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左からゆあ～メイトの浅野智子さん、
生活支援アドバイザーの三川一代さん

●尾 上（おのえ）
駅から徒歩5分の好立地。近隣にス
ーパー・ホームセンター・コンビニ・
学童保育所などの利便施設が充実。
敷地内にも24時間体制の在宅療養
支援診療所・小児科・保育園などを
併設。管理センターには生活支援ア
ドバイザーが常駐し、60歳以上の入
居者に生活相談や安心コールを無
料で実施しています。

【所在地】名古屋市北区尾上町1-2
【交通】名鉄・地下鉄上飯田線｢上飯田｣駅から徒歩5分、または地下鉄名
　　　城線｢平安通｣「志賀本通」駅から徒歩9分尾上  総戸数／1,368戸

No.219No.219

UR都市機構をもっと
知っていただくために
UR賃貸　中部

緊急事故受付センター ［業務受託者］
日本総合住生活株式会社

水漏れ・排水詰まり・断水・停電などの応急措置を必要とする事故が発生した
場合はご連絡ください。

【 対 象 】
愛知県・岐阜県・
三重県内の団地（052）350-2900

発　行

編集・制作／山下企画

お住まいの
みなさまと

UR都市機構を
つなぐ情報誌

今号の団地紹介

一人ひとりの目線に
合わせた応対を心がけます。

尾  上 （おのえ）
すくすく いきいき
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ライフ

学びはみんな
　　遊びの中にある
学びはみんな
　　遊びの中にある

いきいき

NPO法人ノッポの会理事長の城田宣弘さん

花カフェを会場に行われた認知症声掛け訓練

　「出発進行～！」元気な合図と共に、ミニSLが幼稚園の園庭

を進みます。石炭を燃料に、小さいながら煙も出る本格派。ボ

ランティアの駒田さんによる恒例イベントで、園児も毎年心待

ちにしています。「乗って楽しいだけで終わらない。切符や駅を

つくり、改札係や踏切係などの役割を決め、遊びの中にも、ち

ゃんと “仕事”が発生しています。汽車がどうして動くかに興味

を持つ子もいますよ」と園長の河本彰先生が説明してくれま

した。

　お絵描き、工作、歌や踊り、 ごっこ遊び…。すべてに学びの

要素があるといいます。教科書のない幼稚園では、何をする

か決めるのは園児たち自身。「誰からも強制されず、自分たち

が楽しいからやっている中で、次は何をやろうという意欲、最

後までやり抜く根気、仲間との協調性などが育まれるんです」。

こうした体験が、人生の土台になると河本園長は確信してい

ます。「この虫にはどんなエサをあげるの？」「卵を生んでくれ

るかな？」…。名前だけでなく、育て方など深い部分にまで園

児たちの好奇心は広がります。こうした日々の様子を、河本園

長は「おりべのつぶやき」という園のたよりで保護者に発信し

ています。「１日で子どもたちは大きく成長します。その一瞬一

瞬を見逃さないようにしたい。たよりを読んで嬉しい言葉を

いただくこともあって、私も励みになるんです」。

　　　　尾上団地「花カフェ」
　NPOや行政の協力で実施された「認知症声掛け訓練」。話

し方や目線の合わせ方などのポイントが解説され、実際の場

面を想定しての訓練が行なわれました。

　会場となったのは、NPO法人ノッポの会が運営する「花カ

フェ」。社会福祉士が常駐し、高齢者の居場所づくりや相談が

できる場を目指しています。珈琲は200円、月水金はモーニン

グサービスも付くとあって、なかなかの繁盛ぶり。映画鑑賞・

麻雀・脳トレなどの行事も好評です。「高齢化が進む中、ずっ

と住み続けたい団地にするためのお手伝いがしたい」とノッ

ポの会理事長の城田宣弘さん。12月１日には、すぐ隣に系列

のデイサービスもオープン。食事の美味しさには自信がある

そうです。

シニア世代の憩いの場！シニア世代の憩いの場！

Contents
コンセント・プラグの取扱いについて集会所をぜひご利用ください！「2017共同花壇コンクール」を開催
住宅用火災警報器の取扱いについて毎月の家賃のお支払いでPontaポイントがたまる！

