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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。
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愛知県・岐阜県・
三重県内の団地（052）350-2900
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アーバニア滝子南
  UR COCOCHI “mama”
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中部エリア初！子育てママを応援する住まい中部エリア初！子育てママを応援する住まい

こちらも
注目！

豊成団地 MUJI×UR
名古屋駅までは自転車圏内。4DKのメゾネット型間取りを、2LDKに改修。壁を

なるべく取り払い、住む人が自由にアレンジできる開放的な空間を実現しまし

た。階段上の部屋にはMUJIの半透明襖を用いるなど、光を通しながら視線を

通さない嬉しい工夫もあります。

　UR都市機構が無印良品やイケアとコラボした、団地リノベーションプロジェ

クト。築年数は長くても、天井が高く間取りにゆとりがあり、光や風がよく通る。

そんな建物を、環境配慮の視点で再生する試みです。既存の壁や柱、鴨居など

を有効利用し、デザイン性や新たな機能を付加。ナチュラルかつ斬新、スタイリ

ッシュなのに温かみのある空間が、若い層を中心に人気を呼んでいます。

団地の良さを活かした
新しい暮らしのスタイル
団地の良さを活かした
新しい暮らしのスタイル

Contents
家賃や駐車場利用料等のお支払期日が月末のお客様へ

「近居割」実施中！！
知っていますか？見守りサービス etc.

UR賃貸住宅「暮らしと。」フォト＆スケッチ展2017

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

退去のお届けは14日前までに

団地内で犬・猫の飼育は禁止です！

家賃等及び駐車場利用料金口座振替について

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
ローカル列車でスローな旅

カラダ喜ぶ野菜＋（プラス）
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【所在地】名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2
【交通】地下鉄桜通線「桜山」駅より徒歩13分
　　    市バス「高辻」停より徒歩5分

【所在地】名古屋市中川区豊成町1
【交通】あおなみ線「ささしまライブ」駅より徒歩9分

募集戸数：２戸

アーバンラフレ小幡 イケアとＵＲに住もう。
ナチュラルで温かい印象の北欧の伝統的スタイルを取り入れた住まい。イケア

のオリジナルキッチンはシンプルで清潔感があり、白を基調とした壁と好相性

です。平成30年4月1日までに対象物件を仮申込または本申込され、ご契約いた

だいた方に、全国のイケアで使える30,000円分のギフトカードをプレゼント。

【所在地】名古屋市守山区小幡太田3-1他
【交通】名鉄瀬戸線「小幡」駅より徒歩13分、
　　    市バス「千代田」停より徒歩５分

尾上団地 コンフォートクラス プレミアム
団地内に保育園があり小学校も至近。周辺にはスーパーなどの利便施設が充実。

住宅内のLDKは採光に恵まれ、家事動線に配慮した設計に。キッチン横の洗濯機

置き場から、バルコニーに出てすぐ洗濯物が干せます。他にも洗面台下のステップ

やベビーカー収納スペース、水回りの収納棚など子育て世帯のための工夫が満載。

【所在地】名古屋市北区尾上町1-2
【交通】地下鉄名城線「平安通」「志賀本通」駅より徒歩9分、
　　    名鉄・地下鉄上飯田線「上飯田」駅より徒歩５分

　名古屋市屈指の文教地区として知られた瑞穂区にある、「アーバニ

ア滝子南」。ここに中部エリア初となる企画住宅「UR COCOCHI “mama”」

が誕生しました。現在と未来の子育て世代に向けて、URの若手職員が

女性目線で考えた間取りや設備に注目です。浴室の乾燥暖房、洗面化

粧台のハンドシャワー、感電防止コンセント、豊富な収納棚…。リビン

グにつながる対面キッチンからは、小部屋「DEN」（英語で書斎・隠れ

家などを意味）で遊ぶお子様を見守ることができます。キッチンカウ

ンターには家族のコミュニケーションツールになるメッセージボード

や、web検索しながら料理ができるUSBコンセントも設置。“あったら

いいな”を先取りした気配りとアイデアが満載で、子育て中はもちろん、

長く将来にわたり心地良く暮らせる住まいとなるはずです。ここからま

た、新しい家族の物語が生まれることでしょう。

リビングダイニングとキッチンがつながる開放的な間取りリビングダイニングとキッチンがつながる開放的な間取り 大容量のウォークインクローゼット大容量のウォークインクローゼット

