
　名古屋市瑞穂区の静かな住宅街に建つ「アーバ

ニア滝子南」（総戸数80戸）。３年前、同団地内に

東海エリア初となる「UR COCOCHI“mama”」

が誕生しました。家事や育児に忙しいママが心地

よく過ごせるよう、URの女性職員が開発した企

画住戸で、セキュリティ・室内の安全性・掃除のし

やすさ・収納の広さ・水周りの使いやすさ・内装の

カラーコーディネイトなど、ママ目線で空間・設備

をリノベーション。リビングにつながる開放的な

対面キッチンからはお子様の様子を見守ることが

でき、家族の会話も弾みそうです。近隣には一人

暮らしから子育て世帯まで幅広く対応した「アー

バンラフレ滝子」（総戸数49戸）もあります。

　周辺には博物館などの文化施設が整い、さらに

保育園・幼稚園から大学まで名古屋屈指の教育施

設が充実。団地から徒歩10分の「中山保育園」は、

1655年創建の宗教法人・信正寺の運営で、園長

を14代住職の川嵜元聖さん、保育主任を奥様の

ちよこさんが務められています。先々代が園を開

いて70年余り。「ま～るい心、笑顔の広場」をス

ローガンに、生命を尊重し感謝の心を育む保育を

実践してきました。年齢の壁を超えた家庭的なふ

れあいや、子どもたちの「やりたい、学びたい」に

応える風土は少人数制ならではでしょう。

“あったらいいな”を形にした住戸があり、安心し

て教育を託せるフィールドがある。ここは理想的

な子育てライフが楽しめる環境です。
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子育てファミリーを
応援する住環境

☎0570-004-001

☎052-350-2900

☎054-653-0255

水漏れ
断水

停電

24時間緊急事故時の連絡先

愛知県・岐阜県三重県内の団地

一部IP電話等をご利用のお客様でつながらない場合

静岡県内の団地

緊急事故受付センター

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 プレゼント
詳しくは挟み込みチラシをご覧ください

対象

対象

k o d a c h i

お住まいのみなさまとURをつなぐ

コミュニティペーパー

2021

6月号
No.240

名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅より
徒歩約13分、市バス「滝子通2丁目」停
より徒歩約3分

名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2住所 

交通

名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅より
徒歩約10分

名古屋市昭和区滝子通4-11住所 

交通

園庭中山保育園

お子様のための引出し式ステップ

UR COCOCHI“mama”の

LDK

川嵜園長ご夫妻

かわさきげんしょう

しんしょうじ

内側は
広々収納庫

正門は
信正寺と共有

キッチンから
家族の顔が見える

　

