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名古屋城本丸御殿

ふれあい探訪

名古屋城本丸御殿

Okashin News 「おかしん先端科学奨学金制度」奨学生による成果発表会開催
豊橋警察署より感謝状を受ける
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豪華絢爛︑400年前の姿をそのままに木造建築で完全復元

名古屋市のシンボルでもあり︑国内

※

屈指の城郭として日本100名城や国

年︵1610年︶︑

の特別史跡に指定されている名古屋城︒

名古屋城は慶長

家に命

20

かれました︒その一角をしめる本丸御

じ築城を開始︒徳川の威信をかけて築

豊臣家に従ってきた西国大名

徳川家康が加藤清正︑福島正則など︑

15

▲復元された本丸御殿（手前）

※特別史跡とは、文化財保護法により指定された史跡のうち、
特に価値が高いと認められるもので、国宝と同格とされます。

名古屋城本丸御殿

▲表書院一之間・上段之間
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▲玄関一之間

本丸御殿内部平面図

本丸御殿音声ガイド

お城好きで知られる落語家・春風亭昇太さんと名古屋
おもてなし武将隊の徳川家康公が、本丸御殿の歴史や
魅力をわかりやすく、楽しくお伝えします。全20カ
所。1カ所あたり約2〜5分の音声ガイダンスです。
（所要時間：70分程度）。

●利用方法／本丸御殿中之口部屋受付にてご利用時に

●利用料金／1回100円（税込）

お申し込みください。

殿は︑尾張藩主の住居かつ藩の政庁と

年︵1615年︶に完成︒

年︵1634年︶には三代将軍

して慶長

寛永

年︵1945年︶の空襲により

年の歳月をかけて完成公開を

今回は名古屋のまちづくりの原点で

年前の華麗な佇まいを蘇らせています︒

を現代の名工たちが受け継ぎ︑400

戸時代初期の最新技術と最高峰の芸術

を実現することができた本丸御殿︒江

なく︑史料をもとにした実証的な復元

残されている例は全国的にもほとんど

遺産である城郭の史料がこれほど多く

迎えることができました︒歴史的文化

6月︑

1月から復元工事が始まり︑2018年

分野の専門家の協力を得て2009 年

多くの史料が保管されていました︒各

時の実測図など︑他に例を見ないほど

焼失を免れた多くの障壁画や写真︑当

建物のすべてを焼失しました︒しかし︑

は︑昭和

もに国宝第一号に指定された本丸御殿

昭和5年︵1930年︶︑天守閣とと

ほどでした︒

世城郭御殿の最高傑作とたたえられる

られ︑江戸時代の先端技術を注いだ近

は障壁画や飾金具などで絢爛豪華に飾

が新たに増築されました︒御殿の内部

徳川家光の上洛に合わせ︑上洛殿など
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ある名古屋城本丸御殿を訪ねました︒
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名古屋城本丸御殿
本丸御殿は、日本を代表する近世書院造の建造物で、総面積3,100㎡、13棟の建物で構成されます。
優美な外観とともに、室内は山水花鳥などを画材とした障壁画や飾金具などで絢爛豪華に飾られ、
建築・絵画・美術工芸史において高く評価されています。特に、豊富な史料や写真と現存する実物
から江戸時代の伝統的な画法を明らかにし、息をのむほど美しく復元された障壁画は見ものです。

対面所
身内だけが立ち入れる、
豪華かつ私的な殿舎
藩主が身内や家臣との私的な対面や宴席に用
いた部屋です。上段之間（18畳）、次之間（18
畳）、納戸一之間（24畳）、納戸二之間（24畳）の
4部屋で構成されています。上段之間及び次之
間の障壁画は、「風俗図」と呼ばれ、京都や和
歌山の四季の風物や名所、風俗がおだやかな筆
致で描かれています。
▲対面所一之間・上段之間

湯殿書院
将軍が湯を楽しみ英気を養う寛ぎの空間
将軍専用の浴室（湯殿）と、上段之間（6畳）、一之間（10
畳）、二之間（10畳）からなる風呂場で、上洛殿とともに
寛永期に増築されました。風呂といっても現在のように
湯船はなく、外にある釜で湯を沸かし湯気を内部に引き
込むサウナ式蒸風呂でした。
▲湯殿書院湯殿屋形