女性職員が選んだアクセントクロスは大人カワイイがコンセプト女性職員が選んだアクセントクロスは大人カワイイがコンセプト

天井まである黒板は伝言板や
お子様のお絵かきに

洗面化粧台の下には
お子様のためのスライド式

ステップを設置。
蓋を開けると収納庫に

UR COCOCHIi“mama”の企画メンバー。
左から田中利一、田山絢菜、立林千澄

シューズボックスの扉は姿見で、
脇にはベビーカーの収納スペースも
シューズボックスの扉は姿見で、

脇にはベビーカーの収納スペースも

お友達やご家族をご
紹介いただいた方に、
10,000円分のQUO
カードを差し上げま
す。詳しくは挟み込
みチラシをご覧くだ
さい。

今後も
子育て世代に
やさしい住まいを
提供していきます。

成 約 済

募集戸数：３戸

募集戸数：１戸

●募集戸数は平成30年2月5日時点のものです。 上記4物件は先着順ですので、ご希望の住宅が申込済の場合があります。
   また、24時間いつでもネットで仮申込ができますので、 空き状況はリアルタイムで変わります。 あらかじめご了承ください。
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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！

ガタンゴトンガタンゴトン、緑の中を走るローカル列車。
ある時は民家の軒先をかすめるように、ある時は深い渓
谷を渡り…。レトロな車体、昭和の面影を残す駅、季節の
企画列車などなど、プラスαの魅力も満載。気になる駅
で途中下車してみるのもおすすめです。

ローカル列車で
スローな旅
ローカル列車で
スローな旅

ゆーあーるき

おでかけ図鑑おでかけ図鑑

① 樽見鉄道

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！

プラスカ

ラ
ダ喜ぶ野

菜

カ

ラ
ダ喜ぶ野

菜

カ

ラ
ダ喜ぶ野

菜

岐阜県

野趣あふれる沿線風景も魅力

本巣駅から終点の樽見駅までは絶景ルートが続く

昭和3年製造の貨物輸送者「ED501」車両は、
平成23年まで使われていた

ローカル鉄道で初めて食堂車を運行
山岡駅には寒天資料館やレストランを備えた
「山岡駅かんてんかん」や森の列車カフェがある

レトロな散策スポットが魅力の明智駅周辺の大正路地

品数の多さにびっくり！（寒天列車）

天浜線の中枢を担う天竜二俣駅。
蒸気機関車時代の扇形車庫や転車台等の施設は今も現役

額縁のような車窓の向こうには清流と里山が 全長72kmのうち約50kmが長良川沿いの路線

たにぐみ盆梅展※に合わせて運行
※旧谷汲観光資料館で2/10～3/11開催 梅にちなんだ御膳を地元4店が交代で提供。

手間ひまかけた料理は絶品！

岳南原田駅～比奈駅間では、
工場のパイプラインをくぐる
迫力ある光景を体感できる

「ながら」の調度品や窓枠には
国産ヒノキがふんだんに使われている

清流のブルーをイメージした観光列車「ねおがわ号」

沿線の緑や長良川の青とコン
トラストをなす車体

淡いパステル調の車体が田園風景に溶け込む

風光明媚な浜名湖の北側を走る

富士山を間近に望みなが
ら列車は走る

上野城近くで観光にも好立地な「組匠の里」

車内でも盆梅を鑑賞できる

地元和菓子店とのコラボで
生まれた、天竜二俣駅限定
の転車台ようかん。
味はあずき・お茶・
梅の3種類

鉄道オリジナルの「岳ちゃん人形焼」
(9個入り税込800円)

