
恋路が浜まで徒歩5分、リゾート感あふれる本格オーベルジュ。騎士の称号「シュバリエ」をもつ総料理長がこだわり恋路が浜まで徒歩5分、リゾート感あふれる本格オーベルジュ。騎士の称号「シュバリエ」をもつ総料理長がこだわり

抜いた創作フレンチをお楽しみください。屋上の天体望遠鏡での星空観賞も人気！抜いた創作フレンチをお楽しみください。屋上の天体望遠鏡での星空観賞も人気！

ジブリパークの来園とともにお勧め

したいのが「ジブリパーク開園記念

ジブリパークとジブリ展」。10／29

（土）から愛知県美術館で始まります。

全国5か所を巡回するこの展覧会、

愛知に先駆けて長野で開催されてい

たので一足先に出かけてみました。

ジブリ作品の全容が公開される中で、

何より嬉しいのは、ジブリ作品の主人

公気分を味わえること！ 湯婆婆が仕

事に没頭する姿を間近で見られた

り、「千と千尋の神隠し」に登場する電

車で、カオナシと並んで座ってみたり

…。ジブリパークの要素がギュッと詰

め込まれたこの展覧会、ぜひ足を運

んでみてください！

『ジブリパーク』が、「愛・地球博記念

公園」に、満を持していよいよ開園！ 

「ジブリの大倉庫」「青春の丘」「どん

どこ森」の３エリアが第1期としてオー

プンしますが、「ゆっくりきて下さい。」

とポスターにもあるとおり、チケット

はエリアごとに日時指定の予約制。

チケットがなくてもご安心を！ ジブリ

パークのエリアでなくても、公園を散歩

しているだけでも楽しめちゃいます。

リニモ「愛・地球博記念公園駅」からす

ぐの「エレベーター塔」は誰もが利用

でき、「地球屋」も外観を見ることがで

きます。他にも公園のベンチなど、

そこかしこに “仕掛け”がちりばめら

れているそうですよ。

開催中～
12／2（金）

地上90ｍ、スカイデッキ
から迫力の夜景ととも
に、窓面に映しだされる
季節の花をテーマにし
たデジタルアートで秋の
夜空をゆったりとお楽し
みください。 

約13000坪の広大な花ひ
ろば一面にコスモスが咲き、
ピンクや白、黄色の鮮やか
な花の絨毯をご覧いただけ
ます。その周りに咲くダリア
も直径5cmほどの極小輪
から最大40cmほどの超巨

大輪まで多種多彩な花姿を楽しめます。10月下旬にはイルミネー
ションも開催予定！（プレゼント当選チケット発送は12月初旬となります）

希望のプレゼント記号（第三希望まで明記OK!） 氏名 性別 年齢 職業 郵便番号
住所 電話番号 本誌の入手場所・店名 今号に掲載のすべてのQRコード数 購読

している新聞 今号で興味のあった記事 ご感想・ご意見を明記の上、ハガキまたは右の
QRコードからご応募ください。

「飲む」「吸う」「浸かる」
奇跡の天然ラドン温泉を
気軽に体感できる日帰り
温泉施設「金泉の湯」。自然
豊かな四季折々美しい
風景、彩り豊かなお食事
メニューやマッサージで
日ごろの疲れを癒して。

イギリスの作家A. A.ミルン
が1920年代に生み出した
『クマのプーさん』は、E.H. 
シェパードの挿絵とともに愛
され続けています。本展では、
シェパードが1950～60年
代に描いた原画約100点と