豊富な遊具で
体力作り！

保育目標は
明るく楽しく仲良く！

アーバニア
滝子南

Close Up団地

も

く

じ

Close Up 団地

UR賃貸住宅居住者定期調査

住宅用火災報知器の取り扱い他

URまるごとウォチング！

UR Topics

住まいセンターだより

暮らしにちょこっとお役立ち

レジャー・展覧会・まちがい探し

1

2

3

4

5

6

7

8

編集・制作 山下企画

アーバンラフレ
滝子
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アーバニア滝子南周辺

シリーズ No.2

4p

昔ながらの商店街に、大学をはじめとする教育施設が点在する名古屋市瑞穂区。「アーバニ

ア滝子南」「アーバンラフレ滝子」の最寄である地下鉄桜通線「桜山」駅周辺には利便施設が

林立し、大通りを一歩入れば隠れた名店も発見できます。救命救急センターを備えた「名古

屋市立大学病院」など、医療施設が充実しているのも魅力です。

URまるごとウォッチング！
URのあるまちを上空からウォッチング。

住み心地抜群の周辺環境をリサーチしました。

名古屋市立大学病院
1

地下鉄桜山駅7 地下鉄瑞穂区役所駅8 アーバニア滝子南10アーバンラフレ滝子9

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

☎ 052-851-5511　

地下鉄桜通線「桜山」駅から徒歩１分    

救急・災害医療の拠点として地域医療を支える全国最

大規模の大学病院。2021年4月からは東部と西部の

２つの医療センターが同大学の附属病院となり、３病

院の連携で高度先進医療をいっそう強化しています。

3

8
7

10

9

1
5

6

2

このQRコードを読み込んで、

ドローンからの

眺めを実際に

体験してみよう！

 ドローンは見た！

所 在 地

アクセス
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名古屋市博物館
2

名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1

☎ 052-853-2655

地下鉄桜通線「桜山」駅から南へ150m    

9:30～17:00 （入場は16:30まで）

※月曜休館 （祝日の場合は開館）

名 古 屋 市 の 人 口

200万人突破を記念

して1977年に開館

した歴史博物館。主

に尾張地方の歴史や文化を紹介しています。市民から

の寄贈品を中心とする収蔵品は、重要文化財を含めて

27万点以上。年数回、企画展や特別展も実施されます。

所 在 地

アクセス

開館時間

女性オーナーがひとりで営む小さなヘアサロン。カ

ウンセリング・カット・シャンプー・ヘアケアまで、マ

ンツーマンで親身に応えてくれます。古い建物を改

装したアンティーク調の店内は居心地抜群。キッズ

用スペースなど、お子様連れママに嬉しい配慮も。

名古屋瑞穂区駒場町4-9-2メゾン日向1F 

☎ 052-841-7575 （完全予約制）

地下鉄桜通線「桜山」駅から徒歩約５分    　 

10:00～17:30 （パーマ・カラー）

10:00～18:00 （カット）　※月曜定休

pecori5

所 在 地

アクセス

受付時間

オーナーの志方明日加さん

自身も二人の幼いお子様のママ

区役所内の食堂とはいえ大半は外部からの利用者で、

常連さんも多い隠れた人気店。新鮮な地場の食材にこ

だわり、ソースから手間ひまかけてつくられます。定食・

丼・麺・カレーなどメニューは全て日替わりで、何度通っ

ても飽きが来ません。お財布に優しい価格設定も魅力。

名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 瑞穂区役所５F

☎ 052-852-0028

地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅直結 

モーニング 8:15～10:30　ランチ 11:00～13:30

ティータイム ～15:00　※土日祝日休業

さくらんぼ食堂
3

所 在 地

アクセス

営業時間

栄養バランス満点の

おふくろの味！

店長の水谷有希さん

どなたでも

お気軽に

お越しください

14年前にご夫婦でオープンした洋菓子店。店名の「ポ

ミエ」はフランス語でりんごの木を意味します。産地や

旬の素材を厳選し心を込めてつくられるケーキは、お

子様からお年寄りまで誰にも親しまれる優しい味わ

い。地域で愛され続けるのも納得です。

名古屋市瑞穂区北原町3-18

 ☎ 052-841-4800 

地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅から徒歩5分

9:30～19:00　※火曜定休

パティスリーポミエ
4

所 在 地

アクセス

営業時間

可愛い三角屋根が

目印！

オーナーシェフ

の野本人嗣さん

左上／りんごとアーモンドの風味豊

かなポミエ（324円）、右上／根強い

人気のシュークリーム（183円）、下／

木いちごの酸味とショコラのほろ苦さ

が絶妙なフランボワーズ（464円）

地産地消を

大切に

しています

4

ランチは選べる

小鉢付き！

気候に合わせて塩加減を調整し、小麦粉と塩水で粘り

を出しながら根気よく踏みと寝かしを繰り返す。太くソ

フトでありながら一本コシの通った麺は、そんな昔な

がらの手打ち製法から生まれます。うどん好きならや

みつきになること間違いないでしょう。

名古屋市瑞穂区中山町1-19-3

☎ 052-851-2210 

地下鉄桜通線「桜山」駅から徒歩5分   

11:30～14:30　17:30～20:30

※日・祝日休業

手打ちたらいうどん 
みのや

6

所 在 地

アクセス

営業時間

鴨 汁たらいうどん

（温・冷950円）。ダ

シが程良く鴨の味わ

いを引き立てる。

２代目店主の堀江祐一さんご夫妻

創業65年の

暖簾を守る

通りを１本入った

隠れ家的サロン



「名市大ブックス」好評発売中！

あなたも「こだち」の

誌面づくりに参加しませんか？

「私のお月さん出る」「私のお月

さん出た」独り住まいのガラパ

ゴス老人の心を癒してくれる、

東山から出てくるお月さんに今

夜も会えました。 （児玉 章 様）

売り上げ
ランキング

1位獲得
のシリーズ

三省堂書店（名古屋本店）、
星野書店（近鉄パッセ店、
Amazon（大学・大学院部門
①②巻）

書店やインターネットからもお買い求めいただけます。
名市大ブックス
詳細はこちらから▶

5p

楽しい美味しい新しい！ UR Topics

お住まいの団地（ベランダや階段踊り場な

ど）から撮影した眺望写真を募集します。

メールに件名「私の団地の眺望自慢」と明記

の上、写真にコメントを添えてご応募くだ

さい。採用された方には商品券（1,000円）

を差し上げます。

★応募先はP８をご覧ください。

10名様にご希望の書籍1冊を贈呈します。応募者多数の場合は抽選。

タイトルを明記の上、ハガキまたはメールでご応募ください。

★応募先はP８をご覧ください。　※締切／令和3年７月20日（必着）

豆腐をキッチンペーパーで包み、軽く抑えて水切りします。

ほうれん草の根本に十字の切り込みを入れ、流水でよく洗います。

2.を茹でて水にさらし、よく絞ってから３cmくらいに切ります。

ボールに豆腐を入れて粗くつぶし、調味料を入れて混ぜます。

3.を入れて和えます。

作り方

4.