鉄道マニアや

撮り鉄必見！

【作り方】
① 野菜を粗みじん切りする。
② 小さめの鍋にオリーブオイルを熱し、①の
　 野菜を炒める。
③ ②に水300cc（分量外）を注ぎ、コンソメを
　加えて一煮立ちさせる。お好みで塩コショ
　ーで味を整える。
※白菜・ニンジン・玉ねぎ・セロリ・キノコなど、
冷蔵庫の野菜を多めに入れて具沢山スープ
を楽しみましょう。豆を加えればタンパク質も
摂れます。

色々野菜のスープ

冷蔵庫の余り野菜を刻んで煮るだけ。低カ
ロリーで美味しさも栄養も◎。体を温め満
腹効果もあるから、ダイエットの味方にな
りそう。

【材料】
数種類の野菜…お好みの量
コンソメの素…1袋（5g程度）
　※固形の場合は包丁で細かくする
オリーブオイル…小さじ２

② 長良川鉄道 岐阜県

長良川の絶景と溶け合う真紅の車体
　旧国鉄・越美南線時代から80年以上の歴史を持つ長良川鉄道。最も
注目を集めているのが、観光列車「ながら」です。車両デザインを手がけ
たのは、世界的な工業デザイナー水戸岡鋭治氏。ロイヤルレッドの車体
が、長良川の清流と周囲の緑に映えます。優雅な車両内でランチやスイ
ーツを味わうプランや、気軽に乗れるビュープランなどを用意。金土日
祝日や夏休みなど、年間150日運行しています。

【路線】
美濃太田駅（美濃加茂市）～北濃駅
（郡上市）
【全長】
38駅72.1km／所用時間約約130分
【問合せ】
長良川鉄道  ☎0575-23-3921 

④ 天竜浜名湖鉄道 静岡県

昭和の鉄道遺産と浜名湖の絶景を堪能
　掛川駅から新所原駅まで67.7kmを結ぶ天竜浜名湖鉄道（通称・天浜線）。昭和10年4月から
15年6月まで、四期にわたって敷設された国鉄二俣線が前身です。今でも当時の施設が数多く
残り、転車台・車庫・駅舎・プラットホーム・橋梁・トンネルなど、主要36施設が国の登録有形文
化財に登録。車窓の向こうにはのどかな里山や茶畑、
そして浜名湖の大パノラマが広がります。
【路線】掛川駅（掛川市）～新所原駅（湖西市）
【全長】39駅67.7km／所用時間約140分
【問合せ】天竜浜名湖鉄道株式会社  ☎053-925-2276

⑤ 岳南電車 静岡県

日本で唯一、全駅から富士山が望める！
　昭和23年の設立以来、地域の貴重なローカル線として活躍。全駅から富士山が
望めるのは、全国でもこの路線だけです。日本夜景遺産、日本百名月に認定された
沿線風景にも注目。月に２回、車両の灯りを一部消灯して夜景を楽しむ「夜景電車」
が運行され、昼と夜とで違った表情が楽しめます。鉄道車庫がある「岳南富士岡駅」
には、貨物輸送の役目を終えた電気機関車なども保管されています。
【路線】吉原駅～岳南江尾駅（両駅とも富士市）
【全長】10駅9.2km／所用時間約21分
【問合せ】岳南電車株式会社   ☎0545-53-5111

③ 明知鉄道 岐阜県

1年中楽しめるグルメ列車が人気
　中央本線の恵那駅と明智駅を結ぶ明知鉄道。沿線には日本の原風景
が残り郷愁を誘います。季節に応じた食堂車が1年を通して運行。寒天列
車・きのこ列車・じねんじょ列車など、地元食材を活かした味覚が楽しめ
ます。「岩村駅」付近のいわむら城下町、「山岡駅」に隣接する山岡駅かん
てんかん、終点「明智駅」にほど近い日本大正村など、沿線には魅力的な
立ち寄りスポットもいっぱい。
【路線】恵那駅～明智駅（恵那市・中津川市）
【全長】11駅25.1km／所用時間約50分
【問合せ】明知鉄道株式会社　☎073-54-4101

