野外民族博物館リトルワールド
「世界のスープ料理」や｢ウインター超割引｣などの冬催事を
12 月 3 日から開催します

㈱名鉄インプレスが運営する野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市
今井成沢 90-48）では、冬催事として 12 月 3 日（土）から、世界各地の熱々スー
プ料理が味わえる「世界のスープ料理」を開催するほか、入館料金や駐車料
金などが割引になる「ウインター超割引」を実施します。また、クリスマスにちな
んだ「クリスマスコンサート」や韓国の伝統芸能を紹介する｢韓国祭｣など、さま
ざまなイベントも開催します。
12 月 3 日（土）から平成 18 年 2 月 26 日（日）までの土･日･祝と 1 月 1 日
（祝・日）から 9 日（祝・月）まで毎日開催する「世界のスープ料理」では、世界
三大スープ料理と言われるフランスの「ブイヤベース」、ロシアの「ボルシチ」、
タイの「トム・ヤン・クン」をはじめ、各国の特色や風土を活かした 12 種類のス
ープ料理を期間限定で販売します。
また、12 月 3 日（土）から平成 18 年 2 月 28 日（火）まで実施する｢ウインタ
ー超割引｣は、入館料金大人（高校生以上）を 800 円に、小・中学生以下を 300
円に、また通常の冬季駐車料金 500 円を 250 円に割引くほか、民族衣装の
試着回数券、園内バス代を半額以下に割引するサービスです。各種割引を
受ける際には、名鉄主要駅に置いた割引クーポン券付チラシ、またはリトルワ
ールドホームページに掲載している割引クーポン券付チラシを印刷した用紙
を受付に提示してご利用ください。
このほか、以下の日程で各種イベントを開催します。
日程
12 月 23 日（祝・金）〜25 日（日）
平成 18 年 1 月 1 日（祝・日）〜9 日（祝・月）
1 月 14 日（土）〜29 日（日）
1 月 29 日（日）〜2 月 12 日（日）
2 月 25（土）〜3 月 5 日（日）

各種イベントの詳細は、以下の通りです。
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イベント
クリスマスコンサート
お正月イベント
韓国祭
春節・中国ギョウザ祭り
アフリカ祭り

世界のスープ料理
＜12 月 3 日（土）〜平成 18 年 2 月 26 日（日）の土・日・祝＞
※1 月 1 日（祝・日）から 9 日（祝・月）までは毎日開催します。
世界三大スープといわれるフランスの「ブイヤベース」、ロシアの「ボルシチ」、
タイの「トム・ヤム・クン」のほか、世界各地の風土を活かした 11 カ国 12 種類の
名物スープを期間限定で販売します。
国名

