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お住まいの
みなさまと

UR都市機構を
つなぐ情報誌

●日進香久山花の街
ゆとりある空間と住棟の尖塔が特徴。美しく
整備された街並み。ショッピングセンターが
目の前で、子育て・教育施設も充実。現在、イ
ケアのオリジナルキッチンを採用したモデ
ルルームを公開中です。
【所在地】日進市香久山4-201-1 他
【交通】地下鉄東山線｢星ヶ丘｣駅下車、名鉄
バス15分｢石神｣停から徒歩4分

日進香久山花の街  総戸数／350戸

今号の団地紹介

　名古屋市に隣接し、近年都市化が急速に進む日進市。緑に恵まれた閑静な街並みと充

実した商業環境、住みやすさ調査でも全国上位にランクイン。ここ20年間で人口はおよそ

４万人から９万人となっています。

　「日進香久山花の街」エリアは、URが宅地整備を手がけたニュータウン。その後、URの関

連会社である（株）中部新都市サービスが、商業施設の再開発に着手。2018年5月９日、家

電量販店の跡地に「コンテ・ウノ」がグランドオープンしました。大型書店・カフェ・ヨガスタ

ジオ・人気のスイーツ店など、暮らしに嬉しい店舗が軒を連ねます。建物の周囲には遊歩道

や中央広場、開放感あるテラスが配され、散歩するように気軽に立ち寄れる工夫も。先行

開業している「コンテ・ドゥエ」「コンテ・トレ」と共に、新たな文化や交流の拠点として、地域

にさらなる賑わいをもたらしています。

Contents
「近居割」実施中！！　 民泊行為の禁止について知ってますか？見守りサービス　高齢者等の方がご利用できる相談窓口コンセント・プラグの取扱いについて　エレベーターのご利用について機械式駐車場の安全な使用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ダニ・カビを退治して爽やかな住環境夏休みを前に地域ぐるみで子どもの事故防止に努めよう！「音」のトラブルに配慮しましょう
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 おでかけ図鑑テーマパークで夏の思い出づくりカラダ喜ぶ野菜＋（プラス）

2
3

4・5

6

7

8

「コンテ」はイタリア語で「あなたと」を意味。あなた（地域のみなさま）と一緒に、暮らしを彩るコミュニケーション空間を目指す

キーテナントの「三洋堂書店」では、
2フロア600坪の広い店内に書籍・CD/
DVDの他、古本屋や雑貨を新たに展開。
洗練された内外装やセルフレジにも注目

階段に配された本棚が圧巻

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

成長する街並みに新たな賑わい！が生まれる成長する街並みに新たな賑わい！が生まれる日進香久山花の街
UR Life

営業時間：9:30～18:00
定休日：水曜･年末年始(12/29～1/3)
名古屋市千種区星ヶ丘1丁目23-4 
アーバンラフレ星ヶ丘10号棟1階

☎ 052-782-9716

UR賃貸ショップ星ヶ丘

お問い合わせ

ドライブスルーを併設した「スターバックスコーヒー」 製造工場を併設した「クリスピー・クリーム・ドーナツ」では、
フレッシュなできたてドーナツが味わえる

スタジオ数国内No.1! 心身のデトックスを促す
ホットヨガスタジオ「LAVA」

おなじみの「ローソン」は店内キッチンで美味しさを追求

オープニングセレモニーでのテープカット
〈左より香久山自治会区長・川島宏道氏、
(独)UR都市機構中部支社長・菅沼明、日進
市長・荻野幸三氏、(株)三洋堂ホールディン
グス代表取締役社長・加藤和裕氏、(株)中
部新都市サービス代表取締役社長・小野
沢透〉　

ちりゅう団地「みんなのリビングプロジェクト」Vol.1
4月22日、第1回ワークショップ開催！
　名城大学・知立市・URの３者連携により、団地のパブリックスペースに地域住民が気