のどかな沿線風景と季節のイベント列車が魅力 
　カラフルな一両編成の樽見鉄道は、地域住民の足としてはもちろ
ん、季節ごとに運行されるイベント列車でおなじみ。中でも今年４回
目となる「たにぐみ盆梅展列車」は、例年すぐ満席になるほどの人気
です。大垣駅から谷汲口駅までの約45分間に、地元料理店が腕を奮
った盆梅御膳を堪能。沿線には「谷汲さん」として親しまれる華厳寺
や、国の天然記念物「淡墨桜」などの名所も点在しています。
【路線】大垣駅（大垣市）～樽見駅（本巣市）
【全長】19駅34.5km／所用時間約60分
【問合せ】樽見鉄道株式会社  ☎0581-34-8039

名古屋

岐阜

大垣駅

樽見駅

恵那駅

明智駅

吉原駅

掛川駅新所原駅

岳南
江尾駅

美濃太田駅

北濃駅

JR高
山本
線

JR中央
本線

JR東海道線

1

3

天竜浜名湖鉄道

明知鉄道

樽見鉄道

長良川鉄道

岳南電車

2

4

5

「洗って! 回って! 列車で GO!」
乗車したまま洗車機を通り、
転車台で回転を体験。
平成30年4/1～の土日祝
 ※天竜二俣駅・受付11:00～

予約制：定員50名
料金：500円(1歳未満無料)
所要時間：約60分

注目イベント！

「たにぐみ盆梅展列車」
2/18(日)・24(土)・25(日)、3/3(土)・4(日)
※いずれも樽見鉄道・大垣駅10:40発
各日定員：25名　料金：4,500円
往復切符（大垣駅～谷汲口駅）＋
盆梅御膳＋たにぐみ盆梅展入場券

＋地元特産お土産 
※乗車10日前までに要予約

注目イベント！

“景色良し梅良し

料理良し”です

記念硬券に

購入月日を印字して

もらおう！

運転席にも座れるよ！

車内はほんのり

木の香り

注目イベント！

「岳南電車まつり」
3/25(日) 10:00～16:00

電車の乗り方教室や昔ながらの
硬券を使った切符の
日付入れ鋏入れ体験、

岳南電車ミニトレイン乗車、
グッズ販売や飲食ブース、
ステージパフォーマンス

などを開催。

たる   み   て つ 　どう

な が   ら   が わ   て つ   どう

あ け 　ち     て つ   どう

が く  な ん  で ん  しゃ

てん  りゅう  は ま   な    こ      て つ   どう
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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

静
岡
県
の
U
R
窓
口
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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・・・2月26日（月）に引き落と
しとなりますので2月23日（金）までに
支払い期日が末日の方・・・２月28日（水）に引き落
としとなりますので2月27日（火）までに

支払い期日が25日の方・・・3月26日（月）に引き落と
しとなりますので3月23日（金）までに
支払い期日が末日の方・・・3月30日（金）に引き落と
しとなりますので3月29日（木）までに
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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。