場所

沖縄（日本） 沖縄県
石垣島の家
中国
台湾小館

メニュー
ソーキ汁
フカヒレスープ

インドネシア バリ島
ソト・アヤム
貴族の家
ドイツ
ガストホフバイ アイントプフ
エルン
フランス

アルザスショッ ブイヤベース
プ

イタリア

アルベロベッロ ミネストローネの
スープパスタ
アフリカ
モロヘイヤスー
サファリプラザ プ

エジプト

インド
タイ

韓国

インド亭

サブジスープカ
レー
トロピカルフル トム・ヤム・クン
ーツ村
韓国亭

サムゲタン風韓
国スープ
どんがら汁

山形（日本） 山形県
月山山麓の家
ロシア
LWレストラン ボルシチ

価格

概要

400円 ソーキとは豚の骨付きあばら肉のこと。豚とかつおの
濃厚なだしが特徴の沖縄を代表する汁物です。
1,500円 フカヒレスープが世界三大スープ料理に入るという説
も。コラーゲンたっぷりのフカヒレの姿煮が入った贅沢
なスープです。
300円 ソト＝スープ、アヤム＝鶏肉。香辛料を使ったインドネ
シアのあっさり味のチキンスープです。
400円 牛肉やソーセージに、ジャガイモ、にんじんなどをご
った煮した「農夫のスープ」と言われる庶民料理で
す。
800円 南仏マルセイユの漁師料理で、磯でとれた魚介類を
その場で大鍋に煮込んだ料理。漁師風に豪快にどう
ぞ。
750円 いろいろな野菜をトマトベースで長時間煮込み、パス
タを合わせたイタリアの代表スープです。
380円 健康に良い北アフリカのネバネバ野菜・モロヘイヤは
エジプト王家の野菜。豆乳を加えた、ヘルシーなポタ
ージュスープです。
850円 2種類の豆と野菜がたっぷり入った南インドのスープ
カレー。ナンまたはライスと一緒にどうぞ。
500円 タイ料理の代名詞。タイを旅行する人が絶対に食べ
る世界三大スープのひとつ。辛味、酸味、塩味が一
度に楽しめるのが特徴。
500円 漢方薬の素材としても用いられる高麗人参、なつめ、
にんにくなどと若鶏を煮込んだ高級韓国スープです。
500円 冬の日本海でとれた寒だらをまるごと1匹ぶつぎりにし
て、味噌で煮込んだ庄内地方の名物料理です。
480円 ロシアを代表する鍋料理で、世界三大スープに数え
られています。赤い見た目に似合わず、シンプルな
味付けが特徴です。
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【世界のスープ料理】

上段左から、ブイヤベース（フランス）、ボルシチ（ロシア）、トム・ヤン・クン（タイ）
下段左から、サブジスープカレー（インド）、アイントプフ（ドイツ）、どんがら汁（山形）

ウインター超割引 ＜12 月 3 日（土）〜平成 18 年 2 月 28 日（火）＞
名鉄主要駅に置いた割引クーポン券付チラシ、またはリトルワールドホーム
ページ（http://www.littleworld.jp）に掲載している割引クーポン券付チラシ
を印刷した用紙を提示してご利用ください。主な割引内容は以下の通りで
す。
①入館料金・駐車料金・園内バス
入館料金／大人・大学生 1,600 円、シルバー（65 歳以上）1,200 円、
高校生・留学生 1,000 円→800 円
小・中学生 600 円→300 円
駐車料金／500 円→250 円
園内バス／500 円（小学生 300 円）→200 円
②民族衣装試着 10 回券
沖縄・台湾・ペルー・インドネシア・ドイツ・フランス・イタリア・南アフリカ・イ
ンド・韓国の 10 カ所で試着することができる民族衣装 10 回券（最高利用
可能金額 5,000 円）を 2,500 円で販売します。
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クリスマスコンサート ＜12 月 23 日（祝・金）〜25 日（日）＞
○ハンドベルコンサート
日時／12 月 23 日（祝・金） 11:00、13:00〜（各回約 20 分）
場所／11:00…本館プラザ、13:00…ドイツ・バイエルン州の村
出演／師勝はなの樹幼稚園（園児 40 名）
内容／幼稚園児によるまざまな大きさのハンドベルを使った、クリスマスソ
ングの演奏です。
○ゴスペルコンサート
日時／12 月 24 日（土） 11:30、13：30〜（各回約 30 分）
場所／ドイツ・バイエルン州の村 「聖ゲオルグ礼拝堂」
出演／兼松 弘子
内容／ゴスペルの定番曲｢ジョイフル･ジョイフル｣、｢オーハッピーデー｣
などを教会内で披露します。
○クリスマスコーラス
日時／12 月 25 日（日） 11:30、13：30〜（各回約 20 分）
場所／ドイツ・バイエルン州の村
出演／男声合唱団 「響」
内容／愛知県合唱コンクールで金賞に輝いた 30 名の男性からなる合唱
団「響」が、クリスマスにちなんだ曲を披露します。

