
　ここはオープンして 20 年、 日本初のクラインガルテン。 全国に類似する施設がその後多く

できたが、 すべてがここのようにうまく運営されているわけではない。 その秘密を探りに全国

のみならず海外からの視察もある。 60 戸もある赤い屋根のコテージは、 すっかり八千代の風景

となった。
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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】２/２０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

　　　★１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！



2013年

  1  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

    　　今年も元気で過ごせるように･･
　4（金)　体験教室　干支のキーホルダー作り　16名参加

    暖かいぜんざいで今年も頑張ろう！　
　4（金)　ぜんざい振る舞い　300食提供

  淡路島を巡り、たくさん食べて、たくさんお買い物　　16(水)　特産品部研修バスツアー　87名参加

    　　巻き寿司はいつ食べてもおいしいけれど・・　特産品販売コーナーからのお知らせ　　

  
  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　でんくう案内人出場

　全国の線香の70％がこの地で生産され、百年以上の伝統
を誇る薫寿堂で、線香の製造工程を見学。販売コーナーで
は、驚くほど多くの香り･形･用途の線香が陳列、販売。
　まだお腹がすかないのに、淡路フルーツ農園へ。この時
期なので､完熟は少なかったけ
れど､「大きくて甘いイチゴは
別腹」を皆が証明。
　続いて農産物販売所赤い屋根
でさつまいもやフルーツをお買
い物｡その向かいのたこせんべ
いの里では記念撮影後、無料のコーヒータイムとお買い
物。最後に淡路ハイウェイオアシスに立ち寄り。帰り道の

明石海峡大橋はちょうど点灯されていた。 
　食べることとお買い物が盛りだくさんの研修だ
ったが､地域の特産の活かし方、味､販売方法など
をしっかりチェック。それぞれの活動に､販売に活
かされることでしょう。

　みなさんの日頃の精進でしょ
う。好天に恵まれ、淡路方面へ
研修ツアーバス2台は明石海峡
大橋を通過。
　車中では早々にビンゴゲーム
で盛り上がり、初対面の人とも

お話の花が咲き、着いた所はリゾート施設のような北淡震
災記念公園。野島断層保存館の周辺が綺麗に整備された。
翌日で阪神淡路大震災は18年。保存館入り口には阪神高速
が横倒しになった拡大写真や模型など、当時の様子を伝え
る展示が。断層保存ゾーンはその大きさに驚き、それぞれ
に当時を思い出された様子。続く神戸の壁、メモリアルハ
ウス、震度7の揺れを体験館で。地震・災害
に対し備えることが大切と痛感。
　続いて皆が楽しみにしているウエスティ
ンホテル淡路の昼食バイキング！地元の素
材を西洋料理で堪能。デザートもおいしそ
うでつい…おなかいっぱいで苦し～い。

　シャキ～ん♪とヤスリを手に
持った子ども達は、早速シュ
ッ！シュッ！とヘビの丸みを削
りだしていきました。
　当然上手く出来ない人には講
師のオッちゃんが手助け。子ど

もに代わってお母さんがゴシゴシ！とする人も。色目の違
う木と木の色合わせにはろうそくの火で炙って、全体をこ
げ茶に統一して綺麗に完成。皆さん思い思いの今年の干支
のヘビのキーホルダーを手に入れられた様です。

　スタッフ手作りのあったかくて甘～くて良い香りのぜん
ざいを「ハイっ！ここ２杯！ここ３杯！」とスタッフが慌
ただしく運んで行きます。吐く息がフワァ～っと白くなる
寒さですが、皆さん手にとると、瞬く間に新年早々の笑顔
に変わっていきました。
　餅入りのぜんざいをほおばるお客さんで賑わう中、ファ
イアーベンチャーズの迫力ある
演奏に、所々で身体でリズムを
とってスイングさせたり手拍子
で演奏に応える人も♪♪昼頃に
はすべて終了に。