3.

2.

1.

材料（3人分）

豆腐…150g（小パック１個）

ほうれん草…１束

調味料

砂糖…大さじ1

醤油（あれば薄口醤油）…大さじ１

すりゴマ…大さじ1

ほうれん草の

白和え

基本のcooking！

私の団地の眺望自慢

写真
大募集！

調味料の割合を１

対１対１と覚えると

わかりやすい。加熱

したニンジンやシメ

ジ、コンニャクを加

えるのもおすすめ。
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2020年10月28日、開学70

周年を迎えた名古屋市立大

学。それを記念し、市民の皆

様の健康を増進させる書籍

シリーズ「名市大ブックス」

を発刊しました。１冊に14名

の著者が、それぞれの専門

領域から執筆。先端的な診

療や研究をベースに、わかり

やすくまとめています。

【第１巻】 人生100年時代　健康長寿への14の提言

【第２巻】 コロナ時代をどう生きるか

【第３巻】 がん治療のフロンティア

【第４巻】 家族を守る医療と健康

【第５巻】 医療の知識で自分を守る ～心臓・膵臓・前立腺ほか～

【第６巻】 支えあう人生のための医療 ～介護・認知症や痛みとともに生きる～

アクシオス千種
26階からの眺望です。



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。

● 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。

● 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。

電話はくれぐれもおかけ間違いのないよう、お願いします。

ダニ

ダニ・カビを退治して
爽やかな住環境

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。

　何かに夢中になっている子どもは、周囲が目に入りません。安全そうな場所で

予期せぬ事故が起こります。公園の遊具も使い方を誤るとケガにつながることが。

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。

　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！

遊びの中にもルールやマナーを教える

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。

「音」のトラブルに配慮しましょう

危険な場所では絶対遊ばせない

住まいセンターだより
名古屋住まいセンター

大曽根住まいセンター

静岡県住宅供給公社

☎ 052-332-6711

☎ 052-723-1711

☎ 054-255-4824

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。

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。

※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。

口座残高・入金の確認をお忘れなく！

家賃等及び駐車場利用料金口座振替について

7月

支払い期日が25日の方・・・7月26日（月）に引き落とし

となりますので7月21日（水）までに

支払い期日が末日の方・・・8月2日（月）に引き落としと

なりますので7月30日（金）までに確認を

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 27 28 29 30 3126

支払い期日が25日の方・・・８月25日（水）に引き落と

しとなりますので8月24日（火）までに

支払い期日が末日の方・・・８月31日（火）に引き落とし

となりますので8月30日（月）までに確認を

8月

日 月 火 水 木 金 土

7

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

支払い期日が25日の方・・・６月25日（金）に引き落と

しとなりますので6月24日（木）までに

支払い期日が末日の方・・・6月30日（水）に引き落とし

となりますので6月29日（火）までに確認を

6月

日 月 火 水 木 金 土

3 4 5

6 7 8 9

1 2

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
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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。

