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春の陽気に誘われて…コロナ対策をしてお出かけを！
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読者プレゼント総勢137名様に当たる！

矢野 きよ実さん

お得なクーポン ドン・キホーテ栄本店（P4）／クリーニング ソフト・ピアグループ（P7）／名古屋マリオットアソシアホテル（P8）
可ん寅・蔦茂・札幌かに本家・エアーかおる本丸（P12）

夜明け前の今だからこそ、
“始まり”に備えておきたい。

春の特別企画

写真はイメージです

サカエ・タイムズ

「グルメ＆お出かけ」プレゼント
春、新しいことを始めたい季節です。

大切な人と、大切なひと時を過ごしていただきたい。

今回も、The SAKAE TIMES は特別企画として素敵なプレゼントをご用意。

ぜひ、ふるってご応募ください。

①希望の番号   ②氏名   ③性別   ④年齢   ⑤職業   ⑥郵便番号   ⑦住所   ⑧電話番号
⑨本誌の入手場所   ⑩今号に掲載のすべてのQRコード数   ⑪購読している新聞
⑫今号で興味のあった記事を明記の上、ハガキ、または右のQR コードからご応募ください。 

●当選者の発表はお食事券の発送をもってかえさせていただきます。●応募の内容はプレゼントの手続き・発送および
編集の参考以外に使用することはありません。漏洩防止等の対策に万全を期して取り扱います。

応募方法
応募締切

4月28日

 　　　　 　 ペア 2 組様

  お昼の会席 すずらん会席
（先付・お椀・お造り・小鉢・焼八寸・  
  ご飯・赤だし・水物）
  おひとり 3,850 円相当

八丁味噌を温風と練る工程でゆっく
り時間をかけてパウダーに。バニラ
アイス、ピザやパスタ、ステーキな
ど仕上げのアクセントに。クッキー
などのお菓子作りにもお試しくださ
い。（1袋 50ｇ入）

　　　　　   ペア 1 組様

  お昼のミニ会席 三蔵和膳 
（全7品：向附・口取肴・煮物椀・
 焼肴・温物・食事・水物） 
 おひとり4,235円相当 

宛 先　  〒453-0042　名古屋市中村区大秋町2-51
 ㈱カーネルコンセプト サカエ・タイムズ  お食事券係

写真はイメージです 写真はイメージです

応募はこちらから

137

創業昭和９年 

可ん寅
名古屋市中区錦3-22-12 
052-971-4116 

名
住
☎

株式会社 まるや八丁味噌
岡崎市八帖町往還通52
0564-22-0222(代)

名
住
☎

浅野撚糸株式会社　エアーかおる本丸
岐阜県安八郡安八町中875－１
0584-71-8807
月曜
※ナビは住所を入力してください

名
住
☎
休

名古屋市中区栄 白川公園
特設会場
052-211-3600

住

☎

創業109年の伝統の味

料亭 蔦茂
名古屋市中区栄3-12-32 
052-241-3666 

名
住
☎

八丁味噌の香味パウダー
3月27日（日）～6月12日（日）まで開催。
世界を感動させたスーパーミラクル
イリュージョン！ 今年で創立 120
年を迎える木下大サーカスが、名古
屋・白川公園にやってくる！

木下大サーカス 名古屋公演

1 2

3 4

サカエ・タイムズ

名

古
屋・
愛知から情報発

信

表紙写真：御園座 　撮影：株式会社エスエス 内山 雅人 

ご予約・入店時に
「サカエ・タイムズを見た」と伝えて…

ご予約・入店時に
「サカエ・タイムズを見た」と伝えて…

お食事券
プレゼント

プレゼント

お食事券
プレゼント

チケット
プレゼント

【読者特典】　玉子焼きサービス（5/31まで） 【読者特典】　食後デザート「わらび餅」（5/31まで）

The SAKAE TIMES　春の特別クーポン

5名様

パウダーを使った
簡単レシピ

ペア 10組様

かに料理専門店のかにを贅沢に。
「かにすき」や「かにしゃぶ」などの豪華
なかに料理を、和の趣溢れる優雅な空
間でご堪能ください。広々とした店内
で、安心のお食事を。

厳選された
新鮮なかにを贅沢に

写真はイメージです

札幌かに本家
名古屋駅前店／栄中央店／
金山店／八事／豊田城店／
岡崎店／太田川駅前店／四日市店

名
店

あの「カンブリア宮殿」でも取り上げられた
吸水力抜群な魔法のタオル「エアーかおる」。
そのアウトレットルームに、古民家カフェや日
本庭園も併設した癒しの空間へ、ぜひどうぞ！

グランドオープン２周年！ エアーかおる本丸

(他のサービス券、特典カードとの併用はできません) 有効期限 令和4年 5月31日迄
※お土産・宅配ギフトのご利用はできません。

※１回のご来店に付き、１枚有効。
　１枚で10名様まで使用可。複製無効

/
5％割引券

現金でのお支払いに
限らせて頂きます 有効期限 令和4年 5月31日迄/

消臭タオルハンカチ
「なでしこ」引換券
（サンプル品）

※お１人様1回限り（複数枚のご持参は無効です）
／コピー不可

※他のサービス券とは併用できません

SAKAE TIMES 4/1号

コロナ禍があぶりだした、たくさんの問題・課題。

以前から抱えていたのに、見て見ぬふりをしたり、

先延ばしを続けていたり…。

そんな積み重ねに,もう目を逸らしていてはダメ!

