野外民族博物館リトルワールド
「スーパー・エアリアル・サーカス」や「世界の肉料理」など
秋催事を9月17日から開催します

野外民族博物館リトルワールド（犬山市今井成沢90-48）は、9月17日（土）から
11月27日（日）まで、サーカス、アクロバットの大国ウクライナからアーティスト
10名を招聘し、サーカスの中で最もスリリングな空中芸ばかりを集めた「スーパ
ー・エアリアル・サーカス」を開催します。
また、サーカス期間中の土・日・祝日には館内13カ所で世界各国の肉料理
が賞味できる「世界の肉料理」を行うほか、館内で人気の民族衣装を試着して
の「民族衣装フォトコンテスト 2005」、ドイツのビール祭り「オクトーバーフェス
ト」、仮装やかぼちゃ飾りなどの「ハロウィン」、多彩なインド文化が体験できる
「インド祭り」、新酒ワインの解禁に合わせ「ヨーロッパ・ワイン祭り」などさまざま
なイベントを実施します。
各催事の概要は、以下のとおりです。

｢スーパー・エアリアル・サーカス｣公演
「スーパー・エアリアル・サーカス」はサーカスの華である空中芸ばかりを集め
た、驚異の空中エンターテイメント。空中に身を置きながら、落下の危険と恐怖
を克服した者達だけが表現できる迫力のアクロバットは、観るものの目を疑いた
くなるほどの驚きの連続です。
出演するアーティストはサーカス、アクロバットの大国ウクライナから、ヨーロッ
パ各国の空中で演技してきた10名。1本の垂直に吊るされたロープを頼りに宙
を舞う｢エア・ロープ｣、男女2人が空中で驚異的な回転技を次から次へと繰り広
げる「エア・ピルエット」、リングに乗り観客の頭上で優雅に舞う「エア・リング」、5
メートルのポールを使った超人的なバランス芸「パーチアクト」、4本の正方形に
張られた鉄棒で大車輪を披露する「スクエア・バー」の息詰まる5つの空中芸に、
ユーモアたっぷりの「クラウン」を加え、華麗で迫力あるステージを披露します。
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期間／9月17日（土）〜11月27日（日）
場所／館内 野外ホール
時間／［土・日・祝］ 11：00、13：00、15：00〜
［平 日］
11：30、13：30〜（各回約40分）
休演日／毎週火曜日
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

＜プログラム＞
① オープニング（出演メンバー全員）
② エア・ロープ（ショキーナ・イェヴェニヤ／女 1 名）
ショーの始まりを飾るのは、躍動感と可憐さを持ち合わせたショキーナの
エア・ロープ。垂直に吊るされたロープを巧みに操り、表情豊かに宙を舞う彼
女の演技は、スピード感と爽やかなエネルギーに満ち溢れています。流れる
ような連続技からクライマックスで見せる回転トリックは圧巻です。
③ パーチアクト（ヴィクトル・ヤーロフ＆ユリア・ステシェンコ／男 1 名、女 1 名）
5 メートルを超えるポールの上で、美しい女性がハンドスタンド、コントーシ
ョン、ブランコとさまざまな演技を繰り広げます。ポールを支えるのは、たった
1 人の男性で、頭、肩などを駆使して彼女の演技を支えます。超人的なバラ
ンス感覚と強靭な身体能力で支えられたスリリングなバランスアクトは、一瞬
たりとも気を抜けない驚異的な演目です。
④クラウン（フランコ／男 1 名）
息詰まるサーカスステージの合間に颯爽と現れるクラウンのフランコ。モッ
プやちりとりで舞台を掃き始めますが、彼の掃除は一向にはかどりません。
彼の手にかかると平凡な道具が奇抜な玩具に次々と早変わり。アイデアと遊
び心豊かなクラウンが笑いを誘います。
⑤エア・ピルエット（マリヤ・コルスノーヴァ＆ルスランコ・コシェンコ／男 1 名、女 1 名）
空中で驚異的な回転技を次から次へと繰り広げます。足、腕、首などさま
ざまな部分を起点に、息つく間もなく展開される高速アクロバットは一瞬たり
とも見逃せません。
⑥エア・リング（ユリア・ステシェンコ／女 1 名）
空中で展開される美しい空中リングのアクロバット。足首やかかとなどで全
体重を支えながら優雅に空中を舞い続けます。会場に風を運ぶかのように
旋回する彼女の演技は幻想的で、まさに楽園の妖精そのものです。
⑦スクエア・バー（ウトキン・カルテット／男 4 名）
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ショーの最後を飾るのは、ウトキン・カルテットの鉄棒アクロバット。体操大
国ウクライナが送り込むスポーツアスリート達のダイナミックなエンターテイメ
ント。4 本の正方形に張られた鉄棒を使っての巨大な弧を描く迫力の大回転
に魅了されること間違いなしです。