住まいセンターだより年末年始休業のお知らせ及び緊急事故受付のご案内年末年始に備え、収集日を守って計画的なゴミ出しを！知っていますか？見守りサービス
生活応援コーナーすっきり暮らすワンポイントレッスンこの食材がスゴイ！今日からできるエコライフ安心・快適なプチリフォーム

最旬！イベント通信
催事ご招待／読者投稿コーナーまちがい探し　そうだったのか…!！ 雑学のとびら

遊歩〜記 おでかけ図鑑職人気分で伝統工芸に挑戦！
カラダ喜ぶ野菜＋（プラス）
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煙を上げて進むミニSLに歓喜の声が上がります

お話をうかがった
園長の河本彰先生

出発進行～！
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名古屋

伊賀上野

上野市

静岡

岐阜 美濃太田

美濃市

有松

尾張瀬戸

名鉄瀬戸線

伊賀鉄道

長良川鉄道

JR高山本線

JR関
西本
線

JR東
海道
本線

美濃和紙の里会館
1

品野陶磁器センター
陶芸教室3

有松・鳴海絞会館

伊賀くみひも
組匠の里

2

丸子南
アーバンラフレ鳴海

4 体験工房
駿府匠宿

5
名鉄本線

お住まいの地域からもアクセスしやすい、
魅力的なおでかけスポットをご紹介。
近場でとことん楽しんじゃおう！

古くからモノづくり文化が育まれてきた東海エリア。愛知・岐阜・
三重・静岡の4県で、国の伝統的工芸品に指定された品目は26
にのぼります。実用性と芸術性を兼ね備え、国内外の人々を魅了
する工芸品の数々。その神髄に触れられる体験工房で、オリジナ
ル作品に挑戦してみませんか。

職人気分で
伝統工芸に挑戦！
職人気分で

伝統工芸に挑戦！
ゆーあーるき

おでかけ図鑑おでかけ図鑑
丘陵地に広がる明るい南向きの団地。
豊かな緑と歴史ある町並みに恵まれ、
駅前の大型ショッピングセンターをはじ
め、銀行・スーパー・各種医院・郵便局・
コンビニなどの利便施設が充実。子育
て世帯にも暮らしやすい環境です。
●所在地／名古屋市緑区鳴海町字尾崎
　山43-6 他
●アクセス／名鉄｢有松｣駅より徒歩12分

アーバンラフレ鳴海

保育園やスーパーが近く、子育てに適
した好環境。「丸子三丁目」停より「新静
岡」駅までは、静鉄バスで約20分。安倍
川を渡り、穏やかな住環境の中にたた
ずむロケーションが魅力です。
●所在地／静岡市駿河区丸子2-15
●アクセス／JR｢静岡｣駅下車、静鉄バ
　ス｢丸子三丁目｣停より 徒歩3分