と、背中を押されているような気がします。

まだ夜は明けないけれど、今こそちゃんと考えて

おきたい。公も、私も、“動く”時が始まるから。

※4/29、5/1は引換できません
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伏見駅

伏見エリア（錦1～２丁目、栄１～２丁目）

伏見駅を中心に、タイムレスな表情を魅せる不思議なまち。

和風テイストなビルが
伏見の街をモダンに演出

取材協力：御園通商店街振興組合・広小路中央商店街振興組合・広小路商店街振興組合・伏見地下街協同組合

map ❷❹

map ❺

御園座の斜め向かい（map❹）には、『白浪五人男』のからくり人形（写真

左）。御園通商店街の皆さんに守られながら、今年で30年を迎えます。

岡崎信用金庫（map❷）では2010年の上海万博にも出品された名古屋型

山車（だし）の「童子車（どうじしゃ）」を展示（写真右）。繊細な尾張仏具の技

術を結集した見事な山車に、祭礼人形師「二代目萬屋仁兵衛」作、聖徳太子

をイメージした童子人形（からくり人形）が堂々とした表情を見せています。

伏見で出会える！ からくり人形

隈取の扉が開き、白浪五人男が登場！  map❹
（10時半、正午、13時、15時半、17時）

間近で山車が見られます
map❷（岡崎信用金庫1F）

1957（昭和32）年に開業した伏見地下街（map❺）。

かつて繊維問屋街だった通りに、今はカフェや居

酒屋などが並んで賑やかに。

2013年の「あいちトリエンナーレ」をきっかけに、

昭和レトロとアートが融合。タイムスリップ気分

で、ぜひお出かけを！

昭和レトロとアートが融合！
「伏見地下街」

美味しいお酒とお料理で疲れを癒そう地下街のあちこちに「映え」アート！

伏見は音楽ファンにはたまらないエリアでもあります！

管楽器店併設のドルチェ・アートホールNagoya（map❻）を

はじめ、ザ・コンサートホール（map❼）や三井住友海上しら

かわホール（map❽）、いずれも音響設備に定評のあるホール

ばかり。お好きなプログラムを見つけて、ぜひ足を運んでみて。

東海屈指のコンサートホールが
伏見に集結！

昨年、開館35周年を迎えた「でんきの科学館」。4つのフ

ロアには、SNS映えするプラズマボールや電気がどこで

つくられ、どのように運ばれるか

を表現するジオラマなど、体験

型の展示物が盛りだくさん！

子どもはもちろん、大人も楽しめ

る展示が満載です。他にもオー

ムシアターや実験ショーも楽し

みながら学べます。入場無料。

体験しながら学べる！
「でんきの科学館」

各ホール
リンクはこちら

隈研吾さんについて
もっと知りたい！

三井住友海上しらかわホール（693席）
素晴らしい音響と評判ですが、2024年2月末の閉館
が惜しまれています。 map❽

ザ・コンサートホール（電気文化会館）（395席）
生演奏の魅力を最大限に引き出すシューボックス型
のホール。イタリア産大理石で囲まれた客席も魅力
です。 map❼

map ❻❼❽

map ❶❷❸

map ❾

名古屋駅と栄のあいだに位置する伏見エリア。
和モダンな建物が並ぶ御園座界隈、
レトロが楽しい伏見地下街など、その表情はバラエティ豊か。
あなたもぜひ探索してみませんか？

童子車について
もっと詳しく‼

詳しくは
こちら

木板を活かした独創的なデザインの
碧海信用金庫 御園支店（map❶）

御園座は以前の建物と同じ、「なまこ壁」を受け継ぐ伝統デザインが印象的（map❸）

2017年夏から翌年春にかけて、碧海信用金庫 御園支店（map❶）、岡崎信用金庫 名古屋支店（map❷）、

そしてタワーとなった御園座（map❸）が次々に完成。「芸処・名古屋」に相応しい街並みになりました。

碧海信用金庫、御園座は、2025年完成予定の愛知県新体育館の設計も担当している建築家、隈研吾さん

のデザインです。

碧海信用金庫 

季節や時間帯でライトアップの色柄が変化
する岡崎信用金庫 名古屋支店（map❷）

岡崎信用金庫

くまけんご

… シェアサイクルステーション

… 劇場・コンサートホール

… ホテル

… 和食　　　　  … 居酒屋

… コンビニ

… カフェ

… 銀行

… レストラン

map★ map❻
管楽器専門店
ドルチェ楽器
管楽器の販売・修
理、音楽教室、リ
ハーサルスタジオを
はじめ、100名収容

のアーティスト
ホールも完備
しています。

　 読者の声「2号でよかった記事」 「まちの魅力、再発見」 栄東エリアに興味深い店、ライブハウスが多数あるとは知らなかったので、探索してみたいです。（伊勢市／O.Yさん） 　 読者の声「2号でよかった記事」 「まちの魅力、再発見」 宗次ホールのランチタイム名曲コンサートを知れてよかった！ 是非一度行ってみたいです。（瀬戸市／O.Mさん）2 3

Area WatchingArea Watching



タワーの真下、視線を上げると美し

いクロスアーチが上の建屋をしっか

りと支えています。「塔内には2011

年のアナログ放送終了まで電波の送

信施設がありました。当初設計者

の内藤多仲は、この施設をタワー

横に建てるつもりだったんです」と

名古屋在住の建築史家・村瀬良太さん。

「ところが、久屋大通は法律上“道

路”だったので建物はNG。テレビ塔

は“電柱”と同じ扱いだったので塔と

合体させたんです」。

広大な芝生にそびえる
ランドマーク

見る位置で変わる？
正三角柱の不思議なカタチ

幻となった、あるカタチの建物

クロスランドおやべ公式
HPはこちらから

タワーは
街の元気のシンボル 美しいクロスアーチに隠れたストーリー

（旧 名古屋テレビ塔）

第3回 クロスランドタワー

富山県小矢部市鷲島10
0766-68-0932

住
☎

全日本タワー協議会加盟19タワーから毎号ご紹介！

富山県小矢部市のシンボル、クロスランドタワー。
晴れた日は立山連峰や富山湾も望めます。

ホールや博物館もある複合施設

「クロスランドおやべ」の象徴として

1994年に竣工。高さ118ｍ。

高速道路のジャンクションが市内で

交差していることと、「地域住民の交

流の場」にとの想いを込めて名づけ

られました。

芝生でのピクニック、ミニSLなどの

遊具も楽しめる憩いの場です。

正三角柱の塔体の上に、円柱の展望

台。地上100ｍからの眺めは日本一

広い「散居村（※）砺波平野」が。

春は、水を張った田んぼに浮島のよ

うに見える家々、そして冬は白銀の

世界！四季折々の表情を魅せる日本

の原風景、ファンも多いそうです。

※散居村…農地に点在する独特の集落
　　　　　 形態。

正三角柱のため、見る角度によって表情が変わる

散居村を眺めるなら昼間がおすすめ

タワーの足元には広～い芝生！

根を張るようにしっかりと踏ん張るアーチ

当初はブラウン管テレビ型の建物が構想されていた！
（資料提供：村瀬良太さん）

さっぽろテレビ塔／五稜郭タワー／銚子ポートタワー／千葉ポートタワー／東京タワー／
横浜マリンタワー／中部電力 MIRAI TOWER／東山スカイタワー／ツインアーチ138／
東尋坊タワー／クロスランドタワー／通天閣／京都タワー／神戸ポートタワー／空中庭園展望台／
福岡タワー／海峡ゆめタワー／夢みなとタワー／別府タワー

