2021

2

VOL.799

ホッキョクグマのダイビング（詳細は3ページをご覧ください）

ふれあい探訪
Okashin News

豊橋総合動植物公園

まちなかギャラリー「あいちアール・ブリュット×アティックアート連携作品展」
「おかしん先端科学奨学金制度」奨学生によるオンライン成果発表会

生命の歴史をたどり︑この星の未来を考える︒
地球規模で﹁いのち﹂の営みを一望できます︒

割を担っています︒

美半島や東三河地域への玄関口としての役

ほぼ真ん中に位置し︑アクセスも良く︑渥

恵まれたところです︒また︑東京と大阪の

に面しており︑豊かな自然と温暖な気候に

は静岡県と接し︑南は太平洋︑西は三河湾

豊橋市は︑愛知県の東南端にあって︑東

のんほいパーク
マスコットキャラクター
ほいくん＆のんちゃん

▲豊橋総合動植物公園（遊園地・植物園）

豊橋総合動植物公園

①郷土の動物エリア
②オーストラリアエリア
③なかよし牧場エリア
④大沢池
⑤モンキーエリア
⑥爬虫類
⑦極地動物館エリア
⑧バードエリア
⑨⑩アフリカエリア
⑪夜行性動物館

あそびに行こう！
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既存林を生かした “郷土の森” を中心に “生
活の景” “伝統の景” “生態の景” の4つの空間
で構成した屋外植物園。
“常夏の景” をテーマに熱帯及び亜熱帯の
“山・里” の植物を展示している温室とがあ
ります。

温室

約2,700㎡の温室は常夏！
日本では見ることのできない
植物が、熱帯の雰囲気を
演出しています。

屋外植物園

約3万株の花でいっぱいの
大花壇やバラ園、日本の庭、
ふるさとの雑木林など、
自然あふれる空間です。

Chec

k！

モネコーナー

フランスの画家 クロード・モネ
のアトリエ「モネガーデン」
より譲り受けたスイレン
の花を見ることが
できます。

※工事の進捗状況により、
工事エリアの変更や通行
止を行う場合があります。

今回は︑子どもから大人まで楽しめる人

気のスポット﹁豊橋総合動植物公園・のん

ほいパーク﹂を訪ねました︒

動物園・植物園・遊園地・
自然史博物館が一体化した
総合動植物公園

ヘクタールの広大な敷地に︑動物園︑

豊橋総合動植物公園﹁のんほいパーク﹂

は約

植物園︑遊園地︑そして自然史博物館が整

備されたレクリエーションと学びの施設で

す︒動植物公園と自然史博物館が一体化し

万人︵全

た︑日本で唯一の国公立の施設﹁のんほい

パーク﹂は︑2019年度は約

す︒楽しみながら学べるのんほいパークへ︑

グッズを取り扱う売店なども充実していま

園地をはじめ︑カフェや施設オリジナルの

他にも︑子どもから大人まで楽しめる遊

かりやすく紹介しています︒

代まで︑地球規模の流れと郷土の自然をわ

物・恐竜・哺乳類の時代︑そしてヒトの時

自然史博物館では︑生命の誕生から植

しむことができます︒

る植物園は︑四季を通じて様々な植物を楽

花と緑あふれる〝安らぎ〟の空間が広が

ダイビングを間近で見ることができます︒

りと歩く姿や︑ホッキョクグマの大迫力の

草原サバンナをキリンやシマウマがゆった

がテーマの動物園は︑点々と樹木が生えた

〝躍動する野生の動物を身近に感じる〟

総合公園です︒

国8位︶が来場するほど個性的で魅力ある

96

ぜひ一度足を運んでみませんか︒
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約130種800頭羽のたくさんの動物たち
が待っています。
草原をキリンたちが歩き回るアフリカエ
リア、ホッキョクグマのダイビングが見ら
れる極地動物館、動物とふれあえるなかよ
し牧場などでたくさんの動物たちが出迎え
てくれます。
※体調・天候等により
見られない場合があります。

極地動物館
エリア
ホッキョクグマ、極地ペンギン、
ゴマフアザラシが見られます。

点々と樹木がある草原でゆったりと
草を食べるキリンやシマウマの
姿を見ることができます。

メカワウソ
コツ

プールの側面から観覧できる
ホッキョクグマのエサやり
は迫力満点！必見です。

ライオン展示場では、ガラス越しに
目の前で大迫力な姿や頭上を
歩く様子などを観察する
ことができます。

※体調等により変更となる
場合があります。

サーパンダ
レッ

アフリカ
エリア

ドキツネ
ホン

サー バ ル

ビアリスザル
ボリ

ミー
アキャット

アジアゾウ
国内最大級の広さの放飼場で
ゆったりと暮らすゾウの姿が見られます。
ゾウを間近で見られるビューイング
シェルターや、広いプールで水浴びを
するところなど、ゾウがどんな風に
過ごしているかを色々な角度から
観察することができます。

なかよし
牧場エリア
ウマやウサギ・テンジクネズミなど
人とのかかわりが深い動物たちを
見ることができ、その特性を生かした
ふれあい活動を行っています。
カピバラやヤギ、ヒツジなどに
エサやり体験ができる
「もぐもぐひろば」
は
大人気です。

かわいい!
その他にもたくさんの
動物が待ってるよ！
一日中たっぷり
遊べるね！
どんな動物たちに
会えるかな？

目！
これも注
パーク内には本格派イタ
リアンレストランをはじめ、
コーヒー、ビール、スナッ
クなどを楽しめるカフェや
休憩所が6カ所あります。
また、3カ所ある売店で
は、オリジナルのぬいぐる
みなども購入できます。
お土産にオススメです！

▲トラットリア チェントロ（展望塔1階）

▲売店（中央門、東門、
自然史博物館内）
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世界各地の化石、恐竜や郷土の動植
物がところ狭しと並ぶ博物館です。
エドモントサウルスの実物を含め、
12体の恐竜全身骨格を見ることができ
ます。古生代・中生代・新生代展示室で
は、地球誕生から現在までの生物の進化
の歴史をゲームやクイズで
Check
！
分かりやすく紹介
しています。
実物大の
大きいね!

