
　名前の由来となった日時計は管理棟の裏に。開設 20

年のこの春にリニューアルオープン。バーベキューサ

イト（写真右）のすぐ横に駐車場ができ、明るくなり雨天でも OK。管理棟やコテージもリニューア

ル。この素敵な施設は使わないとわからない！家族で､グループで、ちょっとお出かけ気分でいか

がですか？

2013年4月1日発行   99号 99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。
まるごとガイドやホームページに 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】４/２０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

　　　★３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、このサテライトの利用割引券をプレゼント！



2013年

  3  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  4月

 3月 18日　加古川流域土地改良事務所 新見氏視察　池田、小西池、藤原副代表対応

20日　北播磨県民局地域ビジョン委員会主催北播磨地域交流
　『ふるさと再発見　黒田官兵衛生誕地と伝承跡を訪ねて』　でんくう案内人が案内役　

    　　でんくうFUNくらぶ　会員募集中！

スタンプ数 景品例（いずれか１点）

10個 ひね鶏のあぶり塩焼き、高野豆腐のやちよの華など

15個 足立醸造かけしょうゆ300ｍℓ、道の駅ストラップなど

20個 足立醸造米こうじ味噌500g、アーモンドスプレッドなど

25個 ふるさとソース1ℓ、ふらのワイン360mℓなど

30個 へそごまポン酢、金播磨ごまなど

35個 北はりま特産品コーナーから1,000円以内の商品

40個 北はりま特産品コーナーから1,200円以内の商品

50個 バスツアー半額券（有効期限有り・会員特典との併用無し）

＊スタンプ特典は現金と交換ができません。

＊新規のスタンプカードは道の駅北はりまエコミュージア

ムのレジにてお渡しします。

A3サイズの用紙を

自分で切って､綴じて

冊子を作って下さい

　今までのふるさと会員を発展させ、

サービスも充実した「でんくうFUNくら

ぶ」（年会費2,000円）がスタートしま

す。

　NPOの正会員も♪マークの抽選など以

外は特典を利用できます。どんどんサテ

ライトへ出かけ、楽しくお得に活用しま

しょう！

　今後「ここのサテライトも素敵なサー

ビスがあるよ」「うちも登録して､利用

してほしい」などの声を集め､どんどん

充実していきます。

　また、登録された方に配布する「特典

ガイド」を手づくりで製本お願いしま

す。そしてお好みの色を塗り､大切に1年

間お使いください。

　現在、別冊「喫茶店のモーニング特

集」を企画中！ますます、出かけてみた

くなる情報満載です。

　やっぱり、北はりまは「ええとこや」

と実感できます。



3月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
お庭造りの相談役

西脇市野村町1242　TEL/0795-24-5500　FAX/0795-24-5501　　

○庭造り専門店　グリーンフィールド

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
素敵なガーデン雑貨でした。

営業時間 /9 時～ 18 時　　定休日 /毎週水曜日　　http://www.greenfields-729.com/ 

【総務部】
･どっと事業計画が提出され､決算･総会準備も有り
大忙しです。

【広報部】
・４月の情報コーナーのショーケース展示は森のようち
えん にじの子。自然の中で育つ子どもたちの写真を展示。

【地域交流部】
･身近な水環境の全国一斉調査を 6/2（日）例年通り
3ヶ所（加古川、杉原川、野間川）の地点で調査します。
･4/28 のふぁみり～カーニバル前日の準備と当日の片
付けの協力、よろしくお願いします。

【観光交流部】
･サテライト訪問 5/12（日）はなか･やちよの森公園で
お茶摘み体験（300 円）をし、エアレーベン八千代で豆
腐バイキング（1,000 円程度）の昼食です。