2月3日は節分です。「節分」の、前年の邪気をはらうという意味をこめて行う行事の一つが「豆まき」で
す。また、巻き寿司を恵方に向かって私語を交えずに丸ごと食べると縁起がよいと云われています。巻き
寿司を使う理由は、「福を巻き込む」からで、また、まるごと食べるのは、「縁を切らないために包丁を
入れない」そうです。道の駅北はりまエコミュージアムでは、多種の巻き寿司をご用意して、お待ちして
います。★黒っこマザーズの黒っこ巻き\420　★ふるさと工房夢蔵のおふくろ巻き\420
★ふじたの巻き寿司\420　★お多福の田舎巻き\420　★へそ巻き\630　★園田巻き\350
尚、当日は早々に売り切れることが予想されますので、事前のご予約をお勧めします



1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
やさしい味わいとほんわかした雰囲気でおもてなし

西脇市富田町48-1　TEL/0795-22-3956　　

○ごはん屋ＩＢＵＫＩ

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名様にごはん屋 IBUKIのお食事券（2,000円）でした。

営業時間：昼 11 時～ 14 時　夜 17 時 30 分～ 20 時　水曜定休

【総務部】
･新入会員の紹介は、正会員に堀池幸子さん（西脇
市）と、有田さよみさん（丹波市）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がサテライトの協力・
特典をとりまとめ、3月には募集を開始。
･NPO活動のさらなる飛躍を願い、25 年度より部会
を刷新します。今まで会議・活動を休まれていた会
員も、活発に活動してきた会員と一緒に新編成の部会に
参加してみませんか。詳細は別途案内します。皆さんの積
極的な回答、活動を期待します。

【広報部】
・２月の情報コーナーのショーケース展示はさぬきうど
ん優。身も心も温かくなる展示です。

【事務局】
2/14 ～太陽光発電システム（発電量 4kw）を南瓦部に設置の
工事を行います。工期は 1週間ほどです。

【サテライト部】
･････････新規登録サテライト 4件･･･････
243足立工房　（再登録）
代表：足立敏朗　多可町加美区清水
杉原紙の里で竹細工の手作りや野菜の収穫体験

287十三重の石造層塔
登録者：神月一良　西脇市黒田庄町大門
旭将軍と呼ばれた“木曾義仲”の供養塔と伝えられている

288森のようちえんにじの子
代表：笹倉祐子　多可町加美区
自然はともだち　森はぼくらのようちえん

289フォルクスガーデン”Na-sya”
代表：宮崎直美
森の中のお店”Na-sya”

　Aコープ西脇店の正面、R427 号沿いにあるごはん屋 IBUKIはお買
い物のついでに立ち寄る、ここでお食事をした後お買い物も出来る
便利な所。お店の前に 7台ほどの駐車スペースがあるが、お買い物を
すればお向かいの駐車場でもいいかな。
 　今回は冷たい風が吹くなか 7名で訪問。いぶきランチ（￥980）の
前菜 9 品プレートはいろいろな味･食材が楽しめる。 本日のランチ
のメインは、ブリの漬け丼・サーモンと里芋のあんかけ・白菜と豚
肉のデミグラスソース・かぶら蒸しの中から一つ選べ、どれもボ
リュームたっぷり。9品の前菜にメイン､それに茶碗蒸し、サラダ、味
噌汁、ご飯、漬け物、それにコーヒーとデザート付き。
　かぶら蒸しの場合はかぶらの周りが茶碗蒸しなので､茶碗蒸しの
代わりに今回は白菜と豚肉のデミグラスソースの小鉢が付いた。 ぶ
りの漬け丼は食べていないが､これもおいしそう。
　テーブルに地元西脇産の金ゴマが置かれているので､ご飯やサラ
ダなどにたっぷり振りかけて食べることが出来る。
　旬の魚や肉と野菜での創作料理。目でも楽しめ美味しいとみんな
に好評だった。（メインなどは週ごと、または日により変わる）

