野外民族博物館リトルワールド
7 月 16 日から 8 月 28 日まで夏催事を開催
―「世界のアイススイーツフェア」やナイター営業「エキゾチックナイト」などを実施―

野外民族博物館リトルワールド（犬山市今井成沢 90-48）は、7 月 16 日（土）〜8
月 28 日（日）の期間中、「世界のアイススイーツフェア」やナイター営業「エキゾ
チックナイト」などさまざまな夏催事を開催します。
「世界のアイススイーツフェア」は、7 月 16 日（土）〜8 月 28 日（日）の間の
土・日・祝日と 8 月 11 日（木）〜15 日（月）の間、イタリアのピッツァ・ドルチェ、
タイのカノム・ワーン、ドイツのプリンツレゲンテントルテなど、世界各地の気候
や風土が生んだ民族色豊かな冷菓 13 種類を館内 13 カ所で販売します。
また「エキゾチックナイト」では、8 月 6 月（土）、11 日（木）〜15 日（月）、20 日
（土）、27 日（土）の 8 日間、営業時間を午後 9 時まで延長してナイター営業を
行ない、伝統舞踊の披露や民芸品の販売などを行う「バリズナイト」や「ラテン
ナイト」などさまざまなイベントを開催します。
このほか、7 月 23 日（土）・24 日（日）には、ウクライナの民族音楽バンド「コ
ザチェンキ」によるウクライナ民謡のコンサートを行うほか、7 月 16 日（土）〜7
月 31 日（日）の間の土・日・祝日には、リトルワールドのネパール仏教寺院の竣
工 20 周年を記念して「ネパール祭」を実施します。
なお、期間中の各イベントの詳細は以下の通りです。
世界のアイススイーツフェア
館内 13 カ所でそれぞれの国や地域にちなんだ 12 カ国・13 種類の冷たいデ
ザートを販売します。
期間／7 月 16 日（土）〜8 月 28 日（日）の間の土・日・祝日と
8 月 11 日（木）〜15 日（月）の毎日
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○メニュー一覧
メニュー名
シンサム
緑豆・
沖縄ぜんざい
水果冰淇淋
（スィグォービンチ
ーリン）
マサモラ・
モラーダ
ブブル・
チャンドル
プリンツレゲンテ
ントルテ
フロマージュ・
ブラマンジェ
ピッツァ・ドルチェ

セムペンペ・
プディング
ガジャル・
ハルア
カノム・ワーン
五味子 花菜
（オミジャ ファー
チェ）
さくらんぼソフトク
リーム

場

所

リトルワールド
レストラン
沖縄県
石垣島の家
台湾小館
(台湾農家前)
エル パティオ
（ペルー 大農園領
主の家 ）
インドネシア
バリ島貴族の家
ガストホフ バイエ
ルン
アルザスショップ
（フランス アルザス
地方の家）
アルベロベッロ
（イタリア アルベロ
ベッロの家）
サファリプラザ（アフ
リカ地域センター ）
インド亭（インド ケ
ララ州の村）
タイ トロピカルフル
ーツ村
韓国亭
（韓国 地主の家）
山形県 月山山麓
の家

料金
（円）
３００

内

容

仙草ブラックゼリーの上に、アイスクリーム、タピオカ
を乗せハチミツをかけたべトナムスイーツ。
本土では緑豆という名前の小粒の青豆を使った沖縄
の冷やしぜんざい。
ライチ、マンゴ、あんずの３種類から好きな味を選び、
フルーツをトッピングしたトロピカルスイーツ。

３００
３００

３００

紫トウモロコシから作られるチチャモラーダを、アイス
クリームと共に食べるペルーのスイーツ。

３００

パームシュガーソースのバリ風おしるこ。ほっぺが落
ちそうな甘さが特徴。
スポンジとチョコレートが７層に重ねられた、ドイツ バ
イエルン州を代表するケーキ。
フレッシュチーズのフロマージュを使ったバニラ風味
のブラマンジェ。

４５０
４００

３００

エスプレッソをたっぷり浸して焼き上げたピザ生地に
ジェラードを添えたイタリアのスイーツ。

３００

ゆでたメロンに、砂糖と生クリームをトウモロコシ粉で
混ぜ合わせたアフリカスイーツ。
すりおろしたニンジンを牛乳と砂糖で煮詰めカルダモ
ンの香りをつけた、インドのヘルシースイーツ。
ココナッツミルク味のアイスぜんざい。タイでは、屋台
でもカフェテリアでも必ずある人気スイーツ。
５つの味を持つと言われるオミジャの中にカットしたス
イカやナシを入れる韓国伝統のスイーツ。

３００
３００
３５０

３００

山形名産サクランボの果汁がたっぷり入ったさっぱり
味のソフトクリーム。

エキゾチックナイト
営業時間を 21 時まで延長し、ナイター営業を実施します。期間中は、音楽
の演奏に合わせて打ち上げる「花火コンサート」やバリ島の宮廷舞踊「レゴンダ
ンス」の披露やインドネシアの民芸品などを販売する「バリズナイト」、サルサコ
ンサートやフラメンコショーなどを披露する「ラテンナイト」などを開催します。ま
た、午後 4 時以降の入館料金を通常料金の半額とするほか、駐車料金を無料
とするサービスを実施します。
期間／8 月 6 日（土）、11 日（木）〜15 日（月）、20 日（土）、27 日（土）の 8 日間
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○建物ライトアップ（期間中毎日実施）

