野外民族博物館リトルワールド
「ドイツサーカス」や「世界のヘルシー料理」を 3 月 19 日から開催
〜通年テーマを「新世界祭」と題し、さまざまなイベントを開催〜

野外民族博物館リトルワールド（犬山市今井成沢 90-48）は、3 月 19 日（土）
から 5 月 29 日（日）まで、ドイツで現在活躍中のアーティスト 8 名を招聘し
「ドイツサーカス」を開催します。また、3 月 19 日（土）から 6 月 19 日（日）
までの土・日・祝日には、美味しくて身体に良い世界 12 カ国 13 種類の料
理を販売する「世界のヘルシー料理」を開催するほか、4 月 2 日（土）から
10 日（日）までキリストの復活を祝う欧米の「イースター祭り」など、多彩な
イベントを開催します。これらはリトルワールドが｢新世界祭｣と題し、本年 3
月から来年 2 月まで、グルメ・サーカス・民族舞踊などさまざまなイベントを
実施する第一弾として開催するものです。
「ドイツサーカス」は、本年が日本における「ドイツ年」であり、犬山市が
「愛・地球博」におけるドイツのホストシティであることにちなみ実施するも
ので、ドイツで活躍中の精鋭アーティスト 8 名（男 6 名・女 2 名）を招聘し、
エネルギッシュで力強い｢ハンドバランス｣、独創的な演出でスリル満点の
｢デュオ空中ブランコ｣など難度の高い演技の数々を披露します。ドイツは
音楽、アート、文学、スポーツなど様々な分野で高い水準を誇っているが、
サーカスのレベルの高さにおいても、その洗練された技術力と斬新な演
出は世界で高い評価を得ています。
また、3 月 19 日（土）から 6 月 19 日（日）の土･日・祝日に開催する「世
界のヘルシー料理」では、沖縄の「ゴーヤチャンプルー」、中国の「烏骨鶏
ラーメン」、インドネシアの｢テンペゴレン｣など、館内 13 カ所で「健康に良
い料理」をテーマにしたメニューを期間限定で販売します。
このほか、4 月 2 日（土）から 10 日（日）まで、ドイツ・バイエルン州の村で
実施する「イースター祭り」では、エッグオーナメントによる特別装飾やイー
スターグッズの販売、マジックショーなどを実施します。
なお、5 月 1 日（日）〜5 日（木・祝）のゴールデンウィーク期間中は、通
常午後 5 時までの開館時間を午後 8 時まで延長して、ドイツ・バイエルン
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州の村やイタリア・アルベロベッロの家など野外展示家屋をライトアップす
るほか、期間中毎日「花火コンサート」を実施します。
各催事の詳細は以下のとおり。

｢ドイツサーカス｣公演
期間／3月19日（土）〜5月29日（日）
場所／野外ホール
時間／［土・日・祝］ 11:00〜、13:00〜、15:00〜
日］ 11:30〜、13:30〜 （各回約40分）

［平

休演日／毎週火曜日

但し、5月3日（火･祝）は公演、6日（金）は休演

料金／入館料のみで観覧可能
※入館料金は大人1,600円、シルバー（65歳以上）1,200円、高校生・留学生
1,000円、小・中学生600円、幼児（3歳以上）300円
＜プログラム＞
・パーチアクト／ロマノフ（男1名・女1名）
男性の頭上にのせた直径2メートルのリングの中で、美しい女性が時には軽やかに
時には力強く、息をのむスリリングなバランス芸を繰り広げます。
・バルーン・アクロバット／トリゴロス（男3名）
大きなバルーン（風船）をコミカルにまたアクロバティックにジャグリング。3人のキャラ
クターが楽しい雰囲気を演出します。
・クラブ・ジャグリング／トリゴロス（男3名）
ボーリングのピンのようなクラブによるジャグリングに、アクロバットの動きを取り入れ、
スーツ姿でダンディーに演出。バラエティーにとんだジャグリングを披露します。
・ハンドバランス／ロニー・ロビックス（男1名）
テーブルから上に伸びた一本の鉄の棒上で、身体の柔らかさと力強さをミックスした
アクロバットを披露。クラシックやバレエなどのゲストパフォーマーとしても活躍していま
す。
・デュオ空中ブランコ／ヴェラ＆トメク（男1名・女1名）
デュオ（2人組み）の空中ブランコの中でも、ブランコをスイングさせる世界でも数少
ない1組。1999年にはモンテカルロ・サーカスフェスティバルで特別賞を受賞するなど、
数々の受賞経験を持っています。
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「世界のヘルシー料理」
期間／3月19日（土）〜6月19日（日）の土･日･祝
内容／世界には日常食べ慣れている食材とは異なった健康食材がたくさん存在しま
す。世界各国のおいしくて健康に良いメニューを館内13カ所で販売します。
メニュー一覧
国 名
メキシコ