全日本
タワー協議会
加盟19タワー

建物
（ブラウン管
テレビ型）

かくして冒頭のアーチは建屋を支え

るために作られたのだとか。このア

イデアを内藤多仲は晩年まで自慢に

思っていたそうですよ。

クロスランドタワーは
富山県小矢部市に！

お や べ

う」と、犬山城に感嘆した白秋。作家

が記した秀麗な山と城、川の流れを

染める夕焼け、土地の人々との交流、

旅する父と子の心の通い合い…。

漢語交じりの端正な日本語が、犬山

の魅力をあますことなく伝えます。

さらにさかのぼって、大正時代初期。

吉田初三郎は、鉄道沿線に風光明媚

なスポットや観光地を描きこむ鳥瞰

図を相次いで刊行。旅行案内としても

大人気を博していました。

大正12（1923）年、関東大震災で東

京の拠点を失った初三郎は、名古屋

鉄道に招かれて犬山に蘇江画室を設

けます。そして、昭和４（1929）年に

連など19ヶ国60名の鉄道関係者に旅

行社を加えた約70名が鉄道旅の視察

先として訪れたのが、犬山でした。

歓迎レセプションの英語スピーチをし

たのは、画家の吉田初三郎。鉄道旅と

日本ライン下りは日本の観光スタイル

の代表だとアピールしました。

会場は高級料理旅館「彩雲閣」。そし

て、隣に瀟洒な洋館「犬山ホテル」が建

つこのエリアこそ、3月1日にオープン

した「ホテルインディゴ犬山有楽苑」

のルーツだったのです！

昭和６（1931）年、『第6回欧亜旅客連

絡会議』が東京で開催。仏・伊・独・ソ

この時、なぜ犬山が選ばれたので

しょうか。その背景には、昭和２

（1927）年、当時の日本の

人口の1.5倍にも当たる

9,350万票近くを集めた

「日本八景」の国民投票が

ありました。別府温泉や華

厳の滝、上高地などと並ん

で「木曽川」が選ばれてい

たのです。

「八景」は中国発祥で、優れ

た風景を評価する様式。そ

して、8つの地域ごとに紀行文を寄

せる文士がつき、『木曽川』を書いた

のは、北原白秋でした。

「ほら、あれがお城だよ」

私は振り返った。　　～略～

名鉄の電車を乗り捨てて、差しかかっ

た白い白い大鉄橋―犬山橋―の鮮かな

近代風景の裏のことである。

「小さな白い三層楼、何と典麗なしか

もまた均斉した、美しい天守閣であろ

昭和初期、ヨーロッパの旅の
プロが犬山の魅力のとりこに！

かつての犬山を映し出す
吉田初三郎の「鳥瞰図」

犬山は、国民投票で選ばれた
「日本八景」の１つ

古きを温
たず

ね、新しきを知る旅

2つの国宝を擁する犬山は、
90年前から国際観光のまちだった！
犬山城と有楽苑の茶室「如庵」。犬山には２つの素晴らしい国宝が。
そして、この城下町に燦然と輝くエピソードとは…。

「彩雲閣御案内」、翌年は「日本ライン

御案内　日本八景木曽川」を制作。鳥

の眼で捉えた木曽川と犬山城、周辺

の観光地が、パノラミックに表現され

ています。

同年、初三郎は、鉄道省の海外向け日

本観光PRポ

スターも制

作。国際観

光振興への

先駆けとも

なりました。

90年前を振

り返りつつ、

新しい息吹を感じる今。アフターコロ

ナの時代に、「日本の犬山」が国際的

な注目を浴びる日が再来したのかも

しれません。

お城の下を流れる木曽川に船を浮かべて

着物姿が似合う犬山。レンタル着物も好評

彩雲閣御案内「彩雲閣を中心とせる日本ライン遊覧名所図絵」
吉田初三郎　770×175mm（折り本・表紙）発行彩雲閣 昭和4年

国宝「如庵」にちなむ円窓や鳥瞰図…。
地域の歴史の奥深さを物語るモチーフ
が随所に生かされたホテルに、旅人の
インスピレーションが高まります。

エントランスロビーの正面には犬山城が

プライベートバルコニーつき、犬山城ビュー
のお部屋も（写真はプレミアムツイン）

夜の中庭は、ゆったりとしたひとときを
演出します

織田信長の実弟・有楽斎が建てた茶室
「如庵」も、 ３月１日から公開を再開。

陽春の犬山へ。

3月1日 OPEN!   「ホテルインディゴ犬山有楽苑」

再び公開！国宝「如庵」

ホテルインディゴ犬山有楽苑の詳細はこちら

観光・宿泊 犬山おもてなし隊
犬山を深く知る旅、楽しむ旅

池田屋　　餃子が名物。昭和
２年創業の中華料理店。

松野屋　　「でんがく定食」が
メインの菜飯田楽の老舗。

奥村邸　　登録文化財の建物
で楽しむ本格フレンチ。

犬山・グルメ探訪

（株）ツアー・ステーション TEL:0587-93-1128

たちゅう

さんきょむら となみ

　 読者の声「2号でよかった記事」 「中部電力 MIRAI TOWER」 50歳の真っ赤なエレベーター、次の休みに夫と行くことにしました。昭和レトロがマイブームなのでとても楽しみです！ （半田市／T.Yさん） 　 読者の声「2号でよかった記事」 「コロナの時代のものづくり」  ハンドドライヤーが使えなくなり不便でした。静音飛沫防止カバーの認知度が広がれば良いなと思いました。（名古屋市北区／I.Nさん）4 5
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矢野 もし自分や家族が陽性になっ
たら、どのように過ごせばいいでしょ

うか。

武藤 医療機関で陽性と判明したら
保健所から連絡がありますので、指

示に従ってください。自宅療養中も

医療機関や保健所がフォローアップ

します。発症から10日間経過し、か

つ発熱を含む症状改善から72時間

  答えるドクター

武藤 義和 先生

公立陶生病院 感染症内科 主任部長
2008年岐阜大学医学部卒。岐阜大学医
学部附属病院高次救命治療センター、大
垣市民病院呼吸器内科、国立国際医療研
究センター総合感染症科勤務を経て、
2017年タイ国マヒドン大学熱帯医療講座
熱帯医学・衛生学分野修了。同年公立陶
生病院感染症内科の立ち上げに携わり
2019年より現職。著書に『新型コロナウイ
ルスに対する 学校の感染対策』（丸善出
版）。臨床研修指導医／日本呼吸器学会
呼吸器専門医／日本内科学会総合内科
専門医／日本感染症学会感染症専門医
他