沖縄県 石垣島の家〜ペルー 大農園領主の家〜イタリア アルベロベ
ッロの家にかけて建物のライトアップを行います。
○花火コンサート（期間中毎日実施）
時間／20：30〜（約５分）
場所／ドイツ・バイエルン州の村付近
内容／大小合わせさまざまな花火を、音楽に合わせて打ち上げます。
○ワールドビアガーデン（期間中毎日実施）
場所／ドイツ・バイエルン州の村
内容／ドイツビールとソーセージをはじめ、世界のグルメが気軽に味わえ
るビアガーデンです。
○バリズﾞナイト
期間／8月6日（土）、11日（木）〜15日（月）
場所／インドネシア・バリ島貴族の家
内容／館内の展示家屋「インドネシアバリ島貴族の家」を舞台に、バリ島
から招聘した 3 名のダンサーによるバリ島の宮廷舞踊「レゴンダン
ス」などのバリ舞踊公演を披露するほか、インドネシアの民芸品･食
材などを販売するマーケットなどを開催します。
魅惑のバリ舞踊公演
時間／14：00〜、16：00〜、18：00〜、19：30〜（各回約 20 分）
出演／ニ・ワヤン・スアルニンシ（25 歳）、カデク・カリアニ（31 歳）、
ニ・クトゥット・ムルニアシ（34 歳）
内容／インドネシア･バリ島より 3 名の女性ダンサーを招聘し、イン
ドネシアの宮廷舞踊レゴンダンスを披露します。
バリマーケット
内容／インドネシアの民芸品や食材などを販売するほか、「ヤシの
実」のカッティングやインドネシア風焼き鳥｢サテ｣、焼きそば
「ミーゴレン」、バリ風えびせんべい｢クルプク｣などを販売し
ます。
○ラテンナイト
期間／8月20日（土）、27日（土）
場所／ペルー 大農園領主の家
内容／スペイン文化が薫り立つ、豪華な白亜の館の｢ペルー大農園
領主の家｣においてサルサやフラメンコなどのラテン芸能を披
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露するほか、民族衣装の試着や物産市などを開催します。
民族衣装試着コーナー
ペルーをはじめ、メキシコ、グァテマラなどの中南米諸国の
民族衣装が試着体験（有料300円〜500円／回）できます。
フラメンコショー
実施日／8月20日（土）
出演／稲葉ひろ子とスタジオロコ
時間／16：00〜、18：00〜、19：30〜（各回約20分）
内容／スペイン発祥の情熱的な舞踊｢フラメンコ｣を披露します
。
サルサコンサート
実施日／8月27日（土）
出演／コンフント ドメスティーコ
時間／16：00〜、18：00〜、19：30〜（各回約20分）
内容／キューバ生まれのラテンダンス音楽｢サルサ｣を披露します 。
○入館料金
種別
大人・大学生
シルバー（65 歳以上）
高校生・留学生
小・中学生
幼児（3 歳以上）

通常料金
1,600 円
1,200 円
1,000 円
600 円
300 円

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

午後 4 時以降
800 円
600 円
500 円
300 円
150 円

○駐車料金･･･通常乗用車１台 800 円 ⇒ 午後 4 時以降 無料
※午後 4 時以降の入館・駐車料金は「エキゾチックナイト」開催期間中のみの設定

ネパール仏教寺院竣工 20 周年記念 ネパール祭（予約制）
実施日／7 月 16 日（土）〜31 日（日）の間の土・日・祝日
時間／11：00〜、13：00〜、14：00〜（各回約 30 分）
場所／ネパール仏教寺院
定員／20 人（各回）
参加料／500 円（小学生以下は無料、入館料金別途必要）
内容／ リトルワールドのネパール仏教寺院が竣工 20 周年を迎え、また、
ネパール国王の誕生月に合わせ仏教寺院の非公開の部屋を
特別公開し、ボランティアガイドによる建物の特別解説、文字の
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読めない信者にも功徳が得られるように開かれたマニ輪の体験、
植物が育ちにくいチベットの貴重な栄養価として用いられている
バター茶の試飲を体験できます。
今回、特別公開するのは、僧侶が読経を行う本堂の 2 階です。
チベット仏教の祖パドマサンバヴァの功業を描いた仏画が並ぶ
「諸尊堂」とラマ僧が朝夕 1 時間籠もって供養する「護法堂」とか
らなっています。なお、特別拝観料の一部は復元のモデルとな
ったネパールのタキシンド寺院に寄付されます。
申込み先は リトルワールド 「ネパール祭」係
TEL 0568-62-5611 まで
ウクライナ民族音楽バンド ＂コザチェンキ＂公演
実施日／7 月 23 日（土）、24 日（日）
時間／12：00、13：30、15：00 （各回約 20 分）
場所／ドイツ・バイエルン州の村
内容／民族音楽バンド「コザチェンキ」は、国際コンクールの受賞経験を
持つウクライナのプロ音楽バンドです。ウクライナの伝統的な民謡
などを演奏します。
＊この件に関するお問い合わせは、
野外民族博物館リトルワールド（Tel 0568-62-5611）まで
http://www.littleworld.jp
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