〜ミート・ザ・ワールド〜「世界の肉料理」

メインディッシュを飾ることの多い“肉”。日常よく食べられている鶏肉、豚肉、
牛肉のほか、ダチョウやワニなどの珍獣、高級食材として知られている北京ダッ
クやフォアグラ、さらには日本の高級ブランドとしても知られている米沢牛など、
世界12カ国13種類の肉料理を園内各所で販売します。
期間／9月17日（土）〜11月27日（日）の土・日・祝日
メニュー一覧
国・地域名

メニュー名

金額

場所

沖縄県

ラフテー丼

500円

沖縄県・石垣島
の家

中国

北京ダック

550円

台湾小館

ペルー

ロモ・サル・
タード

800円

ペルー・大農園
領主の家

インドネシ
ア

シアップ・
バスカラス

300円

バリ島・貴族の
家

ドイツ

ウィナー・
シュニッツ
ェル

600円

ドイツ・バイエル
ン州の村

フランス

フォアグラ
サンド

800円

フランス・アルザ
ス地方の家

イタリア

生ハムと豚
ロース肉の

850円

イタリア・アルベ
ロベッロの家
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説明
沖 縄 風 豚肉の角煮。泡盛を入れて煮込
み、とろけるような柔らかさと深いコクが特徴
です。
ご存知中華料理の華。丸焼きしたアヒルの
皮を、パオピンと呼ばれる薄皮に野菜と一
緒に挟み頂きます。
牛肉と野菜を炒めたペルーの名物料理。ジ
ャガイモとレッドアーリー（紫玉ねぎ）と牛肉
をクミンなどの香辛料で炒め、ちょっぴりス
パイシーな仕上がりです。
鶏のモモ肉をスパイスとココナッツミルクで
煮込んだバリ料理。骨から剥がれそうな程
柔らかい肉が美味。
柔らかな仔牛のモモの薄切り肉を、パン粉
で揚げたドイツ家庭料理の定番。ビールに
もよく合います。
フォアグラはガチョウの肝臓を肥大させた世
界三大珍味のひとつ。牛肉と一緒にパンに
挟んでいただきます。フォアグラの名産地と
して知られるアルザスの白ワインとの相性は
抜群です。

パルマ産生ハムと豚肉を、独特の香りを持
つポルチーニ茸を使った特性クリームソー

ソテー

アフリカ

ワニと
ダチョウの
串焼き

680円

アフリカ地域
センター

インド

デリー風
タンドール
チキン

300円

インド・ケララ州
の村

タイ

ガイヤー
ン・ホーラ
パー

300円

タイ・トロピカル
フルーツ村

韓国

プルコギ

680円

韓国亭

山形

米沢牛串
焼き

800円

山形県・月山山
麓の家

モンゴル

ジンギスカ
ン

850円

LWレストラン

スで仕立てた一品です。
ワニ肉は鶏肉に近いあっさり味で、しっかり
とした歯ごたえです。一方ダチョウは牛肉の
赤身と見た目が同じで、低カロリー・高タン
パク質なヘルシー肉です。珍獣体験をぜ
ひここで。
骨付きの柔らかい鶏肉を、ヨーグルトとスパ
イスに漬け込み、タンドール（土釜）で焼き
上げたものです。
「ガイ＝焼き、ヤーン＝鶏」という意味。スパ
イシーな漬け汁にじっくり漬け込んだ鳥を、
ホーラパーと呼ばれるバジルで香ばしく焼
いたタイの焼き鳥です。
プルコギは韓国語で「プル＝火、コギ＝肉」
という意味の韓国風すき焼。特製の甘味ダ
レに漬けおいた高級カルビで、何杯でもご
飯がすすみます。ご飯とスープのセットメニ
ューです。
西の松阪、東の米沢と言われるほどの国内
屈指のブランド牛。米沢の気候・風土が産
み出したきめ細かな霜降り肉を塩味でお召
し上がりください。
一流ホテルで腕を振るったシェフが、骨付
きのラム肉を焼いたモンゴル料理を創作。
高級感漂う味をお試しあれ。

