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みんなの笑顔
長篠城址史跡保存館
道の駅  鳳来三河三石

自然とふれあう

戦国時代から今につながる
新城市

梅の里川売  近藤梅農園
奥三河鳳来茶  豊田茶園
しんしろ軽トラ市  のんほいルロット

故郷おいしさバンザイ

皆さまを支える地元の販売店
知って安心 LPガスのお話し

名号温泉  うめの湯
おかめ茶屋

お宅訪問
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戦国時代から
　今につながる

奥平家の初代奥平貞俊は応永31（1424）年
に作手に亀山城を築きました。戦国時代にな
るとこの地は、周りを今川、武田、織田、徳川
に囲まれて、生き延びるために従属関係を変
え、親子が敵味方に分かれて戦うこともあり
ました。
天正元（1573）年の田原坂・石堂ヶ根の戦い
を最後に亀山城から出て、徳川に従い、6代
奥平貞昌は長篠城の守りにつきました。

貞昌は、長篠城を武田軍から守った功績により、信長からは
「信」の1字をもらい信昌と改名、家康からは長女の亀姫をめと
り、新しい城「新城城」を天正4（1576）年築城。これが新城市の
はじまりです。
これまで寒村であった地に築城したことにより、武家
屋敷が建ち並び、町人達が集まって来たことで城下
町は栄えました。特に豊川から船で運ばれて来た荷
物を馬に乗せて運ぶ、中継貿易の重要な町となった
のです。

　　　　　　　　桜淵公園
桜と淵をもつ景勝地で、四季を通
して様々な自然を楽しむことがで
きる公園です。ここは江戸初期、新
城城主が豊川沿いに桜を植えさ
せたのが始まりと言われています。

亀山城

長篠城

新城城

もともと城とは
土から成り立って
いるんですよ！

作手湿原原産。
9月～10月頃、紅紫色の花は
最初は下向きに咲きますが、
果実を飛ばす頃には上向き
になります。

▲作手山城案内人 原田純一さん

天正3（1575）年5月、武田勝頼は1万
5千の兵を率いて長篠城を取り囲み、城
主・奥平貞昌は城兵5百でこれに対峙し
ました。長篠の戦いです。
激しい攻撃のため貞昌は家康への救援要請の使者
として、鳥居強右衛門（とりいすねえもん）をつかわ
しました。強右衛門は、援軍の要請を行い使命を果
たしましたが、再び城にもどるところを武田軍に捕
らえられ「援軍は来ない」と報告するよう強要されま
したが、これを拒否。大声で援軍が近いことを伝え、
磔（はりつけ）となりました。この強右衛門の活躍は、
三河武士の模範として今でも語り継がれています。
織田・徳川連合軍の鉄砲隊と馬坊柵、武田軍の騎
馬隊という戦いは、斬新な織田と伝統に固執した武
田の戦いとなり、武田軍は大敗したのです。武田氏
はこれを機に衰退の一途を辿ることとなりました。

亀山城址

▲

亀山城址の図▲

新城城址

▲ ▲新城城址は、今では新城小学校

の校庭になっています。

▲長篠城址

磔刑（たくけい）の図 

▲
コノハズク
愛知県の鳥。
「声の仏法僧」と呼ばれ昭和
10年の鳳来寺山からのラジ
オ生中継で有名になりました。

設楽原
決戦場まつり

（毎年7月第1日曜日、
設楽原にて）

長篠合戦
のぼりまつり
（毎年5月5日、
長篠城址にて）

ツクデマアザミ

旧作手村の花。新城
東高校作手校舎、作
手小学校の校章です。

サギソウ（チチグサ）「作手の中心部には亀山城、古宮城、川尻城、塞ノ神
城、文珠山城、石橋城と非常に狭い範囲に6つもお城
があるんです。しかも曲輪や土塁・堀など、見所がある
城ばかりというのは、とても珍しく、作手の誇りです。」
と原田さんがおしゃってました。

「作手の中心部には亀山城、古宮城、川尻城、塞ノ神
城、文珠山城、石橋城と非常に狭い範囲に6つもお城
があるんです。しかも曲輪や土塁・堀など、見所がある
城ばかりというのは、とても珍しく、作手の誇りです。」
と原田さんがおしゃってました。
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「設楽原の決戦に目が行きがちですが、長
篠の戦いで重要なのは長篠城での篭城戦
なのです。そのとき、たにしを食べて飢えを
しのいでいたと言われてます、奥平家を祖
先に持つ、大分県中津の人々は今でもそ
れを敬い“たにし
祭り”を開催して
いるんです。」と
山内館長は話し
てくれました。

「設楽原の決戦に目が行きがちですが、長
篠の戦いで重要なのは長篠城での篭城戦
なのです。そのとき、たにしを食べて飢えを
しのいでいたと言われてます、奥平家を祖
先に持つ、大分県中津の人々は今でもそ
れを敬い“たにし
祭り”を開催して
いるんです。」と
山内館長は話し
てくれました。

みんな
の
笑 顔

み
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な
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長篠の戦いで、敵が本丸にさしかからんとした時に打ち
鳴らされた陣太鼓は、城兵の士気を奮い立たせたと言わ
れています。今でも残る陣太鼓には、合戦の激しさを語る
ように血が点在しています。
その陣太鼓を今に伝える長篠陣太鼓保存会は、奥三河郷
土芸能として、各地で披露しています。