丸子南

① 美濃和紙の里会館

健康のためには
１日350gの野菜摂取が理想。
少ない材料で簡単につくれる

野菜メニューを、
食卓に１品プラスしましょう。

cooking！
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エリア圏内の
UR団地

岐阜県・美濃市

「流しずき」で美濃判（約33cm×45cm）をすき上げる「美濃判コース」

出来上がりをイメージしなが
ら、ろくろ作業に挑戦

材料や道具はすべて用意さ
れているから手ぶらでOK

「肩の力を抜いて楽しくリズミカ
ルに」が上手につくるコツ

「美濃和紙の里会館」では、
紙をテーマとするユニークな企画展も開催

粘土細工の要領で好きなものを成形する手びねり

素焼きの陶磁器に藍色の呉須（ごす）という染料で絵付け

「品野陶磁器センター」
では、瀬戸・品野地区の
窯元の陶磁器を
展示即売

美濃和紙の歴史や製造工程、
用具などを映像と共に紹介する「第1展示室」

生活空間での和紙の使い方を提案する「第2展示室」

資料展示を通して、
伊賀くみひもの歴史と
伝統が学べる資料室

ショップでは伊賀くみひもを使った色とりどりのグッズを販売

直線だけでつくる虫籠「からたち」

上野城近くで観光にも好立地な「組匠の里」

有松・鳴海絞りの歴史がわかる展示室

上野城近くで観光にも好立地な「組匠の里」

ヒゴの曲線が美しい花器「丸子」は所要約40分

静岡市の伝統産業と歴史を紹介する駿府匠宿

完成した和紙はオリジナルの
照明スタンドやミニついたてに

（キット別売）

粘土の固まりが

だんだん形に！

海外の

お客様にも人気！

コースターなら

手軽に挑戦できそう

【作り方】
① 大根と人参を千切りにする。
② 塩少 （々分量外）をもみこんで10分ほど置き、水
　気を切る。
③ ボールに酢・砂糖・すりごまを混ぜ合わせる。
④ ③に②を合わせ、しばらく漬けて味をなじませる。

※千切りが手間な場合は、スライサーを使うと便
　利です。冷蔵庫で３～４日保存できるので、お
　正月に限らず食卓に彩りがほしい時の常備菜と
　しても便利。

紅白なます

秋から冬の大根は甘味があって柔らか。生で
美味しくいただけます。お酢と人参と合わせ
ると、風邪予防や美肌効果も期待できそう。

【材料】
大根…200g
人参…50g
酢…50cc
砂糖…大さじ2,5
すりごま…大さじ３～４

② 伊賀くみひも 組匠の里 三重県・伊賀市

丸台で絹糸を交差させ美しい作品が完成
［伊賀くみひも1976年 伝統的工芸品指定］
　伊賀くみひもの歴史は、奈良時代以前にまで遡るといわれます。
美しく染め上げた絹糸の一筋一筋が交じり合い、独特の風合いを
醸し出すのが特徴。帯締など和装に欠かせないだけでなく、現代の
ファッションアイテムにもマッチします。「組匠の里」は、伊賀くみひ
もの伝統技術を気軽に体感できる施設。8玉の丸台を使用してキー
ホルダーやブレスレットをつくる、くみひも体験が人気です。
【入館料】無料
【くみひも体験料】1,100円
【所要時間】約30分
【交通】伊賀鉄道「上野市」駅より徒歩約5分
【問合せ】☎0595-23-8038

④ 有松・鳴海絞会館 愛知県・名古屋市

400年の歴史を誇る有松絞りで雑貨づくり
［有松・鳴海絞り 1975年 伝統的工芸品指定］
　展示資料や伝統工芸士による実演を通して、有松絞りの歴史や技術を紹介する「有松・鳴海絞会館」。ここでは予
約による体験教室も開かれ、誰でも気軽に絞りの世界に触れられます。ハンカチ・Tシャツ・のれん・テーブルセンタ
ーなど好みのアイテムを選び、職人さんの指導で根気よく手を動かしましょう。染色された作品は、約３週間で自宅
に届きます。
【入館料】２階展示室は大人300円、小中高生100円
【絞り体験料】1,080円～（要予約）
【所要時間】60分～90分
【交通】名鉄名古屋本線「有松」駅から徒歩4分
【問合せ】☎052-621-0111

⑤ 体験工房 駿府匠宿 静岡県・静岡市

丸ヒゴを使った繊細で優美な細工が特徴
［駿河竹千筋細工 1976年 伝統的工芸品指定］
　温暖な気候の静岡市周辺は良質の竹の産地として知られ、古くから竹細工
が盛んでした。「駿河竹千筋細工」は、1840年頃、華道や茶道、機織に秀でた三
河の武士により伝えられた技法。丸く削り出した竹ヒゴを使った優美なデザイ
ンが特徴で、独特の曲げや継手を用いて様々な製品がつくられます。「体験工
房 駿府匠宿」で、虫籠や花器など、キットの組立にチャレンジしてみましょう。
【入館料】無料
【竹千筋細工体験料】1,740円～3,200円
【所要時間】20分～70分
【交通】JR「静岡」駅よりしずてつジャストラインで30分「吐月峰駿府匠宿入口」
　　　下車、徒歩約5分
【問合せ】☎054-256-1521