･散歩道「○○とオープンガーデンを訪ねて」5/19（日）
は 8.5kmで新緑と花を愛でます。参加費 500 円。
･散歩道「都麻乃郷をめぐる」6/16（日）はでんくうから
歩いて西林寺アジサイまつりを観て､へそ公園まで行
き帰ってきます。参加費 500 円。
･あぐり体験バスツアー「田舎で自然とたわむれる 1
日」6/2（日）は明楽寺の田畑で田植え、じゃがいも掘
り、ヨモギ摘み、お焼き作りの体験。昼食は黒田庄牛が
たっぷり入った肉じゃがです。じゃがいも 3kg の土産
付きで 4,000 円（こども 2,500 円土産なし）。
・バスツアー「日本のへそでホタル観賞」6/7（金）: 三宮
発、6/8（土）: 明石発は国宝朝光寺（加東市）→でんくう
→すみよし桃源郷（夕食）→木縫の里→帰路。3,500 円
（こども 2,500 円）。
･バスツアー「ホタル観賞の夕べ」6/14（金）は三宮発→
でんくう→フロイデン八千代（夕食・ホタル観賞）→
帰路。3,500 円（子ども 2,500 円）。

　暖かく好天に恵まれた訪問日。野村町のしばざく
ら通りに面し、素敵なエクステリアがぱっと眼に入
る。入り口からショップまでのアプローチには可愛
らしい草花の苗が並べてあり、モデルガーデンには
素敵な赤いポスト、ウッドデッキにベンチとテーブ
ル。木製のブランコや赤い屋根のうさぎ小屋、ロック
ガーデンには水が流れる池もあり、素敵なお庭に
うっとりしてなかなかな店内に入れない。春になっ
て花や草木が生え出したら、もっともっと素敵にな
るのでしょうね～。
ショップの中に入ると、こだわりのポストや沢山の
ガーデン雑貨がセンス良く飾られ、ショップの中に
あるお庭の図書館にはガーデン専門誌があり、イス
に座ってゆっくりお庭のイメージが出来そう。子ど

もを遊ばせておけるスペースもあるので、若いママさんも安心ですね。ショップのオー
ナーが、ビタミンＣたっぷりで美肌効果のあるローズヒップティーを入れて下さり、そ
れをいただきながら、質問タイム。「花を枯らす一番の原因は水のやり過ぎ。庭造りの時
期は扱う木や花にもよりますが、梅雨ぐらいまでが良い」とか。2階の多目的スペースで
は色々楽しい教室をされているようです。すっかりガーデニング気分になって、庭に
ちょこんと置いたら可愛いウサギの置物と気に入った花苗を買って、野間川沿いのＣａ
ｆｅ &Ｒrestaurant カリンカでランチしました。



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）

4月のでんくう自主企画4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 春の見てみてガイド＆イベントカレンダー４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）