「肉の丸焼き 実演販売」
期日／10月29日（土） ※雨天時は30日（日）に順延
場所／タイ・トロピカルフルーツ村
時間／12:00〜（先着100食）
．．
内容／29日の発音がにくであることにちなみ、皆さんの目の前で、牛のモモ
肉を丸焼きにし、焼きあがった肉をカットして販売します（1皿300円）。
開放的な芝生の上で、ダイナミックなアウトドア料理が味わえます。
「燻製体験教室 ―スモークチキンに挑戦―」（募集制）
期日／10月15日（土）、16日（日）
場所／館内 デーキャンプ場
時間／11:00〜（約90分）
講師／自家醸造推進連盟 松長 毅 氏
費用／1,000 円（入館料金 別途必要）
定員／40 名（最少催行人員 25 名）
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内容／燻製は肉などを保存するために、昔から行われてきた調理法。燻煙
に含まれるさまざまな成分が食品の腐敗を防ぎ､色・香りをつけます。
今回の体験教室ではチキン 1 枚（約 150 グラム）を使い、数ある燻製
の技法のうち温薫による製法を体験。出来上がったスモークチキンは
各自お持ち帰りいただけます。
申込先／TEL 0568-62-5611 リトルワールド燻製体験教室まで

ドイツ ワインプリンセス「ナディーネ・イエーガー」来館
ドイツ ワインプリンセスは、ドイツの13のワイン生産地域からそれぞれ地域ワ
インクイーンが選出され、さらに専門化の審査により最終的に1名のドイツ全体
のワインクイーンと2名のワインプリンセスが選出されます。
ナディーネ・イエーガーは2004年から2005年度にかけてのドイツ ワインプリ
ンセスで、ドイツワインの最新情報を紹介するとともに、ドイツワインの試飲を行
います（試飲は毎日先着50名）。
期日／9月23日（祝・金）〜25日（日）
時間／12：30〜
場所／ドイツ・バイエルン州の村

ドイツのビール祭り・オクトーバーフェスト
毎年ミュンヘンで催される｢オクトーバーフェスト｣は、大量のビールが消費さ
れるエネルギッシュなお祭り。ドイツ･バイエルン地方から音楽隊を招聘し、本
場の雰囲気そのままに再現します。
期間／10月1日（土）〜10月10日（祝・月）
場所／ドイツ・バイエルン州の村
「バイエルン音楽隊演奏」
時間／［日・祝日］ 11：00、12：30、13：30、14：30、15：30〜
［土・平日］ 11：00、13：00、14：00、15：00〜（各回約20分）
内容／バイエルン出身の音楽グループがドイツ民謡などを演奏。ドイツのフ
ォークダンスも披露します。
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「テラス・飲食ゾーン」
期日／期間中毎日
内容／本場ドイツから直輸入した「フェストビール」や焼きソーセージを販売
します。
「ステージアトラクション」
期日／10月2日（日）、9日（日）、10日（祝・月）
内容／ビール早飲み大会や、ちびっこイエス・ノークイズを開催します（参加
費無料）。

インド祭り
インド舞踊や古典音楽の公演、ヨガ体験など、さまざまなインド文化が体験
できるイベントを行います。
期間／11月3日（祝・木）〜13日（日）
場所／インド・ケララ州の村
「スパイス マーケット」
期間／期間中毎日
内容／数え切れないほどの種類があるスパイス。食欲の増進やダイエット、
防腐や抗がん作用、匂い消し、香り付けとさまざまな目的で使われま
すが、これを入れることで味に深みが出るのが最大の効用です。スパ
イス マーケットでは何種類かのスパイスを組み合わせてオリジナルボ
トルが作れます。オリジナルスパイスボトルは 1 瓶 500 円。
「ヨガ体験教室」（参加自由）
期日／11月3日（祝・木）
時間／12：30、14：00、15：30〜
講師／青木 久枝（熱田の森文化センター ヨガ講座講師）
内容／若い女性の間で大ブームのヨガ。ヨガの最も基本となる｢呼吸法｣や
簡単なポーズが体験できます。
「インド古典音楽コンサート」
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期日／11月5日（土）、6日（日）
時間／12：30、14：00、15：30 〜（各回約20分）
内容／シタール、タンプーラ、タブラなどのインドの代表的な楽器を使って、
インド音楽独特の高い精神性を持った歴史ある音楽を披露します。
奏者／シタール：吉田 こうき、タブラ：都築 弘、タンプーラ：高嶋 えみこ
「インド舞踊公演」
期日／11月12日（土）、13日（日）
時間／12：30、14：00、15：30〜（各回約20分）
出演／三浦 恭子とNKK Japan
内容／インド古典舞踊の中で最も古い伝統を誇る｢バラタナティヤム｣を披露
します。もともとはヒンズー教寺院で神様への奉納として巫女達が踊
っていた、身体や動きで感情や物事を表現する繊細な舞踊です。