　武藤先生執筆
「今週のコロナニュース」
（不定期発信）

矢野 瀬戸は、書の活動でも関わって
いる大好きな町。その町の公立陶生

病院で、感染症の専門医として現場

に立つ武藤先生にお話をお伺いでき

るのは心強いです。いま、コロナの現

状はいかがでしょうか。

武藤 第6波は県内でも2月末でピー
クは超え（2/25現在）、春には活動

できる社会が戻ってくるのではと感

じています。

矢野 オミクロン株の陽性者は、以前
の第５波を大きく超えました。

武藤 オミクロン株はこれまでとは違
う病気だと思ってよいでしょう。

デルタ株はウイルスが肺で増殖し、

熱や咳が出て息が苦しくなる症状が

1週間くらい続きます。

一方、オミクロン株は上気道に感染

し、咳はなく喉の痛みと熱や頭痛と

いった軽いインフルエンザに近い症

状です。ワクチンを打った人は重症

化しにくく、特に若い人は以前より

怖がらなくていい病気になったとい

えます。現状は、高齢者の方がコロ

ナから2次性に誤嚥性肺炎を起こす

という経過が殆どです。

経過で隔離解除となります。

矢野 自宅療養中の体調管理で注意
すべきことを教えてください。

武藤 外見では普通でも、パルスオキ
シメーターの値が低い場合（95%以

下）や、熱が何日も続くのは危険で

す。呼吸が荒いなど、異変があれば、

すぐに連絡してください。

矢野 一方で、濃厚接触者に該当す
るのは、どんなケースですか？

武藤 保健所から陽性者への聴取で
濃厚接触者と認定されます。陽性者

の発症日から2日前に遡り、明らか

な接触があった人が該当します。そ

の場合は自主隔離や自宅安静をお

願いしています。最後に陽性者と接

触した日を0日目として、丸7日間経

過したら隔離解除、勤務先の認可が

でれば、職場復帰できます。

コロナ医療の 公立陶生病院 感染症内科（愛知県瀬戸市） 

昨年末には落ち着くかと思われた新型コロナウイルスは、今年になり第6波が襲来。
「自分や家族が感染したら？ 濃厚接触したら？」といった不安が続きます。
そこで今回は感染症専門医の武藤義和先生に、矢野きよ実さんがお話を聞きました。

「ひょっとしてコロナ？」

その時どうしたら――

矢野 これから期待される新薬につ
いてお聞かせください。

武藤 これまでの治療は点滴などが
行われてきましたが、現在は米国・メ

ルク社の飲み薬「モルヌピラビル」を

処方する病院もあり、効果は100点

満点中30点ほど。

今年2月には米国・ファイザー社か

ら新薬の「パキロビッドパック」が出

て、当院でも使用しています。今の内

服薬では一番効果があり、こちらは

90点くらい。唯一の弱点は血圧やて

んかんの薬との相性が悪いこと。高

齢の方はその持病があることが多い

ので、投薬を中止できるようなら、ま

ず、この薬でコロナを治療したいで

すね。

国 内 で は 塩 野 義 製 薬 が 新 薬

「S-217622」を開発中で、3月中に流

通する見通しです。こちらは60点くら

いの効果があるとみられます。いずれ

もウイルスが体内にいる間に、早く薬

を服用することが大切です。

矢野 先生は「今週のコロナニュー
ス」という情報発信もされています。

大変な状況の中、現場にしかわから

ない情報を発信してくださるのは本

当に心強いです。

武藤 そう言っていただけると発信
のしがいがあります！ 第6波を経験

して思うのは「コロナは普通の病気

だ」ということ。感染しないように声

高に呼びかけるよりも「感染を広げ

ないこと」が何より大切です。

矢野 ところで先生はコロナ以降、
16kgもお痩せになったとか！

増殖する箇所や症状が違う
オミクロン株とデルタ株

保健所の指示を待ち
自宅療養中はセルフチェックを 新薬の開発が進み、

治療の選択肢が増える

市民と医療のタッグで、
マスクが必要ない社会へ

武藤 家に帰れなくて、電気料金が基
本料金だけという時も（笑）。今も病

院にいることが多いですね。

十分に医療を提供できるのなら、ど

れだけ患者さんがいても大丈夫なの

ですが、今はコロナに対する医療の

キャパシティが足りていない状況で

す。もう少しの間、皆さんに対応を徹

底していただき、社会が十分な医療

を提供できる方向に向かえば、マス

クを外せる日が来ると思います。

矢野 今日は先生のお話で力をもら
えた気がします！

ありがとうございました。
※撮影時のみマスクを外しています
※本誌では正式名称にこだわらず「コロナ」
　という表現をしています

最 前 線

  聞き手

矢野 きよ実さん

パーソナリティ・書家
名古屋市生まれ。15歳でモデルデビュー
後、テレビやラジオなど活躍の場を広げて
いる。
17歳で始めた書で表現する独特の世界
観が注目を集め、数多くの賞を受賞。現在、
医療・災害、教育現場、福祉などの分野か
らの講演依頼に「生きること」「命の大切
さ」を伝えている。
名古屋小児がん基金特別顧問／愛知万
博記念災害・救急医療研究会理事／名
古屋観光文化交流特命大使／障害者と
市民のつどい実行委員会 名誉実行委員
長／玄玄書作院常任理事　他