４月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

2013年

で　　　ん　　　く　　　う

　◆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

～4/21　男塾セミナー～選ばれる男になるには～【参加者募集】　西脇市西脇ロイヤルホテル　30～50歳までの独身男性  受講料5,000円　◆23-2000
～磁石のふしぎ展　～6/30(日 )　西脇市上比延町 にしわき経緯度地球科学館 テラ・ドーム　月曜休館　◆23-2772
11時半～　春休み限定  ホテルバイキング和･洋･中  食材フェア～4/7(日 )　西脇市西脇ロイヤルホテル　【土日ディナー17時半】　大人2,000円　◆23-2000　　
2（火）10時～　創作活動を日常とする作家たちVol.1梅田邦彦展（写真）　～4/21(日 )　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　月曜休館　アトリエは入館無料　◆23-6223
14（日）10～16時　春の息吹を感じよう！～10㎞山歩き～　多可町中区 なか･やちよの森公園　要予約　雨天中止　森の案内人ガイド付き　100円　◆30-0050
14（日）11～14時　スオミの春・石窯ピザ試食会　多可町中区安楽田 ハーブ＆ログ スオミ　要予約　先着30名様　￥1,000(ピザ、飲みもの、デザート）　◆32-4113
14（日）13時半～　変り巻きずしと空也むし・みたらし団子を作ろう　多可町加美区轟 ラベンダーパーク多可　要予約　￥1,000　◆36-1616　
17（水）10時～　人形とちりめん細工展　～4/29(祝 )　西脇市西脇 旧来住家住宅　月曜休館　◆22-5549
20（土）10～13時　春の渓流でおさんぽ　多可町中区 なか･やちよの森公園　要予約　200円　雨天時パンづくりのみ　◆30-0050
21（日）10～12時　燻製教室　ウィンナーソーセージ(オールポーク生地 )　西脇市黒田庄町 日時計の丘公園　要予約　1組1,200円　◆28-4851　
21（日）10～16時　『 軒先マーケット（ 仮。） vol. ３～ ワークショップの集い ～ 』　 西脇市寺内 でんくう総合案内所体験学習室　小さな手づくりの集い　◆09059070218(上山 )　
28（日）13時半～　ハーブの香りのオリジナル香水作り　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　1,200円　◆32-0685　
28･29（日･祝）11～15時　ブライダルフェア『結婚式みたいな日』　多可町八千代区 エーデルささゆり　婚礼料理・引出物・演出アイテムなどの展示、婚礼衣装の試着など　◆37-1200

13（土）    行ってみいへん食べてみいへん　　　   「北はりま旬菜館」
集合：でんくう総合案内所9時45分　　
　　または現地(北はりま旬菜館：西脇市野村町）10時
内容：23年7月にオープンした旬菜館の店内を見学
　　その後、土日のみオープンしている喫茶でモーニングを
定員：20名　　〆切り：4/10　
参加費：モーニング代実費(380円)

12（金）　北はりまを1日楽しむバスツアー　　　　　「いちご収穫体験と北はりまの桜」
行程：8時三宮発→西神中央→でんくう→箸荷いちご園→桜公園
          (ふるさと工房夢蔵の花見弁当）→大歳金刀比羅神社→
　　いぶきの森→でんくう→帰路
参加費：4,200円　（昼食、いちご園入園料含む）

5/12（日）    行ってみいへん食べてみいへん 「なか･やちよの森公園＆エアレーベン八千代」
5/19（日）    日本一ながい散歩道  「○○とオープンガーデンin西脇」

予告

ふふぁみり～カーニバルふぁみり～カーニバルふぁみり～カーニバルふぁみり～カーニバルふぁみり～カーニバルふぁみり～カーニバル食織フェア食織フェア食織フェア食織フェア食織フェア
しょく しょくしょく しょくしょく しょくしょく しょくしょく しょく

４月 28日（日）４月 28日（日）４月 28日（日）４月 28日（日） 10 時～ 15 時10 時～ 15 時10 時～ 15 時10 時～ 15 時10 時～ 15 時

ゆるキャラ大集合ゆるキャラ大集合

ステージアトラクションステージアトラクションステージアトラクション

西脇おやこ劇場西脇おやこ劇場西脇おやこ劇場 あそび横町あそび横町あそび横町

体験＆実演体験＆実演体験＆実演

青空市青空市
ダイヤモンドジュエリーフジワラ

（アクセサリー）
黒糖丸本舗（焼きソバなど）　 
JA みのり特産開発センター（コロッケ）他 

食品バザー、バザー、ゲーム

★ミニ散歩道　日本のへそまで歩こう！
▲はりまコットンボール銀行やよい村
　　　コットンドールづくり体験　　　
●龍王鈎本舗　播州毛ばり実演　　　

和輝愛逢　　　　
ファイアーベンチャーズ　　
ハワイアンフラ西脇アロヒ　　
K-Dream　他　

大集合集合集合集合集合合合合合合合合合合合合合合合合合合合集集集集集集集集集集集集大集合集合集合合集合合合合合合合合合合合集集集集集大集合集合集合合集合合合合合合合合合合合集集集集集集集集集集