ミルンのことば、そして映像、写真、立体物等によりプーさんの世界
をたどります。

Hope for Future Art & Amusement

11月25日（金）必着 

応募は
こちらから！

グルメ&お出かけプレゼント
次のページと併せてご応募できます！

NAKED FLOWER TOWER（AUTUMN）

A

サカエ・タイムズ 第6号

2022年10月1日発行　50,000部表紙は、とろ～りと滴（したた）る蜂蜜です。覚王山のお店「メルクル」で商品をお借りしました。

オーナーの大類直人さんがフランスで蜂蜜ショップを訪ねて、「いい生産者を探してます」と

言うと「誰も生産なんかしてなくて、盗んでるだけだよ。だから蜂が怒って刺すんだよ」と冗談で

返したのがシャクマンデスさん。パリで養蜂家達を集めて蜂蜜をつくってる人です。

「排気ガス？自分の子供達のために蜜を集めてるんだから悪いものなんて運んでこないよ」

感動した大類さん、2004年から「覚王山はちみつ」づくりをスタート。今年もできました！

Editor's Note

猿投温泉

日帰り温泉 岩風呂 金泉の湯 招待券

B 名古屋市美術館

「クマのプーさん」展

C

金山南ビル美術館棟 

未公開写真や貴重映像をはじ
め、メンバー本人と重要関係者
のコメント、楽器関係や縁の
品々を展示し、様々な要素から
歴史を紐解きます。未だ世界
中の人々から愛され続ける
QUEENの特別な50年を
堪能ください。

QUEEN50周年展
-DON’T STOP ME NOW-

D コニカミノルタプラネタリウム
満天NAGOYA

日本初のLEDドームシステムを導
入し、今までにない臨場感で美しい
星空をお届け。全天に広がる星空
と映像で、癒しや心地よさを体験で
きるエンタテインメントプラネタリウ
ムをお楽しみください。

E ヤマザキマザック美術館

特別展「パリに生きた画家たち
マルケ、ユトリロ、佐伯祐三、荻須高徳が見た風景」

F

博物館 明治村

1872年10月14日（明治5年9月
12日）に日本初の鉄道が新橋・
横浜間に開業してから今年で
150年を記念したイベント。 記念
乗車券の販売（運休日を除く）や、
出発合図など、蒸気機関車の車
掌のお仕事が体験できる「SL車
掌体験（10／23、11／13実施・事前
予約制）」などを実施します。

鉄道開業150th in Meiji-Mura

G

愛知県犬山市内山1番地
0568-67-0314

住

☎

H

住

☎

なばなの里アクア・トト ぎふ

ダリア・コスモスまつり

I

桑名市長島町駒江漆畑270番地
0594-41-0787

住

☎ 052-971-8546
名古屋市中区錦三丁目6-15先 住

☎ 0565-45-5800
豊田市加納町馬道通21

住

☎ 052-937-3737
名古屋市東区葵1-19-30

住

☎ 052-331-9966
（QUEEN50周年展 名古屋制作委員会）

名古屋市中区金山町1-1-1

名古屋市中区栄2-17-25   
（芸術と科学の杜・白川公園内）

住

☎ 052-212-0001

名古屋市西区則武新町3-1-17
イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

住

☎ 052-526-1780

アルベール・マルケ《ポン･ヌフとサマリテーヌ》
1935年頃 油彩・キャンヴァス 個人蔵

生き物の見分けはとても難しく、水族館のスタッフでも「見分け」には
苦労しています。企画展では岐阜県に生息する生き物を中心に、
よく似ている生き物の「見分け方」を紹介します。
（同時開催…テーマ水槽「おさかなたちのトリックオアトリート 」 ～10／31)

※C,Dは10月31日（月）締切

 応募方法

応募締切

宛先

【次ページのプライバシーポリシーに同意の上ご応募ください】

〒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 「グルメ＆お出かけプレゼント」係

岐阜県各務原市川島笠田町1453
0586-89-8200

住

☎

（旧名古屋ボストン美術館）
（応募締切 10／31）

（応募締切 10／31）

10／8（土）～
11／27（日）

開催中～
11／17（木）

実施中～
12／18（日）

開催中～
12／11（日）

10／28（金）～
2023年 2／26（日）

【企画展】ココがちがうんです！
～生き物の見分けは難しい!?～

ペア

組5
ペア

組5
ペア

組5

ペア

組5
ペア

組5
ペア

組5

ペア

組3
ペア

組3
ペア

組3

編 集 長
取材・編集
デザイン
発 行 所

協 力

赤崎真紀子
藤井百合子／木下禎仁／笹田理恵／神田実紅／坂田奈々佳
Rand
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
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー▶