③ 品野陶磁器センター陶芸教室 愛知県・瀬戸市

粘土も時間も無制限で作陶に没頭！
［陶磁器 1977年(赤津焼)/1997年(瀬戸染付焼) 伝統的工芸品指定］
　瀬戸市は焼き物の代名詞ともなった、せともの発祥の地。ここは裏手に粘土山を臨む、陶磁器の
“聖地”にある陶芸教室です。個人向け陶芸体験では、粘土の使用量と作業時間に制限無し。手びねり
でも電動ろくろでも、お好きな工法で満足いくまで作陶できます。器や花瓶、貯金箱など何をつくり
たいか相談すれば、スタッフが親切に指導。絵付けのみ体験できるコース（650円～）もあります。
【入館料】無料
【作陶体験料】1,080円～
【所要時間】30分～120分
【交通】名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」より名鉄バス「品野坂上」停下車、徒歩10分
【問合せ】☎0561-42-0958

本物の用具で伝統的な紙すきに挑戦  ［美濃和紙 1985年 伝統的工芸品指定］
　1300年以上の歴史と伝統を誇り、ユネスコの世界文化遺産にも登録された本美濃紙。その歴
史や技術、未来への可能性などを紹介する「美濃和紙の里会館」では、職人が
使う本物の用具で、楮100％の和紙による紙すき体験ができます。伝統の
「流しずき」を基本に、紙に水を落として模様をつけたり、楓などの植物
を入れ込んだりと、様々なアレンジも楽しめます。
【入館料】大人500円・小中学生250円
【紙すき体験料】500円～　※別途入館料必要
【所要時間】20分～
【交通】長良川鉄道「美濃市」駅から岐阜バス牧谷線洞戸栗原行き約20分、
「和紙の里公園前」下車
【問合せ】☎0575-34-8111

こうぞ

どんな風に仕上がるかドキドキ！

初めてでも素敵な作品が完成！
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加工済みのパーツを組み立て、
竹ヒゴを差しボンドを塗って完成



住まいセンター
だより

電話はくれぐれもおかけ間違いのないよう
おねがいします。

名古屋住まいセンター
☎（052）332-6711

静岡県住宅供給公社 ☎（054）255-4824

静岡県住宅供給公社（西部支所） ☎（053）455-0025

静岡県住宅供給公社（東部支所） ☎（055）920-2271
大曽根住まいセンター

☎（052）723-1711
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※口座振替日は「毎月25日」もしくは「毎月月末」です。
　お手持ちの賃貸借契約書等をご確認ください。

支払い期日が25日の方・・・12月25日（月）に引き落
としとなりますので12月22日（金）までに
支払い期日が末日の方・・・１月4日（木）に引き落と
しとなりますので1月3日（水）までに

支払い期日が25日の方・・・１月25日（木）に引き落
としとなりますので１月24日（水）までに
支払い期日が末日の方・・・１月31日（水）に引き落
としとなりますので１月30日（火）までに

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
31
25 26 27 28 29 30
11 2 3 4 5 6

12月
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1月

新年を気持ちよく迎えるためのゴミ出しマナー

ルールを守って正しくゴミ出し
　ゴミは正しく分別し、決められた日時・場所に出してください。指定袋の使用やシール添付が定め

られている場合は、必ず守りましょう。

　年末年始はゴミの収集業務が休みになります。年末の最終収集日と、年明けの収集開始日を広報

誌などで確認し、カレンダーに印をつけておけば安心です。特にゴミが出やすい大掃除は、収集日に

合わせてスケジュールを立てましょう。

　見守り機器で日常生活を検知。異常を検知した場合、立山科学工
業（株）の「コールセンター」からお客様・緊急連絡先にご連絡をする
サービスです。　※静岡県内の団地は、対象外です。