ハロウィン
10月31日を古代ケルト人が1年の終わりとし、死者の祭りとしたことから始まり、
今では仮装コンテストや顔を掘ったカボチャを飾り付けるなどしてお祝いするア
メリカのビックイベント。期間中、キャンドルやお菓子などのハロウィングッズや
カボチャ料理を販売するほか、ドイツ･バイエルン州の村をハロウィンの特別装
飾します。
期間／10月15日（土）〜31日（月）
場所／ドイツ・バイエルン州の村
「ムンドノーボ・ポコ舞踊団」
日時／期間中の土・日
時間／12:00、13:30、15:00〜（各回約２０分）
内容／タンバリン、鈴、バンジョー、ギター、ハーモニカを同時に操り、それ
にあわせ人形ダンサー30数体が踊り狂う、大道芸ちんどん風音楽パ
フォーマンスです。

「TRICK or TREAT お菓子をもらおう」
期日／期間中毎日
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場所／ドイツ･バイエルン州の村
内容／ハロウィンでは、子供達に「TRICK or TREAT」と言われると、
「HAPPY HALLOWEEN」と応えてお菓子を渡すのが習慣。期間
中毎日、ドイツ･バイエルン州の村の民族衣装を試着した子供達（小
学生以下）に、お菓子をプレゼントします。

ヨーロッパ・ワイン祭り
今年収穫したブドウから作ったワインの解禁にあわせ、フランスのボジョレヌ
ーボーをはじめ、ヨーロッパ各国からさまざまな新酒ワインが集合します。
期間／11月12日（土）〜27日（日）
場所／アルザスショップ（フランス・アルザス地方の家）
新種ワイン販売 グラス／400円、ボトル／2,100円〜
※ボジョレヌーボーは11月17日（木）から販売開始
「ワイン祭りマジックショー“KAMIYAMA”公演」
期日／11月19日（土）、20日（日）、26日（土）、27日（日）
時間／12：00、13：30、15：00〜（各回約20分）
内 容 ／ 大 道 芸 ワ ー ル ド カ ッ プ in 静 岡 で 世 界 チ ャ ン ピ オ ン に 輝 い た
KAMIYAMAが、英国紳士を髣髴させる燕尾服に身をまとい、高度
なパントマイム、さまざまな音を操るサンプリングマシーンなどを駆使
し、精巧なマジックを披露します。

民族衣装フォトコンテスト 2005
リトルワールドでは現在 10 カ所の民族衣装試着コーナーがあり、子供から
大人まで男女を問わず幅広い方々からご好評をいただいています。その民族
衣装を試着した写真のコンテストを開催します。
民族衣装を試着した写真を募集し、その作品を本館展示室に展示。応募作
品を審査し、優秀作品には特賞の上海旅行をはじめ、各国のおみやげ品など
豪華賞品を多数プレゼントするほか、リトルワールドの宣伝物やホームページ
に掲載します。
コンテストの概要は、以下の通りです。
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応募期間／9 月 17 日（土）〜11 月 27 日（日）（当日消印有効）
応募受付／①リトルワールド現地で受付、②郵送、③電子メールのいずれか
応募先／郵送の場合は、
〒484-0005 愛知県犬山市今井成沢 90-48
リトルワールド『民族衣装フォトコンテスト事務局』まで
電子メールの場合は、
メールアドレス：little-info@nrr.meitetsu.co.jp まで
応募形態／①プリント写真 L 版
②デジタル画像 ※画像の種類／JPEG サイズ／3MB 以下
それぞれカラー、モノクロ可。合成写真不可。
応募方法／作品に、氏名 （ふりがな） ・生年月日・住所 （ふりがな）・電話番号・職
業・撮影年月日を明記した用紙（A4 サイズ以下）を添付してください。
1 人何点でも応募できます。
注意事項／応募作品は未発表の写真に限ります（ただし、個人的なホームページ
に発表された写真については応募可能）。応募写真は返却しません。ま
た、応募作品の著作権はリトルワールドに帰属し、広告活動等に
使用する可能性があります。
審査発表／主催者が審査し、12 月上旬にリトルワールドホームページで発表
します。また、表彰式を 12 月 11 日（日）にリトルワールド内 本館ミ
ューズギャラリーにて行います。
賞品／特賞―全日空で行く上海旅行ペア 1 組
リトルワールド賞―リトルワールド年間パスポート 5 人
名鉄インプレス賞―明治村、日本モンキーパーク、南知多ビーチランド
3 園 まるごと招待券 ペア 5 組
各国のお土産物が当たる 沖縄賞、ペルー賞、バリ賞、ドイツ賞、
フランス賞、イタリア賞、アフリカ賞、インド賞、韓国賞など 50 人以上
主催／中日新聞社、中日写真協会、東海テレビ放送、東海ラジオ放送、
名古屋鉄道、名鉄インプレス
協賛／名鉄産業、東明公司、大榮産業、ハリキ、サトウ、富士コーヒー、バタ、
沖縄県物産公社、エルグスト商会、スラバヤ、UCCフードサービスシス
テムズ、名鉄観光サービス、セントラルファイナンス
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。
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