前菜が並ぶとテーブルの上に
パレットが置かれたようできれい

彩りと味わいを考えた 9種の前菜
一つ一つ食べてはこれなぁに？

ランチはお手頃な価格で、色んな料理を
味わえます

Aコープ西脇店の道路を挟んだお向かい

ブリの漬け丼の上にはスルメが

かぶら蒸しは冬限定メニューですね



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

2月のでんくう自主企画2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2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）

2月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

で　　　ん　　　く　　　う

16（土）　北はりま田園空間博物館講演会
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！

28（木）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「庭造り専門店グリーンフィールド」
集合：でんくう総合案内所10時40分　　
　　または現地(グリーンフィールド：西脇市野村町）11時
内容：ガーデニング＆エクステリアの専門店、グリーン
　フィールドで庭づくりに関する質問や相談をしてアド
　バイスしてもらったり、お庭のアクセントに発揮する
　ガーデン雑貨やグリーンフィールドのお庭を拝見して
　春のお庭作りの参考にしましょう！
参加費：昼食代実費(cafe ＆Restaurantカリンカ：西脇市平野町)

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)

～アーティフィシャルフラワーアレンジメント展示会 ～3（日）　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　プチアレンジ体験コーナーあり　◆090-8936-9000ガーデンやまぼうし
～バレンタインランチ＆ディーナー　～14（木）　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル　ランチ3,500円、ディナー5,000円（2名様から）　◆23-7833
～特別展これなあに？むかしの道具17（暖房の道具）～24（日）　西脇市西脇 西脇市郷土資料館　月曜休館（2/11、は開館し翌日火曜日休館）　◆22-5992　　
～文化財巡回共同企画展｢西脇･多可の鬼と天狗」～28（木）　多可町中区東山 那珂ふれあい館　月･火曜 (第3集は日･月)・祝日休館　◆32-0685
2（土）10時～、13時半～　糸のこ教室～ひな人形づくり～　多可町中区 なか･やちよの森公園 湖畔の広場　要予約　雨天決行　600円　◆30-0050
2（土）10時～　川柳コンクール入選作品展～15（金）　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆23-9119
3（日）　月に1度のHappyDay　節分！！　西脇市黒田庄町喜多フォルクスガーデン・ナーシャ　楽しいことがいっぱい　◆28-5120
3（日）10時～15時　たき火の日～里山の遊びを楽しもう！ 多可町中区 なか･やちよの森公園　雨天中止　100～200円好きな時間にどうぞ◆30-0050
9（土）10時～17時　播州織ホビー展　～10（日）　西脇市西脇 西脇市総合市民センター体育館　播州織パッチワークの展示とアトラクションなど　◆22-8557キルトあーと彩土里
9（土）13時半～　特別講演会「播磨の鬼の祭り」　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　講師：流通科学大学准教授　藤原喜美子さん　◆32-0685
9（土）18時～　美食会＋金谷こうすけLive＆トークショー　西脇市西脇 西脇ロイヤルホテル 2fグランドホール　要予約　12,000円　◆23-7840
10（日）13時半～　バレンタインデーのお菓子を作ろう　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　要予約　1,000円　◆36-1616
12（火）19時～　もてもてナインティナイン　1/19（土）･20（日）に多可町で収録した「多可の花嫁お見合い大作戦」の様子をTBSTVで放映予定

16（土）9時半～　ハーブですっきり　さわやかトローチつくり　多可町中区東山 那珂ふれあい館　要予約　200円　講師：ハーブ＆ログ スオミ牧美紀さん　◆32-0685
17（日）10時～15時　月に1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）
17（日）10時～16時　軒先マーケット　西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　手づくりのワークショップ　顔絵、プリザーブドフラワー、カラーセラピーなど　◆09059070218(上山 )　
17（日）14時～　ささゆりコンサート 春へのあこがれ 春の明るい陽射しを求めて　多可町八千代区 エーデルささゆり リーベリリエン　1,500円　◆37-1318(渡辺 )
24（日）13時半～　岡之山美術館講座　「ドローイングを学ぶ」　西脇市上比延町 岡之山美術館　要予約　2,000円　講師：ウエダキヨアキ（美術家）　◆23-6223
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