● 室温20～30℃、湿度60％以上。

● エサになる食べカス・ホコリ・皮脂汚れ・石鹸カスがある。

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。

● こまめに換気を行い、風通しを良くする。

● 除湿機を活用し、エアコンや

　  部屋の掃除を怠らない。

● 市販のカビ取り剤や防止剤で

　 早目に対策。

カビ

発生しやすい条件

発生しやすい条件

予防するには

予防するには

祝 祝



　普段のお掃除ではなかなか落とし切れないエアコン内部の

埃やカビの除去は、プロの技術と専門の器材・薬剤によるク

リーニングで解決できます。本格的に暑くなる前に、匂いのな

い清潔な風で快適な生活を手に入れましょう。エアコン清掃と

一緒にレンジフードやキッチンまわりのお掃除もおすすめです。

毎日の生活で使う場所こそ、いつも清潔に保ちたいですね。

家で過ごす時間が長くなった昨今、

より楽しく心地良く暮らすためのヒントをご紹介します。

定番があれば余裕が生まれる

　生活の中に自分のルーティンを持っていますか。例えば朝

食後10分の掃除タイム、家事の合間のティーブレイク、夕方の

軽いウォーキングなどなど。こうした“定番”があると、気持ち

にゆとりやメリハリが生まれます。自分の好きなものをパター

ン化することも、暮らしのリズムを整えるコツ。いつも着る服

に迷う人は、ショップ店員さんなどプロのアドバイスを参考に、

自分に似合う色や組み合わせを決めておくのもいいでしょう。

おうち時間を快適に 家事のカガク

衣食住にまつわる謎を

サイエンスで解き明かせば、

家事がもっとはかどるかも？

新しい電池と
古い電池の併用は
NG

　古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、容量

の少ない古い電池が先に消耗し、過放電状態に

なって液漏れの原因に。電池は全部そっくり取り

替えるのがお約束です。他メーカーなど品番が異

なる電池も微妙に容量が違うため、やはり併用は

おすすめできません。新旧が不明な場合は、マイ

ナス面を下にして３～５cmの高さから落としてみ

ます。しっかり立つものは新品の可能性が。使用

済み電池はマイナス面が膨らむ特性があるから

です。

暮らしにちょこっとお役立ち

疑問珍問、即解決！

意外と知られていないけれど、知っていると

ちょっと楽しい素朴な疑問にお答えします。

なぜネジにはプラスと

マイナスがあるの？

　ネジは歴史的にはマイナスが先に誕生しましたが、現在では

一般的に使用されるネジの９割がプラスとされています。プラ

スネジはより強く締めることができるため作業効率が高い反

面、汚れが溜まりやすいというデメリットが。そこで屋外や水周

りなどでは、掃除がしやすいマイナスネジが今でもよく使われ

ています。電気メーターや消火栓を確認すると、その働きぶり

がわかるかも。

気配りのある住まい

暮らしのお悩みを解決し、

わが家を心地良い場所にするための提案です。

プロの技術で
エアコン清掃

Nice ! 
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川柳

開催反対が多数派という現実。編集部

料理男子、好感度大です。編集部

今やもう　誰も言わない　お・も・て・な・し         
　         【ヒメボタルさん（相生山団地）】

素敵なご近所さんがみんなを笑顔に。編集部

家の前の開いているスペースに近所の方が
花を植えています。毎日出かける時に色とり
どりの花が咲いているのを見ると気分が前
向きになります。【ＭＩＫＡＮさん（岩成台）】

フレンチトーストの作り方が簡
単でびっくり。私でも美味しく
作れました。ベランダからでき
る花見はこのコロナ禍では最高
でした。【やすさん（鳴子団地）】

読 者 の ひ ろ ば

お便り

写真・イラスト・絵手紙・お便り・俳句などをお寄せくだ

さい。掲載された方には「商品券（1,000円）」を差し上げ

ます。下段の応募方法①②③をご記入の上、応募先「読

者のひろば係」までお送りください。

『ゲーセンミュージアム』
● 6月1日（火）～８月29日（日）

生誕160年記念『グランマ・モーゼス展―素敵な100年人生』
● 7月10日（土）～９月５日（日）

展覧会ご招待

❶ 名古屋市博物館

遊び場としてのゲームセンターからアーケードゲームの魅力を紹介。

見るだけではなくプレイもできる大型展示です。ピンボール、ス

ペースインベーダー、ストリートファイターⅡなど、時代を彩った

ゲームが登場します。

☎ 052-853-2655

☎ 052-212-0001

【夏休みまで待てない】（6/1～7/16）

一般／1,300円　高大生／700円　小中生／300円　

【真夏のゲーセン】（7/17～8/29）

一般／1,500円　高大生／900円　小中生／500円　

【パスポート券】 5,000円（会期中何度でも入場可、8/22まで販売）

休館日／毎週月曜日（８月９・10日は開館）、第４火曜日

❷名古屋市美術館

無名の農婦からアメリカの国民的画家となった“グランマ”・モーゼ

スの生誕160年を機に特別に企画された展覧会。たくましく誠実

に101歳まで生きたモーゼスおばあさんの「素敵な100年人生」の

世界を、作品と愛用品などを含む約130点で紹介します。

一般／1,500円　高大生／1,000円　中学生以下無料

休館日／毎週月曜日（８月９日は開館）

※８月9日～15日は休まず開館

『生誕150年記念 モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて』
● 7月10日（土）～９月20日（月・祝）

