06-2-28
㈱名鉄インプレス
野外民族博物館リトルワールドで
「キューバサーカス」や「麺 EXPO」など春催事を 3 月 18 日から開催
〜通年テーマを「Little EXPO 2006」と題し、さまざまなイベントを開催〜

㈱名鉄インプレス（本社：名古屋市中村区名駅 1-2-4、取締役社長：山崎隆治）が
運営する野外民族博物館リトルワールド（所在地：犬山市今井成沢 90-48、所長：
渡辺勝吉）は、2006 年度の通年テーマを、昨年 2,200 万人を越える来場者
を集めた「愛・地球博」にちなんで「Little EXPO 2006」と題し、1 年間を通
じてさまざまなイベントを開催します。
その第一弾となる春催事では、平成 18 年 3 月 18 日（土）から 6 月 18 日
（日）まで、カリブ海最大の島国「キューバ」からサーカスアーティスト 10 名と
民族楽器奏者 2 名を招聘し「キューバサーカス〜カリブの熱風〜」を、また
期間中の土・日・祝日には、世界 12 カ国 13 種類の麺料理を集め館内各所
で販売する「麺 EXPO」を開催します。
このほか、3 月 25 日（土）から 4 月 2 日（日）までキリストの復活を祝う「イ
ースター祭り」、5 月 3 日（祝・水）から 7 日（日）までは夜 8 時まで営業時間
を延長して「ゴールデンウィーク ナイター営業」を実施するなど、さまざまな
イベントを開催します。
各イベントの詳細は以下のとおりです。

1. ｢キューバサーカス〜カリブの熱風〜｣公演
カリブ海最大の島国キューバ。1959 年の反バチスタ革命以来、旧ソ連と
の繋がりを強め、ソ連邦崩壊後は経済危機などを経て、近年では観光産業
にも力をいれています。総人口のうち、白人と、白人と黒人の混血であるム
ラートが全体の約 85％を占め、その他アフリカ系黒人が 12％、中国系アジ
ア人が 1％と、多民族にわたる人種構成になっています。
キューバ国立サーカス団は、1887 年の設立以来、キューバ革命後も芸
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術と文化を振興しようとする政府の方針で継続されてきました。当時は旧ソ
連とのつながりが強く、ロシア色の強い演出が施されていましたが、近年で
はキューバ人の「キューバサーカス」という原点に戻ることで、音楽、衣装、
演出など、キューバらしさが感じられるものになっています。
今回のリトルワールド公演は、10 名のサーカスアーティストのほか、2 名の
キューバ民族楽器奏者も合わせて招聘し、キューバ生まれのラテン音楽“サ
ルサ”に乗せて演目を披露するなど、キューバ文化を肌で感じられる内容と
なっています。
期間／3月18日（土）〜6月18日（日）
場所／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
※但し、3月21日（祝・火）は公演、22日（水）は休演。
料金／入館料金のみで観覧可能
※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＞
（1）ジャンピングロープ（エクリプス：男 2 名、女 3 名）
南国ムード溢れるリズミカルなサルサのリズムがショーの始まりを告げ
ます。回る縄の中で、華麗なアクロバットが矢継ぎ早に展開され、回を増
す毎に跳躍はより高く、ひねりを加えた難度の高いものに変化。ジャンプ
を終える度に客席に向かってキューバならでは“腰振りポーズ”で観客に
アピールする姿は、さすが南国と思わせます。
（2）フラフープ（マリソル：女1名）
どことなくスペインをイメージさせるレオタードに身に包んだ女性が、フ
ラフープを用いて演技します。フープの数はどんどん増え、最後は足で
もフープを操ります。リズミカルな音楽に合わせ踊る彼女の姿に、会場は
キューバの楽園のような雰囲気に。
（3）ハンド トゥー ハンド（デュオ ラファ：男2名）
厚い胸板のがっしりとした体格の男性 2 人がステージに現れ、呼吸を
ぴたりと合わせ複雑なポーズを作っていきます。超人的な肉体と研ぎ澄
まされた二人の集中力が合わさった極限の演目に、南国ムードの陽気な
会場でさえも緊張感が漂います。
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（4）自転車アクロバット（レスタ オマール：男1名）
自転車に乗った一人の男性がステージ上に飛び出し、トロピカーナの
ダンサーのようなシャツを身につけ、自転車の上で倒立したり、後ろ向き
に走行するなど曲乗りを披露します。熟練の技がバリエーションに富んだ
驚きのアクトを生み出します。
（5）ハンドスタンド・アクロバット（ダイマラ：女1名）
細いポールの上に手をつき、腕でバランスをとりながら身体を持ち上
げます。片腕による倒立のまっすぐに伸びた身体は美に満ち、観るもの
の目を釘づけに。
（6）ファイヤージャグリング（エクリプス：男 2 名、女 3 名）
ショーの最後を飾るのは、5 人の若者達がたいまつを持ち、互いに次か
ら次へと投げ合うスリル満点のジャグリングショー。あらゆる動物が恐れる
炎を鮮やかに操る若者達は、キューバの幾重もの苦難を乗り越えた現在
の姿に重なります。
◇「キューバサーカス」メンバーによる ラテンダンス“サルサ”体験！
期日／期間中の第 2・4 土曜日
時間／正午〜 （約 30 分間）
定員／各回 20 名
※事前予約制となりますので、参加希望者は電話にてお申し込
みください。定員に満たない場合は当日参加も可能です。
参加費／1 回 500 円
内容／キューバ生まれの情熱的なラテンダンス“サルサ”。異国情緒溢れ
るパーカッションのリズムにあわせ、「キューバサーカス」のメンバ
ーがサルサを教えます。サルサのステップは 8 拍子で 1・2・3 をス
テップしたら 4 はお休み。5・6・7 とステップしたら 8 はお休みという
いたってシンプルなため、誰でも体験が可能です。
なお、サーカスメンバーがサーカス公演以外で来館者との交流を
持つ機会を定期的に実施するのは開館以来初の試みとなりま
す。
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【ハンド トゥー ハンド】