軽に集える場をつくるプロジェクト。

　第1回ワークショップには住民約25名、同大理工学部建築学科の学生12名、UR・知立

市・大学関係者13名の約50名が参加。様々な角度から意見が寄せられ、プロジェクトへ

の期待の高さが伺えました。

子どもからお年寄りまで幅広い世代
（外国人も含む）の住民が参加

団地内を散策し課題を共有。
学生の存在が大きく和やかな
雰囲気のワークショップに 知立団地　【所在地】愛知県知立市昭和9-2他　　【交通】名鉄「牛田」駅より徒歩10分

ピアゴ

梅森坂

香久山北

香久山南

梅森台2丁目

岩崎城跡
公園

白山

水晶山
緑地

牧野ヶ池
緑地

香久山小

香久山幼稚園

コンテ・ウノ

日進香久山花の街

名鉄バス
「石神」停

こちらも注目！

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。

UR賃貸住宅お部屋探し
キャンペーン実施中

期間限定のおトクがいろいろ！
詳しくは営業窓口まで

6/1〜9/30
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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

【作り方】
① 新玉ねぎを薄くスライスする。
② ①に適量の塩を振って全体に混ぜ込んで数
　 分置き、水気を軽く切っておく。
③ ハムを幅1cm弱くらいの細切りにする。
④ ②と③に酢とオリーブオイル、コショウを入
　 れて混ぜ合わせる。
※新玉ねぎの薄切りはスライサーを使うと便利
　（手を切らないよう気をつけて）。
　冷蔵庫で3～4日保存できます。

新玉ねぎとハムのマリネ

春から初夏にかけて出回る新玉ねぎは、

甘みがあって柔らか。栄養価が流失しに

くい生食がおすすめです。

【材料】

新玉ねぎ…1個　スライスハム…3～4枚

リンゴ酢またはお好みの酢…大さじ2～3

オリーブオイル…大さじ1

塩・コショウ…適量

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！

夏を迎え気分はおでかけモード。世代を超えて楽しめるレ

ジャースポットとして、根強い人気を持つのがテーマパーク

です。個性的なアトラクション、季節のイベントやショー、グ

ルメやお土産だって外せません。丸1日充実間違いなし！

テーマパークで
夏の思い出づくり
テーマパークで
夏の思い出づくり

ゆーあーるき

おでかけ図鑑おでかけ図鑑

① 志摩スペイン村 三重県志摩市

新フラメンコショー「カンシオン・デ・アモール」で
本場スペインの臨場感を堪能

スペイン・バレンシアのトマトまつりをテーマに
園内8店で夏限定グルメイベントを開催

岩山の上から急降下！激しい水しぶきに気分爽快の
「スプラッシュモンセラー」

3,000㎡のアトリウム内にデンマークの
町並みや田舎風民家を再現した「フローラルプレイス」

ドラゴントピアリー「ミドラ」は迫力満点！

ホテル客室はレゴ®フレンド、パイレーツ、キングダムなど5つのテーマから選べる

イタリア民族衣装の試着体験（300円～）
お子様が安心して遊べるキッズゾーン“piccolo” 

（ ワールドバザールカフェ内）

レゴ®モデルと海の生き物とのコラボが楽しめる「シーライフ名古屋」アジア最大級のレゴ®ショップ「ビッグ・ショップ」

オリジナルキャラクター「ダルとチョッキー」の
メッシュキャップは夏にぴったり　※各2,000円

② レゴランド®・ジャパン・リゾート 愛知県名古屋市

四季折々の美しい花々の中で遊び食べ憩う
　かつて日本のデンマークと呼ばれ、先進農業のモデルとされた安城市。「デ
ンパーク」はその歴史を元に、自然と親しみ花のある暮らしを提案するテーマ
パークです。芝生が広がる園内には四季折々の草花が咲き乱れ、デンマークの
街並みを再現した大温室、ヨーロピアンスタイルのガーデン、地ビール工房や
農場レストランが点在。ソーセージづくりなどの体験教室も人気です。
【料金】大人：600円、小中学生：300円、65歳以上：480円
【時間】9:30～17:00（入園は16:30まで）
※火曜日休園（祝日の場合は翌日、年末年始・冬季休園あり）
【交通】JR「安城」駅からあんくるバス「安城更生病院」乗り換え、「デンパーク」下車
【駐車場】約1,000台（無料）
【問合せ】☎0566-92-7111 