お引越しが決まったら・・・

退去時には【解除届】
　お住まいのUR賃貸住宅を契約解除して退去される際には、予告期間が必要です。退

去予定日の14日以上前に、UR都市機構所定の「賃貸住宅賃貸借契約解除届」を管理サ

ービス事務所、または管理連絡員から受け取り、記入のうえ提出してください。

　予告期間が14日未満の場合は、解除届提出の翌日から起算して、14日目が契約解除

日となります。また、月の途中で退去される場合、家賃等は契約解除日までの日割り計算

となります。

● 修理費用について

　お客様の退去後、住宅の損傷程度の調査にお伺いし、お客様負担分の修理費用を査

定します。敷金は日割り家賃等（未納家賃があればそれも含む）から修理費用などを控

除して返還します。精算額が敷金を超える場合は、不足分をお支払いいただきます。

● 鍵や設置物について

　入居時にお渡しした住宅の鍵は、すべて管理サービス事務所または管理連絡員にお

返しください。万一紛失した場合は、シリンダー錠の取り替え費用をご負担いただきます。

　浄水器や屋外アンテナ、集合郵便受箱の錠前など、お客様ご自身で設置されたものは、

退去日までに撤去してください。

その他の手続きとゴミ出しについて
　ガス・水道・電気は、事前に各供給先へ連絡し、使用料金を精算してください。駐車場・

貸倉庫などを利用している場合は、解約手続きをしておきましょう。

　郵便物は最寄り局に転居届を提出すれば、１年間は旧住所宛郵便物を新住所へ転送

するサービスがあります。市区町村への転出届、電話の移設手続きや新聞の配達停止な

どもお忘れなく。

　また、自転車など粗大ゴミがある場合は、自治体や事業者に収集を依頼し、各自責任

を持って処分してください。退去時に発生した粗大ゴミを、一般ゴミ置場に捨てることは

おやめください。

●回収料金などはトラブルのないよう事前に確認しましょう。一般廃棄物の収集・

　運搬は市区町村の認可事業者しか行えません。

●回収事業者へは、お客様ご自身で連絡をお願いします。

●家電リサイクル法では、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目を廃棄する

　際、所定のリサイクル料をユーザーが負担、小売店が回収、メーカーがリサイク

　ルするよう定めています。

これからの時期は、就職や転勤などで引っ越しをする方が多くなります。
住居を退去される際は、14日以上前に「解除届」の提出をお願いします。

退去のお届けは14日前までに

ルールを守って快適に暮らそう！

快適な暮らしを守るお約束
　動物飼育の禁止は、お住まいのみなさまの快適な暮らしを守るために定められたも

のです。賃貸借契約書にも、「賃貸住宅のある団地内において、小鳥および魚類以外の

動物を飼育してはならない」と明確に規定されています。お互いが気持ちよく生活する

ためのお約束ですので、どうそご理解ください。

集合住宅に居住するみなさんが快適に暮らすためには、お互いにルールとマナーを守ることが大切です。
犬・猫の飼育禁止もその一例。内緒にしていれば大丈夫という安易な考えはやめましょう。

団地内で犬・猫の飼育は禁止です！ （ペット共生住宅を除く）

粗大ゴミ回収に関して

確認を確認を



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

掃除はまとめて派？
毎日ちょこちょこ派？

すっきり暮らす
ワンポイントレッスン

　食材には体を温めるものと冷やすものがあります。温めるものには、

大根・かぶ・長ネギ・ごぼう・生姜など、冬に旬を迎える野菜類が目立

ちます。夏野菜と違い、生で食べるより火を通す調理法が多いのに加

え、血行を良くし冷えに効果

があるビタミンCやE、乾燥

を防ぐビタミンAなどが豊

富に含まれているのが特徴

です。ネギの辛味成分には

殺菌効果があるため、昔か

ら風邪に効くともいわれて

いますね。

体を温める冬野菜に注目

この食材がスゴイ！

　乾燥する季節。毎日の水仕事で手荒れに悩む方も多いですね。そ

の原因のひとつに、食器用洗剤があります。主に合成洗剤に含まれる

界面活性剤は洗浄力を高めるのに有効ですが、石鹸より手肌への浸

透率が高いため、皮脂膜や角質層をくぐり抜けて体内に蓄積すると

いわれます。河川や海に排出されると、分解までにかなりの時間を要

するものも。食器用洗剤を選ぶ際には、肌にも環境にも優しい合成成

分無添加のものか、界面活性剤でも天然由来系がオススメです。

　意外なことに、65歳以上の事故発生場

所が一番多いのは自宅内（内閣府公開・

高齢白書2016年版）。慣れた場所を普通

に歩行しているだけで転倒するケースが

２割強を占めます。特に居室・トイレ・浴

室・玄関などの境目の段差が危険。ほんの

数センチの敷居につまづき、骨折で寝た

きりになったという事例も後を絶ちませ

ん。前もって避けられるリスクは、できる限

り解消しておきたいもの。家の中こそ真っ

先にバリアフリーにするべきでしょう。

ストップ！合成界面活性剤

転倒事故の多発地帯は室内

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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　掃除はどんなタイミングで行っていますか。ホコリが目立ってきたら