【ファイヤージャグリング】
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2. 「麺 EXPO」
期間／期間中の土･日･祝日
内容／それぞれの国や地域にちなんだ、12 カ国 13 種類の麺料理を、各野
外展示家屋で販売します。それぞれの麺料理には、その国の風土
や文化が生きていますので、食べ比べながら各国の食文化の違い
を実感してください。
＜メニュー一覧＞
国 名

メニュー名
／料金

場所

説明
「ユベチ」とは、“クリサラキ”というお米のような

ギリシャ

ユベチ
／600円

形をしたショートパスタを、肉入りのスープと一
LWレストラン

緒に煮込んだもの。一見、ビーフシチューのよ
うですが、さっぱりとした味とパスタがツルツル
滑るような不思議な食感に驚くはず！
そばと言ってもそば粉は一切使わず、きしめん

沖縄

沖縄そば

沖縄県･

に似た太目の小麦粉を使った麺。豚ソーキや

／500円

石垣島の家

紅ショウガ、刻みネギをのせ、豚とかつおの合
わせだしでいただきます。
愛・地球博にも出店し話題となったリトルワール

中国

刀削麺
／550円

ドの刀削麺。中国山西省の名物料理で、練っ
台湾小館

た小麦粉を包丁で削りながらゆでます。湯で時
間に応じだんだんと細くすることにより、絶妙の
食感で味わえます。

ソーパ・ア・ラ・ミヌ
ペルー

ータ
／500円

イ ン ド ネ シ バクソ
ア

／400円

ガイスブルガー・
ドイツ

マルシュ
／600円

牛肉、たまねぎ、にんにくにペルーの赤唐辛
ペルー･大農園領主 子・アヒを加えて炒め、パスタを加えたスープパ
の家

スタ。元ペルー大統領のアルベルト・フジモリ氏
お勧めのペルー料理です。
ちょっと下品？な名前ですが、バリではお馴染

バリ島・貴族の家

みの庶民の味。バクソはすり身団子の総称。肉
団子と春雨が入ったスープ料理です。
牛肉の角切りやジャガイモ、揚げた玉ねぎなど

ドイツ･バイエルン州 の野菜とパスタを煮込んだ郷土料理。ナポレオ
の村

ン時代のフランス軍に、ガイスブルクの婦人が
出したのが始まりといわれています。
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ラタトゥイユのフジ
フランス