③ 野外民族博物館リトルワールド 愛知県犬山市

夏の志摩スペイン村は昼も夜もエキサイティング！
　来年開業25周年を迎える「志摩スペイン村」。東京ドーム約24個分の敷地に、テーマパークゾーン
「パルケエスパーニャ」をはじめ、ホテルや天然温泉を有します。アトラクションやパレードなどが楽
しめ、とりわけ本場のフラメンコダンサーによる華麗なショーは必見！夏はナイター営業実施。午後4
時以降の入園でお得に楽しめる「ムーンライトパスポート」も見逃せません。
【料金】パスポート／大人(18～59歳)：5,300円、シニア(60歳以上)：3,500円、
　　　　　　　　　　   中高生(12～17歳)：4,300円、幼児・小学生(3～11歳)：3,500円　
　　　※GW・夏休み等の16時以降割引あり
【時間】9:30～17:00 （7月以降ナイター営業あり）　※休園日6月25日(月)～29日(金)
【交通】近鉄「鵜方」駅から直通バス約13分
【駐車場】約4,200台（1回1,200円）
【問合せ】☎0599-57-3333 

手拍子でホールに一体感が！

JR東海道
線

近
鉄
線

名古屋

犬山

名鉄犬山線

安城

鵜方

富士
三島

御
殿
場

志摩スペイン村

レゴランド®・ジャパン リゾート

野外民族博物館
リトルワールド 富士山こどもの国

ぐりんぱ

愛知産業文化公園
デンパーク

愛知産業文化公園
デンパーク
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ナイトパレード、プロジェクションマッピング、花火へと続く一大ナイトスペクタクル※上演日7月14日、15日、21日、22日、28日～8月31日

2018年春、パーク・ホテル・水族館
の一大リゾートが誕生！

オスマン帝国時代のトルコ・イスタンブールの旧市街を再現したゾーン

高さ19ｍのデンマーク風車はデンパークのシンボル

にぎわいの中心地「街」エリアに
はホテルロッジや

レストランなどの施設が集まる

富士山の懐に抱かれて身も心
ものびのび

レゴ®ブロックが
モチーフの

LEGO®ポテトは
必食！

園内をめぐれば１日世界旅行気分に！
　23ヵ国32の家屋を移築・復元し、世界各国の暮らしや文化を
紹介する野外民族博物館。約6,000点もの民族資料を展示する
「本館」、アンデス地方に生息する動物“リャマ”や羊を間近で見
られる「どうぶつ広場」などもあり、園内を一周すればワールド
トリップ気分に。世界のグルメや民族衣装の試着も大人気です。
【料金】大人1,700円、シルバー(65歳以上)1,300円、高校生・留
学生1,100円、小中学生700円、幼児(3歳以上)300円
【時間】9:30～17:00(季節により異なる) ※7月2～6日は休館
【交通】名鉄犬山線「犬山」駅から岐阜バスコミュニティバス約
20分「リトルワールド」下車
【駐車場】約1,200台（1日800円）　【問合せ】☎0568-62-5611

平成30年7月14（土）～9月2日（日）
リトルワールド園内各飲食店にて
人魚モチーフが可愛い「人魚氷淇淋」(台
湾)、ナイフで切り分ける「ステーキアイス」
(トルコ)、ドイツ生まれの「スパゲティアイ
ス」（ドイツ）など世界13ヵ国15品のかき
氷とアイスが楽しめます。