収集日以外のゴミ出しは厳禁
　最終収集日に間に合わなかったり、休み中に出たゴミは、収集開始日まで各家庭で保管してくださ

い。最終日を過ぎてから出すと年明けまで放置され、野良猫やカラスに荒らされたり、悪臭や放火の

原因になります。

　年末年始は特にゴミが出やすい時期。年明けに大量に捨てないですむよう、エコバッグの持参や

簡易包装、詰め替え商品の選択などでエコライフを心がけ、家庭ゴミを減らす工夫をしましょう。

粗大ゴミの処分は各戸の責任で
　大掃除で家具や自転車などの粗大ゴミが出た場合は、自治体のルールに従い、各戸で責任持って

処分してください。決して一般ゴミ置き場に捨てないようお願いします。

　また不要になったからと無闇に捨てず、まだ使えるものは知り合いに譲ったり、リサイクルショップ

に持ち込めばゴミの削減になります。一人ひとりがマナー意識を持って、気持ちよい住環境を守りま

しょう。

間もなく年末年始です。この時期はゴミの収集が休みになるので、ご注意ください。最終収集
日に間に合うよう、年末の大掃除は計画的に行いましょう。気持ちよく新年を迎えるためにも、
ゴミ出しマナーへのご協力をお願いします。

　見守りサービスは、UR都市機構パートナー事業者：立山科学工
業（株）が、住宅内に設置された安否センターからの通報を受信し
た時に、お客様に電話確認し必要に応じて緊急連絡先に電話連絡
を行うサービスです。詳しくは住まいセンター等で配布する「見守り
サービス利用規程」をご覧ください。

住まいセンターは、12月29日（金）から翌1月3日（水）までの6日間、年末年始休業となります。
休業中における緊急事故（断水・漏水・配水管のつまり等）の連絡先は下記のとおりです。

年末年始に備え、
収集日を守って計画的なゴミ出しを！

年末年始休業のお知らせ及び緊急事故受付のご案内年末年始休業のお知らせ及び緊急事故受付のご案内

緊急事故受付センター　TEL 052-350-2900
静岡県内については、ALSOKテレホンサービスセンター TEL 054-653-0255へご連絡ください。

知っていますか？
見守りサービス

UR「見守りサービス」

何らかの事情で
動けない

一定時間動きがない場合

月額900円（税抜）
料　金 ・初期費用（事務手数料・機器設置代）として

　6,590円（税抜）が別途必要です。
・約3年に1回の電池交換が必要となり、別途
　料金が必要です。（2,400円〈税抜〉／3台）

自動的にコールセンター
に通報が行われます

他人
事では

ない！

住戸
内事故・けが

家賃等の振替日はカレンダーのとおりです。
前日までに入金をお願いします。



好きなモノだけに囲まれた居心地のいい部屋づくり、身近な食材に秘められたパワー、
省エネと賢い節約でエコな毎日。シンプルだけど丁寧な暮らしを実践するヒントをご紹介します。