矢野 きよ実
オフィシャルサイト

自宅・ホテル 療養経験者に聞きました自宅・ホテル 療養経験者に聞きました

きよ実さんの書からは、
不思議なほどにパワーが伝わってきます

爆発的な第6波から、自宅・ホテル

で療養する方が圧倒的に多くなり

ました。のどの痛み・発熱・倦怠感

といった軽症者や、発熱もない無

症状者にとって、10日間の療養期

間はとても長く感じたようです。

「外出禁止なので、唯一の楽しみは食

事。自治体提供の配食は有難かった

のですが、私には量が足りませんで

した（笑）」（50代男性）。配食サービ

スは申請から2日ほどかかるので、一

週間分程度の食品ストックは必須。

血中酸素飽和度を測るパルスオキシメーター。
陽性の場合は自治体から貸し出しも

防護服でコロナ患者さんの診療にあたる

ネットスーパーも心強い味方です。

そして、風邪の常備薬も忘れずに。総

合感冒薬、解熱剤、咳止めなど、初期

の諸症状緩和には効果あり。

「医師の処方薬も風邪の時と同じで

した」（50代女性）。療養中は1日1～

2回（自治体による）保健所などか

ら確認の連絡は届きますが、万が

一の急変に備えて親戚・友人との

連絡も取り合いましょう。感染予

防と同時に、自宅療養の準備も心

がけておくと安心ですね。

編集部が独自取材！

発熱等の症状がある場合の
相談・受診方法（名古屋市）

自宅療養ガイド
まるはっちゅ～ぶ（名古屋市）

医療機関には初めに電
話連絡を。突然の来院
は避けて。
高齢者の場合は唇や指
先の血色を伝えましょう。

同居家族からの
隔離、消毒など、
名古屋市の動画
で詳しい説明が
あります。

「発熱した！」「濃厚接触？」 自宅療養になった！ 日頃から準備すべきもの
 食品（1～２週間分）
・水などの飲料　・食欲がなくても食べやすいもの
・調理不要の食品（レトルト・冷食など）
　
 日用品（2週間分）
・常備薬（市販薬）、解熱鎮痛剤
・マスク、アルコール消毒液
・トイレットペーパー、ティッシュ　・ゴミ袋　・生理用品
・洗剤、石鹸　・衛生用品（おむつなど）

※各自治体により対応が異なります。HPなどで事前確認を。

グループ
お得な
プレミアム会員募集中！
詳しくはHP,店頭で

お預り
朝11時

お渡し
夕方5時

※店舗によって異なります

マーティー

清潔で健康な暮らし。
クリーニングで大切に着る心…ソフト・ピアグループが支えます！

本社 ： 愛知県江南市松竹町東瀬古246
電話  ： 0587 -53 -2833

年中無休
土日祝も当日仕上げ！

ユニフォーム
カーテン

会社などの

など
白衣・作業服・エプロン
事務服・帽子・ハッピ

クリーニング致します！クリーニング致します！

お得クーポン！お得クーポン！

ソフト・ピア本社内
江南市松竹町東瀬古246

0587-53-2833

0587-53-2833

申込はお気軽に

OPEN  10:00-17:00

LINE公式アカウント
詳しくは店頭スタッフへ！ 会員募集中

愛知・岐阜に145店舗 店舗検索もこちら

洋画から日本画120点以上

ギャラリー絵画展会社がまるごと
美術館？ギャラリー絵画展会社がまるごと
美術館？

入場
無料

工場内も見学できます

クーポン券ソフト・ピアグループ　

エコノミーコース

ワイシャツ

2022年5月15日まで
本券は1回限りご利用いただけます。
印刷・コピー・画面提示でのご利用はいただけません。
他の割引券との併用不可

5 枚
まで
枚
まで

1枚
あたり100円

（税込）

お得クーポン！お得クーポン！

2022年5月15日まで
本券は1回限りご利用いただけます。
印刷・コピー・画面提示でのご利用はいただけません。
他の割引券との併用不可

350円
（税込）

普通コースドライ品

各

ズボン・スカート・
セーター・カーディガン

まずはこちらまでお電話を

5
枚まで枚まで

　 読者の声「2号でよかった記事」 「コロナ医療の最前線」  「定期ワクチン接種の時期を逃していませんか？」のワードにドキッとして、慌てて母子手帳を見直しました。（北名古屋市／M.Mさん） 　 読者の声「2号でよかった記事」 「コロナ医療の最前線」 記事を読んで、心配ごとがあるなら、受診してもよいのだと、勇気をもらえました。（知多市／T.Sさん） 76
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には吸音パネルを使用し、ノートPC