「ドイツ バイエルン州の村」では
本場の生ビールと

ソーセージが味わえる

授乳室やベビーカーレンタル

（１日300円）も

ネギ坊主型の頭部が特徴

④ 愛知産業文化公園 デンパーク 愛知県安城市

雄大な富士山をバックにのびのび遊ぼう！
　富士山の2合目南麓に位置する総合レジャーランド。緩斜
面の地形を活かし、パターゴルフ場・観覧車・アスレチックな
ど多彩な施設が揃い、大自然の中で思いっきり体を動かして
遊べます。夏の一番人気は、水上15種類＋陸上３種類のアト
ラクションで構成された「カッパ大作戦」。湖に浮かぶ巨大なア
スレチックを、“のぼる・くぐる・わたる・ぶら下がる”のスリリン
グな体験ができます。
【料金】入園料／大人(中学生以上):1,200円、子ども(3歳～小学
生)・シニア(60歳以上):800円 ※ワンデークーポン(入園券＋1日
乗物券):大人3,500円、子ども・シニア2,600円
【時間】平日9:30～17:00、土日祝9:00～17:00 
※火・水曜日、一部の木曜日休園（GWや夏休
みなどは開園）
【交通】JR「御殿場」「三島」「富士」各駅から路
線バス運行
【駐車場】1,500台（１日1,000円）
【問合せ】☎0559-98-1111  

⑥ ぐりんぱ 静岡県裾野市

大地と自然を遊具に夢や冒険心を育む
　富士山の裾野に広がる94.5haの公園内は、「街」「草原の国」「水の国」の３エリアで構成。ジェットコ
ースターや観覧車などの遊具はなく、大地と自然を素材に子どもたちが夢や冒険心を育むための場で
す。富士の麓ならではの希少な動植物に出会えるチャンスも。ゲートから広場に至る園路は、ベビーカ
ーや車椅子でも通行しやすいユニバーサルデザインを採用しています。
【料金】大人:820円、中学生
:410円、小学生:200円、未就学
児:無料　
【時間】4～9月／9:00～17:00 
10～3月／9:00～16:00 
※火曜休園　ただし5～10月・
冬休み・年末年始・春休み・GW
・祝日は無休
【交通】JR東海道線「富士」駅か
ら路線バスで約50分「富士山こ
どもの国」下車
【駐車場】1,600台（無料）
【問合せ】☎0545-22-5555 