まとめて？ それとも毎日ちょこちょこ？ 週に一度の長時間掃除より、た

とえ5分10分でも毎日やるのがおすすめです。汚れた状態を見慣れて

しまうと、掃除の間隔はどんどん空いてしまいがち。すると1回にかかる

時間が増えて、ますます億劫になるという悪循環に。1日何分と決め、ダ

ラダラやらないのもポイント。「今日はこの場所を」の積み重ねが、家全

体のきれいにつながるのです。
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12月号のおでかけ図鑑で、古くからあるモノづくり文化の素晴らしさを再認識したとの声が多く届
きました。自ら体験すれば、伝統工芸がいっそう身近に感じられますね。老後をシンプルにしよう
と、持ち家を処分してUR住まいになったというおハガキも。潔い決断力には感服のひと言です。

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。

12月号のクイズの答え「B(B)・D・H・I・K」でした。　（応募総数98通、内正解者92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3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。

開催中～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

2018年3月3日（土）
～4月15日（日）
一般／1,200円　高大生／800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

④  レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展

期間
休館中～2019年３月31日（日）

愛知県美術館
☎052-971-5511（代）

②  真島直子　地ごく楽

2018年2月18日（日）
～7月1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
（4月30日〈月・祝〉は開館）

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

フィンセント・ファン・ゴッホ
《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》1888年
Gift of Robert Treat Paine 2nd, 35.1982

Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

ボストン美術館の50万点もの広範なコレクションから、古代エジ
プト美術、中国美術、日本美術、フランス絵画、アメリカ絵画、版画
・写真、現代美術にわたる珠玉の
80点をご紹介します。コレクション
の形成に寄与した収集家たちの物
語とあわせてお楽しみください。

③ ボストン美術館の至宝展
　  ー東西の名品、珠玉のコレクション

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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名古屋出身の真島直子（1944- ）は、白い大画面に鉛筆のみで
細密描写を行う「鉛筆画」や、多色で鮮烈な印象を与えるオブジ
ェによって、「地ごく楽」（地獄+極楽）の
世界に生きる人間の本性を表現してい
ます。本展では、〈地ごく楽〉シリーズな
どの代表作品に初期作品と油彩画の近
作を加えて、作家の創作の歩みを紹介
します。

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
涙と血液は同じ成分？

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。

ハンドルに　ふれるゆびさき　尖らせて
白く息はく　君想う
ハンドルに　ふれるゆびさき　尖らせて
白く息はく　君想う

短  歌 上原育美さん（プロムナード三好丘）

4月

3月

読者投稿コーナー読者投稿コーナー

「忍者市」を宣言した伊賀流忍者の里・伊賀市で開催される春の恒例イ
ベント。「忍者変身処」では子どもから大人、ワンちゃんまでカラフルな
忍者に変身！「まちかど忍者道場」で手裏剣や吹き矢などの修行をすれ
ば、誰もが伊賀流忍者の仲間入り。期間中は市内各所で様々な催しも。
●場所： 伊賀市街地・上野公園　●交通：伊賀鉄道「上野市」下車
●問合せ：伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会（伊賀市観光戦略
課内）☎0595-22-9670

伊賀上野NINJAフェスタ2018　4月7日(土)～5月6日(日)の主に土日祝日

全長約１kmにわたり約280本のソメイヨシノが咲き誇る「諏訪の
桜トンネル」をメイン会場に、各種行事を開催。期間中はライトアッ
プ（夕刻～21:00）が行われ、夜桜見物も楽しめます。佐奈川堤・小
坂井中央公園・御津山園地では開花に合わせた物産展を同時開催。
●場所：諏訪の桜トンネル周辺ほか　
●交通：名鉄豊川線「諏訪」駅下車徒歩10分
●問合せ：豊川市観光協会　☎0533-89-2206