スメ！
これもオス

名古屋城 春 まつり
名古屋城では、毎年3月下旬〜5月上旬にかけて、
「名古屋城春まつり」が開催されます。
城内にはソメイヨシノ、シダレザクラを中心に、７種類約1,000本の桜が咲き誇り、訪
れる人々を楽しませてくれます。同時開催の桜まつり期間中（3月下旬〜4月上旬※ただ
し4月6日は除く）は桜のライトアップも行われ、昼間とはまた違った美しさを堪能でき
ます。ライトアップ期間中は本丸御殿も19時30分まで開園時間を延長していますので、
ゆっくりと鑑賞することができます。※本丸御殿の最終入場は19時。閉門は20時です。
※「名古屋城春まつり」につきましては、名古屋城へお問合せいただくか、
「名古屋観光情報公式サイト 名古屋コンシェルジュ」ホームページを
ご覧下さい。
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上洛殿
細部まで豪華絢爛。
技術と贅の粋
寛永11年（1634年）、三代将軍家光の上洛に合
わせて増築された建物です。家光の部屋となっ
た上段之間（15畳）をはじめ、一之間（18畳）、二之
間（22畳）、三之間（21畳）、松之間（20畳）、納戸之
間（10畳）からなり、室内の装飾は狩野派による
襖絵・天井板絵、きらびやかな彫刻欄間、飾金
具など、細部まで贅の限りが尽くされました。

▲上洛殿上段之間

Check!

本丸御殿の建築様式
である「書院造」では、
部屋の格式や用途により
天井や欄間、飾金具、障
壁画などのつくりやデザ
インが大きく変わります。
ぜひ注目してみてくだ
さい。

▲上洛殿一之間

▲上洛殿南入側中央欄間

黒木書院
質の高い松材を用いた落ち着きの空間
玄関や表書院と比べ、落ち着いた風情のある黒木書院は、
清須城内にあった家康の宿を移築した建物とも伝えられて
います。本丸御殿のほかの部屋は、総ヒノキ造りであった
のに対し、この部屋には良質な松材が用いられており、そ
の用材の色から黒木書院と呼ばれるようになりました。
▲黒木書院二之間

至 清洲JCT／一宮IC

至 楠JCT／小牧IC

浅間町

東大手

名古屋高速6号

名古屋城
正門

正門

市役所

県体育館
名古屋能楽堂

名古屋高速1号

環状線

特別史跡
出来町通

久屋大通

久屋大通

大津通

名古屋

栄町
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通

錦

通

地下鉄名城線
地下鉄鶴舞線

栄
地下鉄東山線
地下鉄桜通線

開園時間：9時〜16時30分 ※本丸御殿への入場は16時まで
休 園 日：12月29日〜31日、1月1日（イベントにより変動あり）

名鉄瀬戸線
名鉄線

入 園 料：大人500円 ※障がい者手帳などをご提示の方、中学生以下は無料
有料駐車場：普通車30分180円
問合せ先：名古屋城総合事務所

丸の内

伏見

名古屋城

※2月29日㈯より3月15日㈰まで名古屋城本丸御殿及び西南隅櫓の建物内への入場を
一時的に休止します。
（詳しくは名古屋城ホームページでご確認下さい）

外堀通
丸の内出口

Information

広小路通
JR線

TEL：052-231-1700

公共交通機関をご利用の場合
・地下鉄名城線「市役所」下車、市バス「市役所」下車
・名古屋観光ルートバス メーグル 「名古屋城」または「名古屋城東・市役所」下車
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「おかしん先端科学奨学金制度」奨学生による成果発表会開催
2020年２月８日㈯、「おかしん先端科学奨学金制度」の奨学生による成果発表会を当金庫本店大
ホールにて開催しました。
「おかしん先端科学奨学金制度」は、地域社会の発展と人材育成に寄与す
ることを目的に、岡崎市にある「大学共同利用機関法人自然科学研究機構」との地域連携協定に基
づき、当金庫が2012年８月に創設した制度です。
特別講演として、基礎生物学研究所・所長 阿形清和氏による「再生できる生き物に再生医療の
仕方を学ぶ」
と題して、高い再生能力を持つプラナリアやイモリの生態から学
ぶ再生医療についてご講演をいただきました。その後、奨学生３名による成果
発表会を開催しました。会場では講演内容を熱心にメモを取る姿が見られたほ
か、
貴重なお話を聞くことができたとの喜びの声をいただきました。
おかしん先端科学奨学金奨学生 発表テーマ
１『サンゴと褐虫藻の共生崩壊
（サンゴの白化現象）
のメカニズム解析』
岸本真理子 氏〈総合研究大学院大学 大学院生／基礎生物学研究所〉
２『温度感受性 TRP イオンチャネルとメントール』
グエン ホンユン ティー 氏〈総合研究大学院大学 大学院生／生理学研究所〉
３『レーザーと原子で探索する量子の世界』
周
諭 来 氏〈総合研究大学院大学 大学院生／分子科学研究所〉