⑤ 富士山こどもの国 静岡県富士市

使用済みの
天ぷら油を主燃料に
園内を走る
「パークトレイン 
メルヘン号」

ポテトフライ専門店
「デリシャスパーク」では

５種類のポテトを
６種類のソースで味わえる

遺跡を模した迷路「草原の迷宮」（草原の国）
「水の国」の池では無料のカヌー体験やいかだづくりが楽しめる

水面に浮かぶ樽に乗りロープを引いて前へ進む「カッパ大作戦」

国内最大級の床面積を誇る立体カラクリ迷路「ココドコ」頭と体を使いながら進むアスレチック「ピカソのタマゴ」
陸地と水辺をペダル走行する

ウォーターアトラクション「ビーバーフィーバー」

広大な園内の各エリアを繋ぐ「こどもの国列車」は
車椅子やベビーカーのまま乗り込める

車の乗り入れ可能なオートキャンプ場では
炊事棟・コインシャワー・洗濯乾燥機などを完備

SL風の外観に注目！

ゴール後には

富士山の眺望が！

ワールドかき氷
  ＆アイスフェス
ワールドかき氷
  ＆アイスフェス

水族館やホテルと一体でさらに楽しいレゴ®の世界へ
　家族で一日中楽しめる話題の屋外型キッズテーマパーク
「レゴランド®・ジャパン」。開業1周年を迎えた今年4月、パーク
の隣にレゴ®ブロックに囲まれながら“見て・さわって・学んで”
体験できる水族館「シーライフ名古屋」と、外観から内観まで
レゴ®の世界が広がる「レゴランド®・ジャパン・ホテル」が新た
にオープンしました。リゾートを2日間満喫できる、コンボ
2DAYパスポートプランも好評！
【料金】1DAYパスポート＝レゴランド®・ジャパン／おとな(13
歳以上)6,900円、こども(3～12歳)5,300円、2歳以下無料
シーライフ名古屋／おとな1,900円、こども1,500円　コンボ
1DAYパスポート(パーク＋シーライフ)／おとな7,400円、こど
も5,800円　※年間パスポートもあり
【時間】10:00～（パーク）　※閉園時間・休園日は施設・時期
によって異なる(webサイト参照)　　
【交通】あおなみ線「金城ふ頭」駅より徒歩５分
【駐車場】5,000台(有料)
【問合せ】☎050-5840-0505(平日9:00～17:30、土日祝日9:00～17:00)
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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

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・・・６月25日（月）が振替日
となりますので６月22日（金）までに
支払い期日が末日の方・・・７月２日（月）が振替日と
なりますので６月29日（金）までに

支払い期日が25日の方・・・７月25日（水）が振替日
となりますので７月24日（火）までに
支払い期日が末日の方・・・７月31日（火）が振替日
となりますので７月30日（月）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。