が置けるデスクやコンセント、照明、

換気ファンも装備され、快適に仕事

ができます。

オフィスの共用スペースへの設置を

想定し、キャスター付きなので移動

も容易。そして最近は、就活生のオ

ンライン会社説明会参加に向けて、

大学キャンパスへの設置も増えてき

ました。

「コロナの時代」のものづくり（4）

オンライン会議、増えましたよね。で

も、自分が発言する時などはフロアに

居る他のスタッフに気兼ねしがち…。

そんな職場の悩みを解決してくれる

のが、愛知ブランド認定企業の1社、

日東工業（愛知県長久手市）が開発

した「プライベートボックス」。

電気機器メーカーの同社。もともと、

通信機器を衝撃から守る金属製の

サーバーラックを製造しており、そ

の技術が生きています。

この ボックス は 、幅

120cm、奥行き110cm、

高さ225cm、重さ250 

kgの箱型で、阪神淡路大

震災級の地震でも倒れ

ない頑丈なつくり。内装

今はオープン価

格になっていま

すが、価格的に

高い競争力があ

るのも、サーバー

ラック製造実績の積み重ねがある

から。

コロナ禍で密を避ける生活様式が

定着してきた現代にふさわしく、周

囲を気にせずに集中できる個室空

間。今後はさらに見かけることが増

えてくるはずです。

就活生向けに大学での採用も

静かな環境が欲しい…

困った ！ ひらめいた ！ つくった ！

個室ブースなら、声が大きくても大丈夫 ！ …日東工業㈱

プライベートボックスで快適！

プライベートボックス
日東工業株式会社

愛知ブランド

コロナ禍でも春は来て、淡紅色の桜

が町を彩ってくれます。

そして、春はお祝いごとの多い季節。

すこしあらたまったお席には盃を酌

み交わす日本酒が似合います。その

お酒が花から造られていたら？そう、

花から「酵母」を取り出して造る日本酒

があるのです。

「酵母」はイースト菌とも呼ばれる微

生物の一種。ビール酵母、ワイン酵

母、パン酵母などもあり、糖類をアル

コールと炭酸ガスに分解する働きを

します。また、野生酵母は花や果実や

土壌など自然の中にたくさ

ん存在しています。

この酵母を花から採り出し

て造った日本酒が、初めて

名古屋で誕生したのは10

年前。開発したのは、当時

名古屋大学大学院生命農

学研究科の加藤雅士准教

授（現名城大学教授）とそのチーム

でした。

日本酒の醸造には「出芽酵母」が使わ

れ、香りや味を決めています。

2008年、加藤教授は「あいち産業科

学技術総合センター」の研究者との

意見交換会で、「従来とは異なる酵母

を使って、新しい風味の大学ブランド

の酒を造ろう」と盛り上がりました。

春。名古屋大学のキャンパスにも、あ

ちこちに桜が咲きます。教授と学生達

は、試しに桜の花を摘んでは酒造に

適した酵母を探してみました。しか

し、これがなかなか難しい。

花から採れた100種類にも及ぶ酵母

が全て「ハズレ」に終わりました。

翌2009年、本格的に醸造用の酵母の

取得をめざすも、またもや不発。けれ

ど5月になって、こりずに農学部前の

遅咲きの八重桜で試してみると…見事

にヒット！醸造に

適した酵母が取得

できました。まさ

に、トライ＆エラー

の末に女神が微笑

んだ「サクラサク」

でした。

2009年夏からは

「ねのひ」の盛田酒造で仕込みを開

始。翌年の試飲会では若者達からも

好評を得ました。

この年、加藤教授は名城大学農学部

へ異動しましたが、プロジェクトは学

内で引き継がれ、「なごみ桜」という

ネーミングも学内公募で決定。2012

年からは名大生協で扱われ、「大学の

農場で育った米とキャンパスで採れ

目には見えないけれど、
自然の中にいる「酵母」

独自の香りと風味を追い求めて
花酵母づくり

花の酵母から生まれた「大学発！」の日本酒

失敗続きの末の「サクラサク」！

カーネーションからも開発！

発酵 S T O R Y 大学
Watching

桜やカーネーションの酵母から造られる、華やかな日本酒があります。
今号は、「発酵STORY」と「大学Watching」2つのコーナーのコラボで、
大学発！ 日本酒の誕生秘話をご紹介。

た桜酵母で大学のOBが製造した日

本酒を大学で販売」という試みが話

題を呼びました。

「なごみ桜」は12～13度の低ア

ルコール度数。華やかな香り

と、米と麹由来の甘み、酵母が

醸す酸味が特徴です。

名城大学に移った加藤教授の研究室

では、2010年に大学農場のカーネー

ションから醸造に適した野生酵母の

採取に成功。県の研究所と共同開発

を進め、「生道井」の原田酒造の協力

で製品化が実現しました。

日本酒は、これからが面白い ！

名城大学ブランドの日本酒「華名城」。

アルコール度は低めで、甘く酸味の強

いフルーティーな味わいが特徴です。

2020年には、熟成香を持ち琥珀色に

変化した3年熟蔵「はなのしろ 純米古

酒」も誕生しました。

日本酒の国内消費量は1999年を

ピークに減少の一途をたどってきま

した。けれど、近年国際的な評価は高

まり、海外輸出も増加。高付加価値化

の取組みも増えています。今後は花

酵母にも注目したいですね。

加藤 雅士さん
名城大学農学部
応用微生物学教授

❶加藤研究室
❷酒レポート 令和3年3月（国税庁）
❸日本・愛知×イタリアの発酵
食文化交流

　　（中部圏社会経済研究所）

「なごみ桜」
容量:500ml / 1,257円（税込）　限定1000本
名古屋大学消費生活協同組合 北部購買店で販売

「華名城」
容量:500ml / 1,620円（税込）、
名城大学サービス 天白キャンパス本部棟2Fで販売

いくじい

はなのしろ

❶ ❷ ❸

うるおい・ハリを
つくりだす素肌へ

無添加
&

自然派処方
抗シワ試験
合格※2

リピート率

95％※1

世界初のラクトフェリン配合
オールインワンジェル、登場

※1 2017年度LLモイストリフト ジェルセラム、LLモイストリフト ジェルセラム レフィル月間定期客リピート率
※2 乾燥小じわを目立たなくする効能評価試験済み　　　※3 独自技術SOFORO-Lactoferrinを使用

感染予防の医薬品メーカー、サラヤがつくった
肌本来の力で美しくなるオールインワンジェル。
ラクトフェリンは母乳（初乳）や羊水に多く含まれ

る、赤ちゃんを守り育む大切なたんぱく質の一種。

サラヤは感染予防の観点から長年ラクトフェリンの

研究を重ね、美肌効果があることを発見しました。

さらに独自技術の浸透※カプセルに包み込むことで、

肌の奥※まで行き届き、肌自らが美肌成分をつくりだ

すため、ぷるんと弾むハリを実感できます。
※ 角質層まで

たるみ
小ジワ

乾燥

毎日20秒の時短ケアで
こんなに変わる！

使用前 使用後 サラヤ株式会社　〒546-0013　大阪市東住吉区湯里2-2-8

ご注文・お問合わせ先

インターネット        スマートフォンからのご購入はこちら

お電話      　　 0120-26-1610 9:00～19:00
年中無休（除く:12/31～1/3）

ご注文の際は「サカエ・タイムズを見て」とオペレーターにお伝えください。

天然
精油100%

ロ
ーズブーケの

香り

※３

ピ
ンッ！

ピ
ンッ！

これひ
とつで

たるまな
い！

年齢的に小ジワ・くすみ・乾
燥肌に悩んでいましたが、使
いはじめてからは肌がとって
もうるおって感動しています。
天然成分や地球環境に配
慮した商品づくりも共感！

肌がとってもうるおって感動！Voice
藍川真季様　40代

菌・ウイルスから
守っている

羊水に含まれる
ラクトフェリン

ラクトフェリン ラボ  LLモイストリフト ジェルセラム
50g 4,950円（税込）

※個人の感想であり、使用感については個人差があります。

導入
ローション
（3回分）
プレゼント

使った人から効果実感！

初回限定

半額
限定
価格 990円（税込）
送料無料 お一人様一回限り

〈セット内容〉LLモイストリフト ジェルセラム20ｇ／ＬＬモイストエンリッチ ローション（３回分）
●初めての方のみご購入できます。　※本品をお試しセット容量に換算

ラクトフェリン ラボ
お試し実感セット
通常価格1,980円（税込）相当

のところ

たっぷり11日間分

無添加 （ 着色料、合成香料、パラベン、アルコール、石油系界面活性剤 ）

SDGsコスメとして雑誌でも話題！

SDGsコスメとして雑誌でも話題！

※

8 9　 読者の声「2号でよかった記事」 「老舗・名店の味を愉しもう！」 飲食店にとってのこの辛い時期を乗り越えて頑張って欲しいので、ささやかながら応援したいと思います。（蟹江町／F.Hさん） 　 読者の声「2号でよかった記事」 「発酵STORY」 国菌というものの存在を初めて知り、もっと発酵について知りたくなりました。（名古屋市中村区／N.Yさん）