生活応援コーナー生活応援コーナー

油汚れは時差をつくらずさっと一拭き

すっきり暮らす
ワンポイントレッスン

　太りたくないからお餅は食べない

なんて、お正月を前にもったいないで

すね。切り餅２個とご飯軽く1杯は、ど

ちらも230キロカロリーほど。お餅の

原料となるもち米は、粘り気のあるデ

ンプン「アミロペクチン」を含有。体内

での分解に時間がかかるため、ご飯

より腹持ちが良く、間食を防ぐ効果も

期待できます。体を温める働きがある

ので、寒い時期にもぴったり。海苔を

巻いたり大根おろしにからめて食べ

れば、栄養バランスもグッドです。

お餅はダイエットの敵？味方？

この食材がスゴイ！

　大掃除の季節です。パワフルな吸引力の掃除機が続々登場してい

る現代で、昔ながらのほうきが見直されているのをご存知ですか。

電気を使わない、置き場所を取らない、騒音や排気を気にしなくて

すむなど、多くのメリットがあります。気になった時にいつでもさっと

使え、掃除機が入り込めない狭い場所でも大活躍。でもカーペット

のゴミは取りにくいので、場所によって掃除機とほうきを使い分け、

賢く節電しましょう。

　個人住宅のみならず、オフィスビル・商

業施設・ホテル・サービスエリアなど、多く

の公共施設に設置されている温水洗浄便

座。今や私たちの快適で衛生的な暮らし

に、欠かせなくなっています。温水洗浄の

みならず、脱臭・乾燥・除菌・節電節水など、

多くの付加機能が搭載されているのもポ

イント。今ある便器に上だけさっと取り付

けられるタイプなら、大がかりな工事も不

要なため賃貸住宅におすすめです。

ほうき生活で環境もクリーン

快適＆清潔生活の必需品

今日からできるエコライフ

安心・快適なプチリフォーム
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　家事で最も長い時間を過ごすキッチン。ここがきれいだと気持ちい

いですね。でもコンロ周りは油はねやホコリが付着しやすく、どうして

も汚れがち。清潔を保つ第１のステップは、まめに拭き取れるよう周

囲にモノを置かないこと。第２ステップは、汚れがついたらすぐ、キッ

チンペーパーか雑巾でさっと湯拭きすること。油汚れは時間を開けず

に一拭きすることで、きれいになります。魚焼きグリルもまだ熱いうち

に洗剤で洗えば、汚れが簡単に落ちますよ。



10月号表紙の「すくすく」に１歳の娘さんが、「いきいき」にお母様（娘さんにはおばあ様）の写真
が載っていてびっくり！とのおハガキが。そんな奇跡のようなことがあるのですね。松富団地・岸
本さんの水彩画も好評です。近所に絵の上手な人が住んでいるのを、こだちで知ったとの声も。

編集後記編集後記編集後記

「図書カード（1,000円相当）」が10名様に当たります！
※ 正解者の中から抽選で10名様に、「図書カード（1,000円相当）」を差し上げます。  
　 当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

10月号のクイズの答え「A・C・E・G・H」でした。　（応募総数124通、内正解者117名）

【応募方法】 
ハガキに答え（アルファベット）・郵便番号・住所・氏名・年齢・本紙こだちへのご意見・ご感想を
ご記入のうえ、下段の応募先「まちがい探し」係までお送りください。

【応募方法】
ハガキまたは封書に郵便番号・住所・氏名（匿名希望の方はペンネームもお書きください）・年齢をご記入のうえ、
下記応募先までお送りください。平成29年6月1日から通常ハガキが62円となりましたのでご注意ください。
※作品は返却できませんのでご了承ください。複数ご応募いただいた場合でも、景品はおひとつとなります。
　氏名などの書き漏れがあると採用しかねますのでご注意を。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

【応募先】
〒461-0001  名古屋市東区泉一丁目22-35　チサンマンション桜通久屋 212　山下企画  こだち編集部

※宛先の最後に、「まちがい探し係」「読者投稿係」「読者ご招待係」と明記してください。
※締切／平成30年1月10日（必着）

【お預かりした個人情報について】◎お預かりした個人情報は、山下企画からのプレゼントの発送、本誌への掲載、アンケートの集計、お知らせなどに利用させてい
ただきます。◎ご本人の承諾がない限り、登録された個人情報を上記の目的以外に利用したり、第三者に提供したりいたしません。ただし、入力業務などで個人情
報を第三者に依託する場合は、当該委託先及び秘密を保持させるための監督を行います。◎個人情報のご提供は任意ではありますが、ご提供いただけない場合、
上記目的を達成できない場合があります。◎ご本人が自己の個人情報について、通知・開示・訂正・追加・削除・利用停止・提供停止を希望される場合は下記のお問
合せ先にご連絡ください。

必ずお読みください。お申し込みをもって、当社の個人情報の取り扱いに同意したものとさせていただきます。

お問合せ先▶山下企画　こだち編集部　TEL 052-972-6581   FAX 052-972-6581

応募者の中から抽選で下記の催事にご招待いたします。
②③④１枚ずつ各10名様。
希望番号(お一人様一催事)を明記の上、
下段の応募先までハガキでお申し込みください。