確認を確認を

ダ  ニ

遊びの中にもルールやマナーを教える

高温多湿を好み、梅雨から夏にかけて多く繁殖。痒み・

腫れ・ニキビ・喘息の原因となります。

【発生しやすい条件】
● 室温25～30℃、湿度70～85％

● エサになる埃・食べカス・フケがある

● 潜り込める場所がある

【予防するには】
● 敷物を控え通気性を良くする

● 掃除機で埃を吸ってダニを捕獲し、畳を乾燥させる

● 除湿器で換気・通風する

カ  ビ
温度・湿度の条件が揃えばどこでも発生します。

特に結露のシミや湿気の多い場所は要注意。

【予防するには】
● 窓を開ける・換気扇をつける等で、風通しを     

　良くする。

● 市販のカビ取りや防止剤で早目に対策

※注意：塩素系漂白剤と酸性洗剤・洗浄剤の同

　時使用は有毒ガスが発生して大変危険です。

　製品記載の注意事項をよく読みましょう。

　何かに夢中になっている子どもは、周りが目に入りません。安全そうな場所でも思わ

ぬ事故が起こります。たとえば公園の遊具でも、使い方を誤るとケガにつながります。ま

た、自転車での暴走も事故を招き危険です。遊びにもルールやマナーがあることを、大

人がきちんと教えましょう。

危険な場所では絶対遊ばせない
　団地内の立ち入り禁止区域（受水槽や電気設備

施設など）や、駐車場内では絶対遊ばせないように

しましょう。子どもたちの行動が危ないと感じたら

注意してください。大人の思いやりあるひと言が、

子どもたちを悲しい事故から守ります。

　また、不審者にも要注意です。昼夜問わず団地内

で怪しい人物を見かけたら、すぐ警察へ通報してく

ださい。

夏休みを前に地域ぐるみで
子どもの事故防止に努めよう！

夏休みまでおよそ1ヶ月。
子どもたちが事故やケガをせず楽しく過ごせるよう、

今から安全への心構えを徹底しましょう。

「音」のトラブルに配慮しましょう
コンクリート建物の床や壁は振動音を敏感に伝えます。近隣住宅への気配りをお忘れなく。

【騒音予防のために】
● 室内で飛び跳ねない

● 板床にはカーペットなどを敷く

● ステレオ・テレビ・楽器（ピアノ）などの音量に注意

● 深夜や早朝はドアや窓を静かに開閉

♪

♪ ♬

ダニ・カビを退治して爽やかな住環境



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

梅雨時こそ冷蔵庫の管理を徹底

すっきり暮らす
ワンポイントレッスン

　梅干しや梅酒づくりは初夏の風物詩。梅は古くから三毒（水の毒・血

の毒・食物の毒）を断ち、その日の難を逃れるといわれてきました。梅

の酸っぱさの元であるクエ

ン酸には殺菌・防腐作用が

あり、おにぎりやお弁当に

入れると食中毒を予防する

効果が期待されます。また

免疫力アップ、生活習慣病

予防、疲労回復など様々な

効能があるとされるため、

猛暑を乗り切る強い味方に

なってくれそうですね。

梅はその日の難逃れ

この食材がスゴイ！

　大量消費社会と逆行するように、モノを持たないシンプルな暮らし

が注目されています。レンタルのブームもそのひとつ。例えば部屋で場

所を取る海外旅行用のスーツケース。日数や荷物の量に合わせて多彩

なアイテムから選べる上、自宅へ配達や引き取りサービスもあって便

利です。冠婚葬祭時の洋服やベビー用品もレンタル人気が高まってい

ます。一時的にしか使わないものや登場回数の少ないものは、買うよ

り借りる選択をする。エコライフの第一歩かもしれませんね。

　火災保険の加入は一般的になってきていますが、日常生活では火

事に至らなくても、思いもよらないリスクが潜んでいます。例えば漏水

などによる水濡れ。家具や電化製品などは、建物とは別に家財を対象

とした保険でなければ補償さ

れません。盗難、偶発的な事

故による破損の危険もありま

す。住まいの保険は自分の財

産だけでなく第三者への賠

償責任も対象となるため、日

常生活を送る上での大きな

安心になります。

買わずに借りるという選択

自分と近隣の財産を守るために

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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　梅雨時は食品が傷みやすいだけに、この時期こそ冷蔵庫の管理を念

入りに。温度調節は冬場に比べ、やや強めの設定がおすすめです。モノ

を詰め過ぎて、冷気の吹き出し口を塞いでしまうのはNG。庫内の空気

が循環できるよう、適度な隙間をつくってください。また、食材の汁など

がこぼれると細菌が繁殖しやすいため、清潔に保つことが大事です。日

頃から賞味期限のチェックもお忘れなく。冷凍食品でも時間が経つと、

水分が乾燥して霜がついたり、脂肪分の酸化で味が落ちてしまいます。

食品を無駄にしないためにも、買い物は計画的に行いましょう。
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４月号で「玄関・集合ポストへの表札掲示のお願い」を掲載しました。郵便・新聞の配達をされている
方は、表示のないご家庭にお困りのようです。自治会の回覧や配布物等に支障が出ているとの声も。
近年はデザイン性の高い表札も多いので、家の顔という面でもぜひ掲示にご協力をお願いします。

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。

4月号のクイズの答え「C・E・H・J・K」でした。　（応募総数105通、内正解者91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。

・ 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併記）・年齢をご記入
　の上、下記応募先までお送りください。
・ 上記の内容を明記の上、メールでの応募も可。
※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兼ねますのでご注意を。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

【郵便】〒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 こだち編集室
※ 宛先の最後に「まちがい探し係」「読者投稿係」「読者ご招待係」のいずれかを明記してください。 
【メール】 Email: ykikaku@live.jp
※件名に「まちがい探し係」「読者投稿係」「読者ご招待係」のいずれかを明記してください。

●締切／平成30年7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　Email: ykikaku@live.jp

応募者の中から抽選で下記の催事にご招待いたします。
①②③④１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

7月28日(土)～9月24日(月・休)
一般／1,500円 大学生／
1,000円　 高校生／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(8月13日、9
月17・24日は除く）、9月18日(火)

①  至上の印象派展  ビュールレ・コレクション

7月24日(火)～10月８日(月・祝)
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。但し8月13日
(月)は開館 ウィリアム＝アドルフ・ブーグロー《兄弟愛》1851年