メニュー名
／料金
アロエステーキ

場所

説明

LW ﾚｽﾄﾗﾝ

／700円
沖縄

ゴーヤチャンプル 沖縄県･
石垣島の家
ー
／400円

中国

烏骨鶏ラーメン

台湾小館

／550円
ペルー

チチャ＆アロス・コ ペルー･アシエンダ
ン・レチェ
領主の家
／500円

イ ン ド ネ シ テンペゴレン
バリ島・貴族の家
ア
／300円

ドイツ

カルトッフェルプッ ドイツ･バイエルン州
ファー
の村
／500円

フランス

シュークルート

フランス･アルザス地
方の家

／400円
イタリア

ピッツァ・ジェノベ イタリア･アルベロベ
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古代ギリシャ時代からすでに有用植物として知
られていたアロエ。その幅広い効用から｢医者
いらず｣｢医者なかせ｣とか｢薬サボテン｣などと
呼ばれています。
ゴーヤにはビタミンCの含有量がレモンの2
〜3倍とずば抜けて高く、皮膚の老化防止や
血糖値の降下作用に役立つ。独特の苦みも
クセになる長寿県沖縄の代表料理。
中国では古代から薬膳料理の代表格として
珍重され、漢方医学書には、肉・卵とも脳
卒中・高血圧・神経痛などの成人病に著し
い効果があるとされています。
チチャ（紫トウモロコシ）は、ポリフェノ
ール・アントシアニンの含有量が高く、美
容やダイエットに効果があるとされてい
る。甘さを抑えたペルーのおはぎ｢アロス・
コン・レチェ｣がセットになったメニュー。
インドネシアの納豆・テンペを揚げたも
の。テンペには大豆イソフラボンを豊富に
含んでいるため、骨粗しょう症や更年期障
害に効果があるほか、大豆タンパク質によ
る血中コレステロール値の低下やガン予防
などに効果があります。
おろしたジャガイモを焼き、アップルソー
スをつけて食べるドイツの人気スタンドメ
ニュー。イモ類のなかで最もビタミンＣが
含まれているジャガイモと、健康の要素が
たっぷりなりんごとがマッチし、疲労回復
や高血圧予防などに有効。
キャベツの酢漬けと豚肉を煮込んだアルザ
スの郷土料理。キャベツの酢漬けは、胃腸
障害に有効なビタミンUを含み、ビールや白
ワインと相性が良い。
ジェノベーゼとは、イタリアのジェノバで