催事ご案内

読 者 プ レ ゼ ン ト

読者プレゼント
クイズ

読 者 ご 招 待

フィレンツェのシニョーリア宮殿（現パラッツォ・ヴェッキオ）
を飾っていたダ・ヴィンチ未完の大壁画「アンギアーリの戦
い」。模写や派生作品などで、今は失われた壁画の謎と魅力
を紹介。ミケランジェロの壁画の下絵模写「カッシナの戦い」
も加え、ルネサンス二大巨匠の競演をご体感ください。

2018年1月13日(土)
～3月25日(日)
一般／1,300円　
高大生／900円
小中生／500円
名古屋市博物館
☎052-853-2655
休館日／毎週月曜日(祝日の
場合は翌平日)・第4火曜日

12月14日（木）～
2018年2月18日（日）
一般／1,400円
高大生／1,000円
中学生以下／無料
名古屋市美術館
☎052-212-0001
休館日／毎週月曜日
（1/8、2/12除く）、12/29
～1/3、1/9、2/13

④  レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展

期間
2017年11月20日（月）～2019年３月31日（日）

愛知県美術館
☎052-971-5511（代）

②  シャガール展 三次元の世界

開催中～
2018年1月21日（日）
一般／1,300円　高大生／900円
中学生以下／無料
名古屋ボストン美術館
☎052-684- 0101
休館日／月曜日
（祝日・振替休日の場合はその翌日）、
年末年始（12/25 ～1/1）

《誕生日》　1923年　油彩、キャンヴァス
AOKIホールディングス蔵

© ADAGP, Paris & JASPAR, 
Tokyo, 2017, Chagall ® E2663

作者不詳（レオナルド・ダ・ヴィンチに基づく）
《タヴォラ・ドーリア》　ウフィツィ美術館

Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi
©MBA Reims 2015/Christian Devleeschauwer.

鈴木春信《女三宮と猫》中判錦絵
明和4-5年(1767-68)頃

William Sturgis Bigelow Collection, 11.19508
Photograph ©  Museum of Fine Arts, Boston

錦絵創始期の第一人者として知られる浮世絵師・鈴木春信。
詩的で洗練された画風で、錦絵の大衆化にも貢献しました。
本展ではボストン美術館選りすぐりの約150点を紹介。希少
な春信作品のほとんどが海外所
蔵のため、本物と出会えるこの
機会をお見逃しなく。

③ ボストン美術館浮世絵名品展  鈴木春信

まちがい探しまちがい探しまちがい探しまちがい探し
下の２枚の絵の中に、違っているところが５つあります。さてどこでしょう？
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マルク・シャガールは生涯を通じて幅広い表現手段に関心を示
し、60代になってからは、陶器や彫刻を積極的に制作していま
した。本展はこの知られざる事実に注目し、日本ではほとんど見
ることのできないシャガールの立体作品を、絵画とともに紹介
します。二次元と三次元の表現の間にある密接な関係を展示す
る、日本初の試みです。

①  改修工事に伴う臨時休館のお知らせ

最旬！イベント通信最旬！イベント通信

役に立つか立たないかは置いといて、
知ってなるほどと納得できる
雑学をご紹介します。

そうだったのか
…！！

雑学のとびら
そうだったのか

…！！

雑学のとびら
お正月っていつまでを指すの？

川柳・俳句・写真・イラスト・絵手紙など、
どしどしご応募ください。掲載された方には、
商品券（1,000円）を差し上げます。

川尻優子さん（藤ヶ丘団地）＜編集部＞
シルエットだけでラブラブ感が伝わります。

先崎芳子さん
（下川原団地）

＜編集部＞
独自のタッチで
繊細な線の使い方が
良いですね。

2月

1月

瀬戸市の街中をお雛さまが華やかに彩ります。メイン会場『瀬戸蔵』の高さ
４ｍのピラミッド型巨大ひな壇「ひなミッド」には、約1,000体の陶磁器・ガ
ラスの創作雛が並び見応え満点。週末は「瀬戸焼のお雛さま作り体験」など
のイベントが盛りだくさん。お雛めぐり限定ランチ＆スイーツも楽しめます。
●会場：瀬戸蔵 他　●交通：名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅から徒歩3分
●問合せ：瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会　☎0561-85-2730