パリを愛し、描き続けたアル
ベール・マルケ、モーリス・
ユトリロ、佐伯祐三、荻須高
徳の作品52点を紹介する
展覧会。20世紀初頭から
1970年代にいたるまでの
パリやその近郊を描いた
絵画・版画をお楽しみいた
だけます。

中部電力 MIRAI TOWER
展望スカイデッキ・スカイバルコニー

※イメージです

　 読者の声「5号でよかった記事」 ジブリパークでは、湿地を守るために駐車場の設計を変えたとか…陰でいろんな苦労や工夫がなされているんだと思いました。（稲沢市 S.Aさん） 　 読者の声「5号でよかった記事」 身近な話題を見やすい記事でいつも楽しみにしています。実はバーコード、数えてみると多いですね。ビックリ！（北名古屋市 O.Hさん）

上映前の待ち時間に
楽しめる「ハロウィン
ウェルカムドーム」開催
中～10／31（月）まで

ジブリパークの「入口」に！
『ジブリパークとジブリ展』

11月1日いよいよ開園！

ジブリパーク（第1期）
愛・地球博記念公園内
待ちに待ったジブリパークが、
愛・地球博記念公園内にいよいよオープン。
花と緑があふれる広大な園内に広がるジブリの世界を、
写真とともにご紹介します！

青春の丘の「地球屋」

ジブリの大倉庫の「中央階段」

「ネコバスルーム」

「南街」

どんどこ森の「サツキとメイの家」

見えないところにある
「面白い！」を見つけて

「ジブリの大倉庫」から、
ちょっとだけご紹介！

「ジブリパークとジブリ展」から、
ちょっとだけご紹介！

「中央階段」タイルのまっくろくろすけ

「ネコバスルーム」のネコバス 「ネコバスルーム」のトトロ

「にせの館長室」の再現展示

「ジブリのなりきり名場面展」で
カオナシと記念撮影！

料金一覧

ジブリの
大倉庫

青春の丘

どんどこ森

2,000円 1,000円

大人 子ども

2,500円 1,250円

1,000円 500円

1,000円 500円

平日

休日

（子どもは４歳～小学生）

ジブリパークの公式サイト

2022 10／29（土）～12／25（日）
愛知県美術館 愛知会場特設サイト
チケットは日時指定の予約制

© Studio Ghibli

© Studio Ghibli　© kanyada

名古屋駅・名鉄バスセンター4階24番のりば
『愛・地球博記念公園（ジブリパーク）』行き

愛知高速交通 東部丘陵線（リニモ）
『愛・地球博記念公園』駅下車すぐ

〈名古屋駅からのアクセス〉

詳しくは名鉄バスのHPで！

ジブリパークに専用駐車場はありません

バス

電車

渥美美半島島島のの最最先先先先端端端端端、、、伊伊伊良良良良湖湖湖湖岬岬岬岬岬岬岬岬ににに佇佇佇佇むむむむ海海辺辺のの渥美美半島島のの最最先先先端端端端 伊伊伊良良良湖湖湖岬岬岬岬岬にににに佇佇佇佇むむむむ海海辺辺辺のの渥美半島島島 最最 端端端端、、、伊伊伊 湖湖湖湖 ににに佇佇佇むむむ海海辺辺 リリゾゾートトホホテテルル

田原市伊良湖町恋路浦2805-22
0531-34-2325

住

☎

渥美半島の最先端、渥美半島の最先端、伊良湖岬に佇む海辺の伊良湖岬に佇む海辺のリゾートホテルリゾートホテル

鈴木総料理長鈴木総料理長

愛・地球博記念公園とジブリパーク
第1期マップが掲載されたチラシ
はこちらからダウンロードできます
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