ーゼ

タンザニア

インド

タイ

韓国

山形

ッロ

産まれたソースで、バジルペーストに松の
実、チーズ、オリーブオイルなどを加えた
／750円
もの。バジルにはその香りもさることなが
ら、殺菌、消化促進の効果も持ちます。
ムチュジ・ワ・ナジ サファリプラザ
鳥肉のココナッツミルクシチュー。鳥のサ
サミ肉は牛・豚肉のヒレに相当する部分
／500円
で、肉質はやわらかく、脂肪が少なく淡白
なのが特徴。鳥肉はアフリカで最もポピュ
ラーなお肉。
ナブラタンカレー
インド亭
ナブラタンとは9種類の宝石という意味で、
レンズ豆やインゲン豆、カリフラワーなど9
／850円
種類の野菜や豆を煮込み生クリームで仕上
げたクリーミーな南インドのカレー。
ゲーン・ジュー・ウ タイ･トロピカルフル 肉団子と春雨のスープ。タイでは春雨はダ
ンセン
ーツ村
イエットに効果が高い食材と考えられてい
て、特に女性に好まれている品。辛いもの
／500円
が多いタイ料理の中にあって全く辛みがな
く、薄味のスープで人気が高い料理。
トットリムッ
韓国亭
｢トットリムッ｣とは、どんぐりの粉から作
られるゼリーのようなもので、しなやかな
／４００円
コシとプルプルした食感が癖になる美味し
さ。どんぐりは高い栄養価があり、含まれ
るアコニック酸により体内に蓄積された有
害物質の浄化やアルカリ体質への改善に効
果があります。
米沢のコンニャク 山形県･
正式名｢ひめうこぎ｣といい、朝鮮人参と同
ウコギ麺
月山山麓の家
じうこぎ科。活性酸素を消去する抗酸化作
用や、コレステロール低下作用があるほか、
／500円
ローカロリーなのでダイエット食としても
効果があります。

｢イースター祭り｣
期間／4月2日（土）〜10日（日）
場所／ドイツ･バイエルン州の村
内容／キリストの復活を祝う欧米の祭り｢イースター｣にちなんで、館内のドイツ･バイエ
ルン州の村などでエッグオーナメントによる特別装飾やイースターグッズの販
売を行なうほか、期間中の土日にはマジックショーや宝探しゲームを開催しま
す。
イースターマジックショー
期日／期間中の土･日
時間／12:00〜、13:30〜、15:00〜 （各回約20分）
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出演／スティーブ・マーシャル
内容／全身を使ったパントマイムとマジック、さらに巧みな日本語とが一体となった
コミックショー。
宝探し｢イースターエッグを探せ！｣
期日／期間中の土･日
時間／12:30〜
対象／小学生以下
内容／ドイツ･バイエルン州の村に隠された宝物を、あらゆるヒントを解いて探し当て
るゲーム。早く卵を探し当てた参加者には、賞品をプレゼントします。

「犬山焼で“マイ マグカップ作り”体験（予約制／2回受講が必要）」
犬山焼は江戸時代中頃より犬山で焼かれた陶器。尾形乾山を模した呉州赤絵風、桜
花と紅葉を描いた雲錦文様が特徴。
講師／犬山焼窯元 大澤 富雄
場所／本館2階学習室
時間／10：00〜12：00
参加費／3,000円（入館料金 別途必要）
定員／各コース20名（最少催行人員15名）
日程／Aコース

形造り：4／17（日）、上絵付：5／15（日）

10:00〜12:00

Bコース

形造り：4／24（日）、上絵付：5／22（日）

10:00〜12:00

応募先／野外民族博物館 リトルワールド

「マイマグカップ作り体験」係 まで

TEL 0568-62-5611

｢ゴールデンウィーク｣ナイター営業
期間／5月1日（日）〜5日（木・祝）
時間／9:30〜20:00（通常 9:30〜17:00）
内容／営業時間を通常の17時から20時まで延長して夜間営業を実施する（一部営業
しないエリア有り）。ドイツ･バイエルン州の村やイタリア･アルベロベッロの家な
ど、野外展示家屋のライトアップを実施します。
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花火コンサート
実施日／期間中毎日（雨天の場合は中止）
場所／ドイツ･バイエルン州の村
時間／19:30〜（約5分間）
内容／音楽に合わせ、大小様々な花火を打ち上げます。
ワールドビアガーデン
実施日／期間中毎日
場所／ドイツ･バイエルン州の村
内容／ドイツビールやソーセージをはじめ、世界のグルメが気軽に味わえるビアガ
ーデンを開催します。
ゴールデンウィークパフォーマンスショー
実施日／期間中毎日
場所／ドイツ･バイエルン州の村
時間／12:00〜、14:00〜、16:00〜、18:00〜 （各回約20分）
出演／ひいろ
内容／アクロバット、パントマイム、ジャグリングをユーモアたっぷりに繰り広げます。

この件に関するお問合わせは
野外民族博物館リトルワールド（Ｔｅｌ 0568-62-5611）まで。

「世界のヘルシー料理」
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