研究の成果を発表された奨学生
左からグエン ホンユン ティー氏、周 論来氏、岸本 真理子氏

特別講演
基礎生物学研究所・所長

阿形 清和氏

特別講演の様子

豊橋警察署より感謝状を受ける
2020年２月７日㈮、当金庫
花田支店・松葉支店の渉外次長
山本竜樹とローンアドバイザー
鍋田智大がニセ電話詐欺を防止
したとして、豊橋警察署より感
謝状を授与されました。
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守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
１０％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、
預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、
預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、
元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、
組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、
外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、
基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、
買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.30％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、
換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.0505％
（税込）
を信託報酬として、
信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

詳しくは当金庫の窓口または
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加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

おかしんインターネット支店限定

THE OKAZAKI SHINKIN BANK

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

オカザえもん定期預金
取扱期間

2020年 ２月１日㈯ 〜 2020年 ９月30日㈬

1年もの預金金利

年 0.27％（

税引後
年0.215％

）

※本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。

商品名

オカザえもん定期預金

販売対象
預金の種類
預入金額

税

金

その他

2020年2月1日㈯〜2020年9月30日㈬

支払方法

満期日以降に一括して払い戻します。

おかしんインターネット支店にお取引のある個人のお客さま
スーパー定期1年、
自動継続
（元利継続）
1口10万円以上
（1円単位）

金利
（税引前） 1年もの預金金利：年0.27％
（税引後
中途解約

取扱期間

年0.215％）

やむを得ず中途解約をされる場合、
上記金利は適用されず、
お預け入れ日から解約日までにおける当金庫所定の中途解約金利が
適用されます。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息には「復興特別所得税
（0.315％）
」が課税されるため、
20.315％
（国税 15.315％、
地方税 5％）
の税金がかかります。
本商品は金利情勢の変動やその他の理由により当金庫の判断で取扱いの終了ならびに金利の変更をする場合があります。
本商品はおかしんインターネット支店限定商品です。当金庫本支店の窓口およびATMでのお取引はできません。
お預け入れ時の金利を約定利率として初回満期日まで適用します。
初回満期日以降は満期日
（継続日）
におけるスーパー定期の店頭表示金利を適用します。
マル優はご利用いただけません。
この預金は預金保険制度の対象商品です。
（預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、
預金者お1人さまあたり１金融機関ごとに元本1,000万円までとそのお利息が保護されます。）

詳しくは おかしんインターネット支店コールセンター

0120−914−101にお尋ねください。

○苦情処理措置 本商品の苦情等は、
当金庫営業日におかしんインターネット支店または顧客相談室（9時〜17時、
フリーダイヤル：0120-102-156）にお申し出ください。
○紛争解決措置 愛知県弁護士会（電話：052-203-1777）、
愛知県弁護士会西三河支部（電話：0564-54-9449）の紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、
利用を希望されるお客さまは、
当金庫営業日に上記顧客相談室または紛争解決センター（10時〜16時）にお申し出ください。

発行／岡崎信用金庫 編集／地域振興部
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

【口座開設のお申込み方法】
インターネット支店の口座お申込みはWEB上で完結！健康保険証と顔写真つき本人確認書類を撮影！

スマホ申込

WEB申込
詳しくはこちら

おかしんアプリを
ダウンロードしてください。

Step1
おかしんアプリ

事前に本人確認書類の画像をご利用端末に
保存してからお申込みください。
詳しくはこちら

http://www.okashin.co.jp/lp/app/index.html

おかしんアプリを開いて「おかしんインターネット支店」
欄の「申込み」を選択してください。
Step2
「スマホ申込」を選択して「口座開設のお申込み」を選択
してください。

詳しくは当金庫HPをご覧ください。
http://www.okashin.co.jp/
internetstore/account/index.html

― お申込みに関する注意点 ―
規定を確認し各項目を入力してください。
Step3 確認メールが届きますので、受付確認用URLにアクセスし
ていただき口座開設のお申込みが完了となります。
後日、お取引に必要なカード等が郵送されます。
Step4 「契約者ID」とお申込み時に設定していただいた「初回ロ
グインパスワード」を利用してログインを行ってください。

総合的な判断により口座開設をお断りさせていただく場合がござい
ます。なお、お断りさせていただいた理由につきましてはお答えで
きませんのであらかじめご了承ください。
郵便不着等で郵便物をお受取りいただけない場合は、お客さまへの
確認なく口座開設を取り消しさせていただく場合がございますので
あらかじめご了承ください。
ココ イー 支店 インターネット支店

受付時間9：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

0120-914-101