Power of Industry / Health & BeautyPower of Industry / Gourmet



ジブリパークのプレス発表会が「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）」で開かれた時に

宮崎吾朗監督が語られたこと。「ジブリ作品はファンタジーだけれど、現実に立脚するもの。

いわゆるテーマパークとして再現することには違和感がありました」「ここは公園で、その

土地にジブリパークが入らせてもらうのです。公園に思い出のある人はたくさんいる

筈なので、ジブリパークが出来ることで、それらを壊したくはありません」

…思いのこもる言葉に、胸が熱くなりました。11月の第1期オープンを心待ちにしています。

Editor's Note The Sakae Times 第3号
2022年4月1日発行　50,000部　

編集長 赤崎真紀子
編集 藤井百合子／武山純子
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発行所・編集 株式会社カーネルコンセプト
 名古屋市中村区大秋町2-51
 TEL 052-482-8142
 sakaetimes@kernel.co.jp
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愛知県美術館
ペア
5組

バルセロナ生まれのミロ（1893-1983）は早くから日本文化への
深い造詣を持ち、来日時には名古屋も訪れています。
日本では20年ぶりの大規模な回顧展です。

名古屋市東区東桜1-13-2
052-971-5511

住
☎

徳川美術館 ペア
5組 八事山興正寺 ペア

5組 名古屋市科学館 ペア
5組

ヤマザキマザック美術館 ペア
5組 あいち航空ミュージアム ペア

5組 トヨタ博物館 ペア
5組

世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ ペア
5組 なばなの里 ペア

3組 パラミタミュージアム ペア
5組

4月29日（金・祝）～7月3日（日）    ミロ展 ── 日本を夢みて

普門園と竹翠亭 （呈茶つき）春季特別展
広重の旅風景　雨・雪そして人

4月10日（日）～
5月22日（日）

名古屋市東区徳川町1017
052-935-6262

住
☎

読者プレゼント

ジュアン・ミロ《ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子》 
1945年 油彩、キャンバス 福岡市美術館 

© Successió Miró / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2022 E4304

東海道五拾三次之内 箱根 湖水図
（保永堂版）　個人蔵

応募締切   5月2日（月）（必着）

2005年。すっかり昔のようですが、

この年の「愛・地球博」の開催は、まさ

にエポックメイキング。なぜなら

1851年のロンドンから始まる万博

の長い歴史の中で、環境をテーマに

据えたのは、世界初！でしたから。

今は切実な課題となった地球環境保

全に対して、「自然の叡智」という理

念を掲げた愛・地球博。人と生き物と

地球への愛を守るこの精神は、

「SDGs」にも繋がっているのです。

中でも人気を集めた「サツキとメイの

家」。そう、スタジオジブリ作品『とな

りのトトロ』の主人公であるサツキと

メイの姉妹が暮らす、あの家の再現

です。

板張りの白い壁、赤い屋根。縁側の

ガラス戸も、解体される古民家から

譲り受けるなどして向こう側がゆが

んで見えるのです。建造物も小物も

昭和30年代の時代を反映したしつ

らえで、昭和レトロそのものでした。

「スタジオジブリは、とことん“本物”に

こだわってたからね」と語るのは、愛・

地球博で企画事業担当のチーフプロ

デューサーだった福井昌平さん。

「それに、万博会場になる前の愛知青

少年公園の頃から、ここは全国の木が

植えられ

た“ふるさ

と の 森 ”

だった」

「その森が、

宮崎駿さん

が『となり

のトトロ』

で描いた

和洋折衷の家屋をモデルにした家を

建てるのにふさわしい、と思われたん

じゃないかな」。

1970年、もとは陶土の採掘跡もあった

丘陵地に公園がつくられ、集団就職し

てきた青少年達の故郷から送られた

「県の木」が植樹されたのだとか。

そして、この一帯を気に入った

スタジオジブリの「万博終了後

もサツキとメイの家を残した

い」という意向を受けて、家は

愛・地球博で愛知県の公園事

業として構築され、万博後もしっかり

と継承されてきました。

時を経て、今秋にはジブリパーク第1

期の開園へ。「どんどこ森」では「サツ

キとメイの家」が引き続き楽しめま

す！そして、「ジブリの大倉庫」もおお

いに期待をそそります。

宮崎吾朗監督は「始まりは、本当に

“倉庫”。

というの

も、ジブ

リの〇〇

展とかや

る度にど

んどん造

形物が増

えていく。

倉庫代もバカにならなくてもう大

変！という話が回りまわって大村知

事の耳に入り…」。

そんなお話を聞けば、さらにジブリの

大倉庫への妄想が広がります。11月

1日には「青春の丘」も開園。楽しみ

にお待ちしましょう！

万博史上初！
「環境」をテーマにした万博

第1期の注目は、
「ジブリの大倉庫」

「愛・地球博記念公園」は、
全国の県木が植えられた森だった

「サツキとメイの家」にこめられた
スタジオジブリの思い

風景画の名手 歌川広重の
代表作、保永堂版「東海道
五拾三次之内」全55図に、
各種東海道絵や各地の名所
絵を加えてご紹介します。

普門園 500円（竹翠亭での抹茶と季節の和菓子つき）
10時～16時（最終入館15時30分）
名古屋市昭和区八事本町78

料
営
住

不定休
052-832-2801

休
☎

興正寺は江戸期の開創より尾張徳川家
の祈願所として人々と深い縁を結んで
きました。「普門園」は四季折々に表情
を変える魅力的な庭園です。四月初旬
はしだれ桜が見頃。
（普門園は入場予約制）

特別展 大地のハンター展
Hunters on Land -陸の上にも4億年-

開催中～
6月12日（日）

提供元:大地のハンター展実行委員会

名古屋市中区栄2-17-1 （芸術と科学の杜 白川公園内）
052-201-4486

住
☎

動物たちの「捕食」に注目し、生態
系での役割と重要性を解き明か
す科学展覧会。大型のワニやネコ
科の哺乳類、フクロウ、タカなどの
猛禽類、ハチなど、太古の昔から現
代までの多彩なハンターたちの起
源と進化をたどります。

西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）
0568-39-0283

住
☎

住
☎

名古屋空港で初飛行
した戦後初の国産旅
客機「YS-11」をはじめ
とする航空機の展示や
「職業体験」、航空機
が飛ぶ仕組みを楽しく
学ぶ「サイエンスラボ」
など体験プログラムが
充実！