Gift of the Estate of Thomas Wigglesworth, 08.186
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

幸せを求めてきた人間の営みを様々な視点でとらえつつ、おな
じみの懐かしい作品や初出品の作品を洋の東西を問わず幅広
く展示。日常の幸せ、四季の美しさを愛でる幸せ、100年前のボ
ストニアンたちが夢見た桃源郷、現代アートに見る幸せの表現
など、名古屋ボストン美術館最後の
展覧会をお楽しみください。

② 名古屋ボストン美術館 最終展
　 ハピネス～明日の幸せを求めて

16世紀フランドルを代表する画家ピーテル・ブリューゲル１
世からひ孫のアブラハムまで、４世代150年にわたる傑作
100点を展示。宗教画・風景画・風俗画・寓意画・静物画など
多岐にわたる作品を通して、一族に脈々と受け継がれた画
家の魂を感じ取っていただけることでしょう。

④ ブリューゲル展  画家一族 150年の系譜

開催中～
7月16日(月・祝)
一般／1,500円　
高大生／1,100円
中学生以下／無料
豊田市美術館
☎0565-34-6610
休館日／毎週月曜日 
※7月16日(月・祝)は
　開館

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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モネ、ルノワール、セザンヌ、ファン・ゴッホなど、著名作家の
代表作が充実。印象派を中心とする64点の傑作の約半数が、
日本初公開です。中でも4mを超えるモネの大作《睡蓮》は、本
国スイス以外では初公開。2020年の美術館移転を控え、日本
で鑑賞できる最後の機会となる
のでお見逃しなく。

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
カップ麺は地域によって味が違う？

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。

軒並みに  値上げ課税の  春くもる軒並みに  値上げ課税の  春くもる

川 柳 PN.忘れな草さん（アーバンラフレ鳩岡）

7月

読者投稿コーナー読者投稿コーナー

夏だけでなく、年間通して10回以上も開催される熱海の名物。会場の熱海
湾は、３面を山に囲まれた「すり鉢」状の地形のため、海で上げる花火の音
が反響し、 大きなスタジアムのような音響効果を発揮。花火業者さんも絶
賛する日本一の花火打上会場です。
●場所： 熱海湾　●交通：JR「熱海」駅から徒歩約15分
●問合せ：熱海市観光協会 ☎0557-85-2222

熱海海上花火大会　
8月５日（日）・８日（水）19日（日）・24日（金）・30日（木）

日本一の高校生太鼓団体を決める「全国高校生太鼓甲子園」や、
地元太鼓団体による演奏に加え、「一人打ちコンテスト」では、全国
から名乗りをあげた和太鼓演奏者が一堂に！ 世界最大級の和太
鼓（地上高3,776mm）を叩く姿は見ごたえ十分です。会場では、ご
当地グルメやワークショップなども開催予定です。
●場所：富士山樹空の森　●交通：東名高速道路「御殿場」ICから約
20分　●問合せ：富士山太鼓まつり実行委員会 ☎0550-83-4770

第33回富士山太鼓祭り　7月28日（土）～29日（日）

鶴舞公園内の緑化センターは、緑豊かなまちづくりを推進する拠
点施設。温室や花壇では、年間通して家庭や事業所緑化の参考と
なる各種樹木が栽培されています。夏の名物が3種50株の酔芙蓉
（スイフヨウ）。朝は白、昼はピンク、夕方は紅色と、酔ってほんのり
色づくような花色の変化を楽しめます。
●場所： 鶴舞公園　●交通：JR・地下鉄「鶴舞」駅より徒歩1分
●問合せ：名古屋市緑化センター  ☎052-733-8340