恐竜がお出迎え

自然史博物館の入口前の広場には
ブラキオサウルスの親子を
はじめ、10体の実物大の
恐竜模型があります。

子どもに大人気のメリーゴーランド、
キッズコースター、こども汽車や、大人も
楽しめるレーザーガンシューティング「ヴァル
カン伝説」
、のんほいサーキット、大観覧車
など、大小様々な遊具があります。遊具の
一日乗り放題券（土・日・祝日のみ販売）
を購入してお得に遊ぶのもオススメです。

至 音羽蒲郡 IC
至 豊橋駅

地下資源館 ●

二川バイパス
二川本陣資料館

JR 東海道本線

梅田橋西

東門

動物園入口
動物園西入口

●

二川駅

JR 新幹線

1

至 浜松

中央門

梅田川
西門

23

こども汽車

バイパス

豊橋総合動植物公園

公共交通機関ご利用の場合
お車をご利用の場合

豊鉄バス「二川駅」下車徒歩6分

豊川ICより国道151号線を小坂井方面へ約10分 『宮下』の信号を左折後、
国道1号線を静岡方面へ約30分 『動植物園入口』の信号を右折。
国道23号豊橋東バイパス小松原ICより車で約5分
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Information

豊橋総合動植物公園
住
所：豊橋市大岩町字大穴1-238
電話番号：0532-41-2185（代表）
開館時間：9時〜16時30分（入場は16時まで）
休 館 日：毎週月曜日（祝日及び振替休日の場合は翌平日）、12月29日〜1月1日
※時期やイベント開催などにより休園日が変更となる場合があります。
詳しくは、ホームページでご確認ください。

入 園 料：大人・高校生 600円、小・中学生 100円
未就学児は無料

小松原 IC

JR「二川駅」下車、南口より徒歩6分
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※一部対象外の乗り物もあります。
詳しくはホームページでご確認ください。

詳しくは、ホームページを
ご確認ください。
のんほいパーク

感染症対策 実施中

Okashin News

おかしんからのお知らせ

あいちアール・ブリュット × アティックアート連携作品展

まちなかギャラリー

２０２１年2月17日㈬〜3月10日㈬

当金庫は、障がいがありながらも素晴らしい絵の才能を持つアーティスト
たちの自立に取り組む一般社団法人アティックアートの活動を応援しています。
その一環として、2021年2月17日㈬から3月10日㈬まで、当金庫がこれ
まで採用したボックスティッシュ、マスクケース、ウェットティッシュ、ク
リアファイルなどの原画やデザイン化したノベルティグッズを多くの方にご
覧いただけるよう、まちなかに広がる小さな「ギャラリー」として、本店営
業部、知立支店、豊田南支店、花田支店、名古屋支店の各ロビーにて展示し
ますので、是非、ご覧ください。
作品展示時間

ノベルティグッズ

本店営業部・知立支店・豊田南支店・花田支店
月曜日〜金曜日（祝日を除く）9：00〜11：30、
12：30〜15：00（11：30〜12：30は休業時間）
名古屋支店
（１階）月曜日〜日曜日

昨年の様子（名古屋支店１階）

8：00〜19：00

昨年の様子（花田支店）

2021年2月 No.799
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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

令和２年度 「おかしん先端科学奨学金制度」

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

奨学生によるオンライン成果発表会
２０２１年２月２４日(水）〜2021年３月３１日(水）

ノーベル賞受賞者を輩出し世界トップレベルの研究を展開する「自然科学研究機構」
は次世代の研究者育成にも力を入れており、多くの大学院生が研究活動を行っていま
す。そんな日頃の研究成果を発表すべく、成果発表会を開催いたします。本年はオンラ
インにて期間限定で動画配信いたしますのでお見逃しのないようご覧ください。
おかしん
先端科学
奨学金制度

岡崎信用金庫は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構（基礎生物学研究所、生理学研
究所、分子科学研究所）と地域連携協定を結び、岡崎市を中心とした地域における教育支援
等の活動において、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的に、平成24年8月
「おかしん先端科学奨学金制度」を創設し、平成24年度より奨学金の支給を始めました。

プログラム
１. 主催者ご挨拶

岡崎信用金庫

副理事長

上野

正彦

２. 大学共同利用機関法人自然科学研究機構様ご挨拶
生理学研究所

所長

鍋倉

淳一 様

３. 奨学生による成果発表
編集／地域振興部
発行／岡崎信用金庫
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ https://www.okashin.co.jp

● ゼブラフィッシュ幼魚で探る、

● 光合成生物が光を集め、

脊髄運動系神経回路の作動様式

時には捨てる仕組み

基礎生物学研究所／基礎生物学

川野

基礎生物学研究所／基礎生物学

幸平 氏

渡邉

● 細胞が電気信号を生み出す仕組み

● 単一分子で発電する

〜イオンチャネルが持つ精妙な
からくりを紐解く〜

有機太陽電池

生理学研究所／生理科学

平澤

分子科学研究所／機能分子科学

輝一 氏

お問い合わせ先

顕正 氏

Lee, Jihyun 氏
視聴方法

岡崎信用金庫 地域振興部
TEL：0564-25-7213

下記URLより
おかしんホームページへ。

受付時間／9：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

https://www.okashin.co.jp/shougakukin.pdf