お正月イベント ＜平成 18 年 1 月 1 日（祝・日）〜同 9 日（祝・月）＞
○世界の地酒めぐり
日時／1 月 1 日（祝・日） 9:30〜
内容／館内 5 カ所の野外展示家屋（沖縄、台湾、ドイツ、南アフリカ、山
形）で各国の地酒を各先着 100 人にサービスします。
○中国獅子舞公演
日時／1 月 2 日（休・月）〜4 日（水） 11:00、13:00、14:30〜
（各回約 20 分）
場所／本館プラザ
内容／爆竹や太鼓の音に合わせて、中国獅子が踊りを披露します。
○戌年特別イベント ドッグタイムレース “最速犬を目指そう“
日時／1 月 2 日（休・月）〜同 9 日（祝・月）
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場所／タイ・トロピカルフルーツ村
参加受付時間／12:00〜15:00（随時受付）
内容／犬の 50 メートル走。タイムに応じて賞品をプレゼントします。

韓国祭 ＜平成 18 年 1 月 14 日（土）〜29 日（日）＞
○韓国の伝統芸能「サムルノリ」公演
日時／1 月 15 日（日）・22 日（日） 11:00、13:00、14:30〜
（各回約 20 分）
場所／韓国・地主の家
内容／色鮮やかな韓国の伝統衣装を身につけて、民族楽器を勇壮に打
ち鳴らす伝統芸能を披露します。
○本場韓国のキムチ作り教室（予約制）
日時／1 月 14 日（土）・21 日（土）・28 日（土） 13:00〜
（所要時間約 1 時間）
場所／本館 2 階学習室
定員／各回 40 人（最少催行人員 25 人）
参加費／1,000 円（入館料別途必要）
申込み／電話（TEL 0568-62-5611）にて、リトルワールド「キムチ作り
教室」係まで直接お申し込みください。
○キムチ市場
期間／期間中毎日
内容／本場のキムチをはじめ、韓国直輸入の食材を販売します。

春節・中国ギョウザ祭り ＜平成 18 年 1 月 29 日（日）〜2 月 12 日（日）＞
○春節コンサート
日時／1 月 29 日（日）、2 月 5 日（日）・12 日（日）
11:00、13:00、14:30〜（各回約 20 分）
場所／台湾・農家
内容／楊琴や二胡などの音に合わせて、中国人シンガーが歌を披露し
ます。
○中国本場の水餃子作り教室（予約制）
日時／2 月 4 日（土）・11 日（祝・土） 11：00〜（所要時間約 1 時間）
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場所／本館 2 階学習室
講師／盛 衛洲
定員／各回 40 人（最少催行人員 25 人）
参加費／500 円（入館料金別途必要）（各回定員 40 名）
申込み／電話（TEL 0568-62-5611）にて、リトルワールド「水餃子作り
教室」係まで直接お申し込みください。

アフリカ祭り ＜平成 18 年 2 月 25 日（土）〜3 月 5 日（日）＞
○アフリカ・セネガルの太鼓｢サバール｣コンサート
日時／2 月 25 日（土）・26 日（日）、3 月 4 日（土）・5 日（日）
12:00、14:00〜（各回約 20 分）
場所／アフリカ地域センター
出演／AMAN Diop
内容／西アフリカを中心に演奏されているジャンベに似た楽器で、セネ
ガル独自の太鼓「サバール」を在日セネガル人のアマン氏がエネ
ルギッシュなダンスと共に披露します。
〇ダチョウの卵を食べよう
期日／期間中毎日
場所／サファリプラザ（アフリカ地域センター）
内容／鶏の卵の 20 倍の大きさがあり、濃厚な味わいのダチョウの卵焼き
を販売します（1 個：600 円、1 日限定 50 食）。

※休館日について
12 月１日（木）から平成 18 年 2 月 28 日（火）までは、毎週水曜日･木曜日
が休館日となります。但し、平成 18 年 1 月 4 日（水）、5 日（木）は営業します。

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

6