新野洋×西澤伊智朗  自然を創る 4月22日（金）～
8月28日（日）

新野洋《2012.3.18,Kyoto》（部分）
2012年

新野洋と西澤伊智朗の二人展。みずみ
ずしく透明感あふれる新野のアクリル
樹脂の素材感。荒々しくも素朴な西澤
の陶土―。ふたりが創り出すそれぞれ
の自然のかたちをお楽しみに。

長久手市横道41-100
0561-63-5151

なばなの里 イルミネーション開催中
～5月31日（火）

桑名市長島町駒江漆畑270番地
0594-41-0787 

住
☎

住
☎

国内最大級のイルミネーショ
ンと花の競演、贅沢なシーズ
ンの到来！4月中旬～5月中旬
には可憐な「ネモフィラ」が花
ひろば一面に。フォトジェニッ
クな景色を楽しんで。

岐阜県各務原市川島笠田町1453
0586-89-8200

住
☎

スウィミングスタイル ～さかなの泳ぎかた～4月16日（土）～
7月10日（日）

広大な大海原を悠 と々泳ぐ魚、
流れの速い川をスイスイと進む
魚。すむ場所やくらしによって
泳ぎ方が異なる魚たち。どのよ
うな形をし、どのように泳ぐの
かじっくり観察してください。

※今後の感染状況
等により中止や日程
変更の場合があり
ます。

パラミタミュージアム開館20周年
平山郁夫 遥かな道

4月2日（土）
～6月5日（日）

《アラビアの女性》1973年
個人蔵（平山郁夫美術館寄託）

三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町21-6
059-391-1088

日本文化の源流を求めシルクロー
ドを取材、多くの作品を描いた平山
郁夫。人生をエッセイと共に描いた
《道遥か》、郷土愛を注いだ《しまな
み海道》など画業を振り返ります。

名古屋市東区葵1-19-30
052-937-3737

住
☎

中部電力 MIRAI TOWER
ペア
５組

国の登録有形文化財にも認定されている中部電力 MIRAI 
TOWER。地上約100ｍの展望台からの夜景は「日本夜景遺産」に
認定。目の前に360度広がる名古屋の街並みは迫力の景観！ 必見
です。

名古屋市中区錦三丁目6-15先
052-971-8546

住
☎

展望台スカイデッキ・スカイバルコニー

待望の「ジブリパーク」、11月1日に第1期オープン！
背景には「愛・地球博」（2005年）開催からのつながりが。
そこで、イベント・プロデューサーの
福井昌平さんに、ジブリパーク設立に
関わる逸話＆期待をお訊ねしました。

（※4/26応募締切）

ガソリン自動車誕生以
降の国内外の名車を一
堂に展示。日米欧の代
表的な車両約140台、ク
ルマにまつわる文化資
料約4000点をご紹介。

※　のみ4/26必着C

名古屋港水族館とタイアップ企画 ～4/24迄
オリジナル缶バッジプレゼント ［詳細は下のQRコードから］

A B

D E

F G H

I J K

C

【予告】4月29日（金・祝）～7月18日（月）
春の企画展「Here’ｓ a Small World! 小さなクルマの、大きな言い分」

※サカエ・タイムズは、毎号『ジブリパーク』情報を掲載します。

福井 昌平さん
「愛・地球博」企画事業・参加・
広報担当チーフプロデューサー
「愛知・技能五輪国際大会招致
委員会」招致部会長

舞台『千と千尋の神隠し』御園座公演
壮大かつ独創的な世界観が日本のみならず、世界中で愛され続
けてきた『千と千尋の神隠し』。宮﨑駿によるアニメーション映画
の最高傑作が、世界で初めて舞台となって歴史を刻みます。

原作：宮﨑 駿／演出：ジョン・ケアード
協力：スタジオジブリ／製作：東宝
＜主な出演＞
千尋…橋本環奈／上白石萌音（Wキャスト）

詳しくは
御園座ホームページへ

2022年
 10月 ポートメッセなごや新第１展示館

OPEN

2023年
  4月  名古屋の鶴舞公園がリニューア

ル、商業施設も
 秋頃 「ジブリパーク」がフルOPEN
https://www.fashion-press.net/news/39343/

2024年
 夏頃 名古屋・栄の中日ビル、31階高

層・複合ビルとして新OPEN
 秋頃 豊田市美術館の隣に「豊田市

博物館（仮称）」OPEN
 9月6日 秀吉の正室「北政所ねね様」

没後400年記念事業

　　　　　高台院（名古屋市秀吉清正記念館）

2025年
　夏　愛知県新体育館完成

　　　　　愛知県新体育館イメージ（愛知県）

2026年
  春    大丸松坂屋百貨店×名古屋市、

錦三丁目に新しい商業施設
OPEN

  秋　 「瑞穂LOOP」スタジアムOPEN
 9月～10月 「第20回アジア競技大会」

を開催

コロナ禍のその先へー

期待のプロジェクト

ジブリ関連
～こんな施設も～

三鷹の森ジブリ美術館
ジブリの世界観を体
感！ 『迷子になろうよ、
いっしょに。』をキャッ
チコピーにしたアニ
メーションの美術館。
（日時指定
 予約制）

東映太秦映画村 映画図書室
ジブリ作品をはじめ、貴重な台本を無
料で公開。手書きメモが残されたもの
も。1日1組限定、HPからご予約を。

11月1日
 秋が待ち遠しい！ 
ジブリパーク（第1期）ＯＰＥＮ！

【御園座公演】
 6月22日（水）～7月4日（月）
  料  金  ：A席14,500円 B席 10,000円
　　  　  ※未就学児の入場不可
 一般発売  ：3月30日（水）午前10時～

（売切の際はご容赦ください）

©Studio Ghibli

©Studio Ghibli

©Museo d’Arte Ghibli

写真提供：東映太秦映画村  映画図書室

10 11　 読者の声「2号でよかった記事」 「南極」の記事。名古屋市科学館の極寒ラボ、行ってみました！ 寒いだけかと思いましたが、南極で採取された氷などの展示があり、楽しめました。（名古屋市東区／S.Mさん）

Art & AmusementHope for Future

　 読者の声「2号でよかった記事」 「南極」の記事。観測隊員が公募されていることに驚き、調べました。記事のちょっとした一言から新しい情報につながりました。（名古屋市熱田区／R.Aさん）