ッリ
／700円

リボルノ風エビの
イタリア

パスタ
／850円

季節の野菜を惜しげなく刻み、トマトとオリーブ
フランス･アルザス地 オイルで炒めた南仏プロヴァンス地方の料理。
方の家

スパイラル状のフジッリがラタトゥイユに絶妙に
絡みあいます。
リボルノ風とは、魚介類の豊富なイタリアの魚師

イタリア･アルベロベ 町の名前「リボルノ」が由来。エビがたっぷりなト
ッロの家

マトソースに蝶形のパスタ「ファルファッレ」を和
えた一品です。
ダチョウ肉の団子がラーメンにのったエスニック

アフリカ

ダチョウラーメン／ サファリプラザ（アフ
600円

リカ地域センター）

ラーメン。ダチョウ肉は柔らかい赤身で、クセが
なく淡白な味。また、カロリー、脂肪の含有量が
少なく、たんばく質、鉄分に富んでいるヘルシ
ー肉です。アフリカ原産のオクラもトッピング。
揚げ麺に、インゲン、グリンピース、人参などた

インド

ミサルカレー
／850円

っぷり野菜と鶏肉が入ったスープカレーをかけ

インド亭

て食べる南インドの料理です。スパイスの効い
たインド風バリ焼きそば。

タイ

カオソーイ

タイ･トロピカルフル

／500円

ーツ村

ココナッツミルク入りカレーヌードル。揚げ麺と
湯で麺の3種類が入ったタイ北部チェンマイの
名物料理です。
豚肉、たまねぎ、ジャガイモを細かく刻んで、チ

韓国

チャジャンミョン
／500円

ャンジャン（黒味噌）で炒めたソースをゆであげ

韓国亭

た麺とあえて食べる韓国人の大好きな料理。グ
チャグチャと混ぜるとより一層おいしくなります。
麦切りという言葉は、小麦粉でつくる手打ちの

山形

包丁切りが由来。細切りのうどんでコシが強く、

月山の紅花麦切り 山形県･
／500円

小麦の素朴な味が広がります。県花の紅花を

月山山麓の家

彩りに加えた鮮やかなピンク色の麺が特徴で
す。
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【麺 EXPO】

上段左から、沖縄そば（沖縄）、チャジャンミョン（韓国）、刀削麺（中国）
下段左から、ユベチ（ギリシャ）、ラタトゥイユのフジッリ（フランス）、
ガイスブルガー・マルシュ（ドイツ）

3. ｢イースター祭り｣
期間／3 月 25 日（土）〜4 月 2 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・日には大道芸公演や
宝探しゲームを開催します。
◇ワンマンバンド・ライブ
期日／期間中の土･日
時間／12:00〜、13:30〜、15:00〜 （各回約 20 分）
出演／ファニー・トンボ
内容／一人でハーモニカやギター、ドラムなど何種類もの楽器を同時に
演奏するユニークなパフォーマンスを披露します。
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4. ｢ゴールデンウィーク｣ナイター営業
期間／5 月 3 日（祝・水）〜7 日（日）
時間／9:30〜20:00（通常 9:30〜17:00）
内容／営業時間を通常の 17 時終了から 20 時終了に延長して、夜間営業
を実施します（一部営業しないエリアあり）。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。
◇花火コンサート
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、大小さまざまな花火を打ち上げます。
◇ワールドビアガーデン
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 「パペット・マシーン」
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／ブルーノ・デスカベス
内容／自分で作った人形と舞台道具のパペット・マシーンとともに、世界
40 ヶ国以上の国々を旅するブルーノが、バイオリンを奏でながら
愉快なショーを繰り広げます。

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。
ホームページ http://www.littleworld.jp/
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