☎ 0565-34-6610

水平垂直線と原色を用いた作品で知られる抽象画の巨匠、ピート・

モンドリアン生誕150年の記念展。デン・ハーグ美術館の所蔵作品

を中心に、初期の風景画から代表作〈コンポジション〉シリーズま

で、モンドリアンの変化を辿る展覧会です。

一般／1,400円　高大生／1,000円　中学生以下無料

休館日／毎週月曜日（祝日は開館）

希望番号（お1人様1催事）を明記の上、下段の応募先までハガキかメールでお申し込みください。

応募者の中から抽選で鑑賞券を差し上げます！

《錦窠植物図説 十六 山茶科 山茶譜》

 伊藤圭介  東山動植物園

❸豊田市美術館

無名の農婦からアメリカの国民的画家となったグランマ・モー

ゼスの生誕160年を記念する特別企画展。たくましく誠実に

101歳の生涯を送ったモーゼスおばあさんの「素敵な100年

人生」を、作品と愛用品などを含む約130点で紹介します。

一般／1,500円　高大生／1,100円　小中生／500円

休館日／毎週月曜日（８月９日は開館）

※８月9日～15日は休まず開館

読者
プレゼント
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季節のレジャー まちがい探し
下の２枚の絵の中から、違っているところを５つ探してください。

※新型コロナウイルス感染対策にご協力をお願いします。

イベントは変更または中止となる場合がありますので、事前にご確認の上お出かけください。

年間約15種類のフルーツ

狩りができ、７月～８月に

はモモ・スモモ・ブルーベ

リー・ぶどう・なし・いちじ

くが旬を迎えます。総合

遊具「フルーツオーケスト

ラ」などアクティビティも

充実し、1日中楽しめます。

ハガキまたは封書に以下をご記入の上、応募先までお送りください。

① 郵便番号・住所・氏名（匿名希望の方はペンネームも併記）・電話番号・年齢

② 今月号で興味を持った記事や今後取り上げてほしい記事

③ 団地でのできごとなど

※件名に「まちがい探し係」「読者のひろば係」「展覧会ご招待係」「私の団地の眺望自慢係」「名市大ブックス係」のいずれか

　を明記してください。メールでの応募も可能です。

※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ください。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

はままつフルーツパーク時之栖

新東名高速道路「浜松SAスマートIC」
より約5分、天竜浜名湖鉄道「フルーツ
パーク駅」下車、徒歩約8分

はままつフルーツパーク時之栖問合せ 

交通

場所

フルーツ狩り体験
７月～８月

読者プレゼントクイズ

応募
方法

応募先 郵便  〒461-0001 名古屋市東区泉1-22-35 チサンマンション桜通久屋212 山下企画 こだち編集室　Eメール  ykikaku@live.jp　※ 締切／令和3年7月20日（必着）

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委託する場合は、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。　

お問合せ先 ▶ 山下企画 こだち編集部　TEL 052-972-6581   Email ykikaku@live.jp

正解者の中から抽選で10名様に

「図書カード（1,000円）」を差し上げます！

答え（アルファベット）と、下段の応募方法①②③をご記入の上、

応募先「まちがい探し係」までお送りください。

☎ 053-428-5211

2005年の愛知万博とリン

クしたストーリーのもと、

緑あふれる園内を散策し

ながら謎解きを楽しむイベ

ント。ヒラメキが必要なだ

けでなく、迷路や塗り絵な

ど小さなお子様も楽しめ

る謎も用意されています。

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）

東部丘陵線（リニモ）および名鉄バス
「愛・地球博記念公園駅」下車すぐ　

愛・地球博記念公園問合せ 

交通

場所

タイムスリップの謎
モリゾー・キッコロと

開催中～10月31日（日）

☎ 0561-64-1130　

© Rensuke Oshikiri

アンナ・メアリー・ロバートソン・“グラ

ンマ”・モーゼス《 農場の引越し》

1951年 個人蔵（ギャラリー・セント・

エティエンヌ、ニューヨーク寄託）
©2021, Grandma Moses Properties Co., NY

ピート・モンドリアン《大きな赤の色面、黄、黒、灰、青

色のコンポジション》1921年　デン・ハーグ美術館

 Kunstmuseum Den Haag

各ペア
５組様

参加費

500円

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

安全対策に万全に取り組んでいますので

安心してお出かけください。

写真提供：（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

※休園日を除く

問合せ

問合せ

問合せ

リアル謎解きゲーム × モリコロパーク

4月号の答え「A・E・G・H・I」  （応募総数52通、うち正解47通）