日本遺産認定記念  第17回 陶のまち瀬戸のお雛めぐり
2月3日(土)～3月4日(日)

読者投稿コーナー読者投稿コーナー

樹齢100年を越える梅の古木を含め、472本・59品種の梅が咲き
誇ります。早咲き・中咲き・遅咲きと順番に見頃を迎えるため、まつ
り期間中は梅を存分に楽しめます。期間中、園内に足湯や土産店も
オープン。日によって落語会や甘酒無料サービスなどのイベントも。
●場所：熱海梅園（熱海市梅園町8-11）　●交通：JR「熱海」駅か
ら「相の原団地」行きバスで約15分、「梅園」下車　●問合せ：熱海
市観光協会　☎0557-85-2222

熱海梅園  梅まつり　1月6日(土)～3月4日(日)

恒例の冬季イベント「史上最光の冬ラグーナ」の今年度の目玉が、
160万球が輝く水上イルミネーション「青の宮殿」。青一色の宮殿
が水面に写り込み、壮大な青の世界が広がります。橋を渡り宮殿の
中に入るのも可能。3Dマッピングなど多彩な演出も見ものです。
●場所：ラグーナテンボス ラグナシア　●交通：JR・名鉄「蒲郡」駅
から無料シャトルバス運行●問合せ：ラグーナテンボス インフォメ
ーションセンター  ☎0533-58-2700

水上イルミネーション「青の宮殿」　開催中～3月31日(土)  日没後より点灯

うだつの上がる町並みの町家で、古くから伝わるおひな様や美濃和
紙でつくったおひな様を展示し、桃の節句をお祝いします。時代によ
り表情や衣裳もさまざま。展示中の店舗や町家を巡るスタンプラリー
も実施し、スタンプを集めると抽選で景品が当たります。
●場所：うだつの上がる町並み
●交通：長良川鉄道「美濃市」駅から徒歩約15分
●問合せ：美濃市観光協会　☎0575-35-3660

うだつの町家のおひな様　2月10日(土)～4月3日(火)

名古屋市消防職員・消防団員、市民防災組織など約2,000人の勇
姿と、約80両の消防・救急車両や消防ヘリコプターなどの装備を披
露。陸・海・空一体での総合消防訓練は迫力満点です。「消防ふれあ
い広場」では消防車展示や防火服の着装体験、ポッカレモン消防音
楽隊などによるミニコンサートも開催。
●場所：名古屋港ガーデンふ頭　●交通：地下鉄名港線「名古屋港」
駅下車　●問合せ：名古屋市消防局総務部総務課☎052-972-3504

おんな城主 直虎 大河ドラマ館　開催中～1月14日(日)
大河ドラマの世界を体感できるテーマ館として、撮影セットや小道
具、衣装などを展示。ドラマの展開に合わせて展示物のリニューア
ルを実施しており、開館中何度でも楽しめる施設となっています。閉
館まであとわずか。この機会に、ぜひご来場ください！
●会場：浜松市みをつくし文化センターホール（浜松市北区細江町気賀
369番地）　●交通：天竜浜名湖鉄道「気賀」駅から徒歩1分　●問合せ：
おんな城主 直虎 大河ドラマ館入場券販売管理本部　☎053-453-2124

名古屋市消防出初式　1月14日(日)  10:00～11:45

※１枚枠ご希望者が多いため、今回は
　 ペア５組10名から変更いたしました。

　もういくつ寝るとお正月～♬　正月とは1月の別名で、元々は
1月1～31日までを指しました。今では1～3日までを三が日、1～
7日までを松の内といい、この期間を正月と呼ぶのが一般的です。
では元日と元旦の違いを知ってますか。元日は1月1日、元旦は1
月1日の朝や夜明けのこと。“旦” の字の下の線が地平線、上の日
は太陽で、日の出を表現しているのです。初夢は大晦日から1日
ではなく、1日から2日にかけて見る夢を指すのでお間違いなく。

イラスト イラスト

お
正
月

お
正
月

お
正
月

お
正
月

　　　　　　　