スイフヨウ園　8月中旬～

約5,000発の花火が鳥羽湾の空と海を彩る、海上の花火大会。花火や
遊覧船の光が水面に反射し、幻想的な雰囲気に包まれます。和太鼓演
奏・地元の踊り・海上渡御・飲食店屋台など、花火開始前からイベントが
盛りだくさん。風光明媚な伊勢志摩国立公園の景観と共に楽しめます。
●場所：近鉄・JR「鳥羽」駅前・鳥羽マリンターミナル周辺
●交通：近鉄・JR「鳥羽」駅より徒歩8分、鳥羽バスセンター下車徒歩7分
●問合せ：鳥羽みなとまつり実行委員会 ☎0599-25-1373

尾張津島天王祭　宵祭：7月28日（土）  朝祭：29日（日）
600年近くの伝統を誇る津島神社の祭礼。日本三大川まつりのひと
つに数えられ、1980年に国の重要無形民俗文化財、2016年にユ
ネスコ無形文化遺産に登録されました。宵祭りでは、500個以上の
提灯で彩られた津島五車のまきわら船が悠々と天王川を漕ぎ渡り、
幽玄な美しさに圧倒されます。
●会場：天王川公園　●交通：名鉄「津島」駅より徒歩約20分
●問合せ： 津島市産業振興課 ☎0567-24-1111

手力の火祭・夏　8月12日（日）
てぢ から ひ ま つり

第63回 鳥羽みなとまつり（花火）　7月27日(金) 花火打ち上げ20:00～21:00

考古学や民俗学の視点から、尾張・知多地方の海の文化を
知り、楽しみ、親しんでもらうための特別展。「行ってみたく
なる海の歴史散歩」をテーマに、2000年にわたる海の文化
や地域の文化を紹介。夏休みに向けたイベントや、知多半
島の観光ブースの出展も予定しています。

③  特別展「海たび 尾張・知多の海とひとびと」

南知多の海水浴ポスター〈一部〉（個人蔵）
ピーテル・ブリューゲル２世

 《野外での婚礼の踊り》1610年頃 Private Collection

「関西は薄味、関東は濃い味」と、麺類のつゆは地域で好みが違
うといわれます。では全国で販売されるカップ麺は？ 実はメー
カーも東日本向けはかつおだしに醤油ベースの濃いつゆ、西日
本向けはかつお・昆布だしに薄口醤油など、味や色に違いを出
しているようです。某大手メーカーでは、パッケージに「E」(EAST
・東)、「W」（WEST・西）と小さく記しているので探してみてくださ
い。天下分け目の関ヶ原を境界線に、味付けは東と西に分かれ
るそう。よって中部圏は東日本バージョンとなります。

＜編集部＞あまり待ち遠しくない春…。 井上宏さん（アーバンラフレ虹ヶ丘西）

＜編集部＞ど根性大根を思い出しました。

写 真

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）》

1880年  油彩、カンヴァス　65×54cm
©Foundation E.G. Bührle Collection, Zurich (Switzerland) Photo: SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)

毎年4月に行われる手力雄（てぢからお）神社の例祭を、長良川河畔で再演。
激しい火の粉と爆竹音の中、火薬を仕込んだみこしを下帯姿の男たちが
担いで乱舞します。打ち上げ花火を地上で爆発させる「地割れ花火」や祭
りを盛り上げるアトラクションなど、本祭とはまた違う趣向も。堤防を観覧
席に、炎と音の競演を堪能できます。
●会場：長良川公園（長良橋北詰）　●交通：JR・名鉄「岐阜」駅から岐阜バス「鵜飼
屋」停下車徒歩3分　●問合せ：岐阜市観光コンベンション課  ☎058-265-3984

8月

応
募
方
法

応
募
先

7月14日(土)～９月17日(月・祝)
一般／800円　
高大生／600円
中学生以下無料
名古屋市博物館
☎052-853-2655
休館日／毎週月曜日
(祝日の場合は翌火曜
日)・第4火曜日※8月
13日(月) は特別開館

「空中ブーケ　ど根性つつじ」
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提供：鳥羽市観光課