とよかわ桜まつり　3月23日(金)～ 4月6日(金)

静岡県遠州地方の祭りのトップを飾る遠州三熊野神社大祭。みどころは神
輿の渡御と、華やかな13台の祢里（ねり）の曳き廻しです。笛と太鼓が奏で
る祭囃子、「シタッ！シタッ！」の掛け声とともに町中を威勢よく曳き廻される
祢里。その勇壮かつ華麗な姿に引き込まれ、町は祭り一色となります。
●場所：静岡県掛川市横須賀地域　●交通：JR東海道線「袋井駅」
から横須賀方面バス「東番町」下車、徒歩約3分　●問合せ：掛川
観光協会大須賀支部　☎0537-21-1149

遠州横須賀三熊野神社大祭　4月6日（金）～8日（日）

渥美半島一帯を約1,100万本もの菜の花が黄色に染め上げます。
メイン会場「伊良湖菜の花ガーデン」では、２～３月の土日祝日に
特産品販売やコンサートなど様々なイベントを開催。周辺飲食店で
は、菜の花を使った料理やスイーツの競演が楽しめます。
●場所：「伊良湖菜の花ガーデン」（田原市堀切町浜藪）ほか渥美半島一帯　
●交通：豊橋鉄道渥美線三河田原駅から豊鉄バス伊良湖岬行き「明神前」停
下車徒歩20分　●問合せ：渥美半島観光ビューロー　☎0531-23-3516

可睡斎ひなまつり　開催中～4月3日(火)
か    すい  さい

徳川家康公ゆかりの禅寺「可睡斎」の「瑞龍閣」（国登録有形文化財）
で、日本最大級32段1,200体のおひな様がみなさまをお迎えします。
今年は初の試みとして「2,000体さるぼぼ」も登場！ 期間中は、展示
・グルメ・体験・演奏会など多彩なイベントが開催されます。
●場所：秋葉総本殿可睡齋（袋井市） 
●交通：JR東海道線「袋井」駅よりバスで10分
●問合せ：秋葉総本殿可睡齋　☎0538-42-2121

2018西尾六万石桜まつり　3月24日（土）～4月8日（日）
西尾市内中心地を流れるみどり川沿いに、約250本のソメイヨシノ
が咲き誇ります。まつり期間中は桟敷が設置され、お花見を楽しめ
ます。また、４月1日（日）、7日（土）、8日（日）は、みどり川周辺３つの
会場で、お菓子付抹茶の無料接待、ジャズオーケストラ、酒フェスタ、
コスプレなど、様々なイベントが開催されます。
●会場：名鉄西尾駅西側の中心市街地一帯　●交通：名鉄西尾線「西
尾」駅から徒歩約5分　●問合せ：西尾観光案内所　☎0563-57-7840

渥美半島菜の花まつり　開催中～3月31日（土）

※１枚枠ご希望者が多いため、
　 ペア５組10名から変更いたしました。

　悲しくても嬉しくても流れる涙。その正体は血液と同じ
って知ってました？ 涙腺内の毛細血管から出た血液から、
赤血球などが濾過された液体が涙で、９割以上が水分、
残りがタンパク質やリン酸塩などです。「血も涙もない」と
いうのは、同じ成分を指していたのですね。実は号泣した
時に出る鼻水も、涙が鼻に続く管を通して排出されたも
のなのです。

＜編集部＞冬の冷たさと君を想う心の対比。

横山弘子さん
（アクシオス千種）

＜編集部＞花にもきっと思いが伝わるはず。

イラスト

　　　　　　　

平日9:00 ～15:30、
土日祝9:00 ～16:00

《妖精》　2012年  個人蔵
 (撮影:宮島径　写真提供:ミヅマアートギャラリー)


