お守札（無料）　◆22-3912　
4（金）～1/26（土）　アトリエ個展シリーズVOL.3  井上祥子展（洋画）　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223
5（土）10～12時　来住邸新春子ども書き初め大会　西脇市西脇 旧来住家住宅　5･6歳～中学生　持ち物：書道道具一式、新聞紙　◆23-911
19（土）9時半～　蜜蝋のハンドクリームづくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　講師： ハーブ＆ログ スオミ 牧美紀さん　500円　◆32-0685
19（土）10～15時　2013年 耐寒登り初め !　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、水筒、お餅（ぜんざい用）など　◆30-0050
20（日）10～15時　月に一度の喫茶店　西脇市住吉町 カフェあんずの里　ワンコインランチ　コーヒー200円など　【毎月第3日曜】　◆22-8180（当日のみ）　　
20（日）10～16時　軒先マーケット　西脇市寺内 でんくう総合案内所の軒先　手づくり作家のオリジナル作品展示・販売　◆090-5907-0218（上山）

26（土）～2/28（日）　文化財企画展｢西脇･多可の鬼と天狗」　多可町中区東山 那珂ふれあい館　月・火休館　◆32-0685
27（日）～2/16（土）　アトリエ個展シリーズVOL４ 木寺明展（洋画）　西脇市上比延町 岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223

24（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「滞在型市民農園フロイデン八千代」
集合：でんくう総合案内所11時　　
　　または現地(フロイデン:多可町八千代区俵田）11時30分
内容：コテージ内部の見学とホタルの宿路の散策など
　　　管理人さんの案内で巡ります
参加費：昼食代1,000円(地元主婦オカンズの手づくり弁当)