長篠の戦いに関する遺品や文献などを保存し、約200点の常設展示があり、設楽原
歴史資料館とともに長篠の戦いを学ぶ場になっています。

長篠城址史跡保存館
満光寺

●豊田石油店 （担当：豊田晴久さん）
徳川家康ゆかりのお寺「満光寺」の門前にある道の駅
「鳳来三河三石」さん、奥三河の東の玄関口とし賑わい
をみせてます。
今年も、ホタルミネーションが楽しめました。

私が
担当

満光寺のそばにある道の駅
「鳳来三河三石」の名前の由
来は、その逸話から。五平餅、
梅うどんなど、手作りを主とし
た料理と道路情報、観光
案内を提供しています。
五平餅とは、神に捧げる
御幣の形をしていること
から、その名がついた
奥三河名物。

長篠の合戦の5年前、武田軍に追わ
れた徳川家康が満光寺に宿をとり出
発の朝、「小国」という鶏がいつもより
早く鳴いたため、武田軍の朝駆けを
免れたという逸話が残っています。こ
の功績をたたえ、家康は満光寺に三
石与えたと言われています。

新城市長篠字市場 22－1
0536-32-0162

満光寺の庭園（愛知県指定文化財）

▲

家康を助けた鶏「小国」
（しょうこく）の子孫

▲

道の駅 鳳来三河三石
新城市下吉田字田中106－1
0536-34-0139

▲内藤裕巳さん

◎開館時間：午前9時から午後5時（入館は午後4時30分まで）
◎休館日：毎週火曜日、年末年始（12月29日から1月3日）
◎交通案内 ：JR飯田線長篠城駅で下車、徒歩約8分

▲山内館長

▲満光寺の山門
（新城市指定文化財）

血染めの陣太鼓
長篠の戦いで、敵が本丸にさしかからんとした時に打ち
鳴らされた陣太鼓は、城兵の士気を奮い立たせたと言わ
れています。今でも残る陣太鼓には、合戦の激しさを語る
ように血が点在しています。
その陣太鼓を今に伝える長篠陣太鼓保存会は、奥三河郷
土芸能として、各地で披露しています。

血染めの陣太鼓

▲フランス・パリでの公演風景
▲保存会の会長鈴木さん
は、ＬＰガスを供給する側
ら陣太鼓の代表としても
活躍されてます。

▲フランス・パリでの公演風景

その陣太鼓を今に伝える長篠陣太鼓保存会は、奥三河郷
土芸能として、各地で披露しています。
その陣太鼓を今に伝える長篠陣太鼓保存会は、奥三河郷
土芸能として、各地で披露しています。

▲保存会の会長鈴木さん▲保存会の会長鈴木さん

ら陣太鼓の代表としても
活躍されてます。

▲保存会の会長鈴木さん

新城市内での公演風景

▲
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梅の里川売 近藤梅農園梅の里川売 近藤梅農園

近年、緑茶葉の消費が落ち、特に二番茶、三番茶の価
格が低迷していました。そこで目をつけたのが緑茶用
茶葉でつくる紅茶＝和紅茶でした。茶葉を蒸して発酵
させないで作るのが緑茶、発酵させて作るのが紅茶。
和紅茶には、一番茶よりも、6月の終わりから7月に採
れる二番茶、三番茶の方がよく発酵して美味しい茶
葉ができることが分かり一石二鳥。
豊田さんも最初は「緑茶に対して紅茶は敵だ」と思っ
ていたのですが、作ってみたら多くの人々に飲んで
いただいき、去年生産した分は好評で早々に完売し
てしまったそうです。急須で入れて渋味のない、スト
レートで飲める、日本人の味覚に合った紅茶ができ
ました。

新城市海老字紙屋 4－3
0536-35-0968

かおれ ほうらい
梅の種類と、塩分にこだわった梅干し作り

奥三河鳳来茶 豊田茶園奥三河鳳来茶 豊田茶園
新城市下吉田字紺屋平 73－12
0536-34-0006

緑茶用茶葉でつくった和紅茶

▲川売近藤梅農園さんの風景は、日本の里１００選に

選ばれている。

▲近藤治敬さん

▲梅干しは、漬けておいた
梅を注文に応じて干して
から出荷しています。

▲豊田吉則さん

「ニッポンの食、がんばれ！」実行委員会による、国産、環境、安
心の食の三重丸セレクションを受賞している近藤さんの梅干し。
海水塩である静岡の粗塩を使って、塩分
10％の低塩で漬けています。毎日具合
を見ては梅酢を継ぎ足し、機械で混ぜた
りせず、しゃもじで丹念に混ぜながら漬
けています。こういうこだわりから、甘み
も出て、梅の味も引き出される。いい材
料を使えば、いい味がでるんです。と近
藤さんは語る。
梅を無駄にしないように、梅肉はつぶし
て裏ごしして、ピューレとして商品にして
います。廃棄物を少なくすることも受賞
につながっているのです。

心の食の三重丸セレクションを受賞している近藤さんの梅干し。心の食の三重丸セレクションを受賞している近藤さんの梅干し。心の食の三重丸セレクションを受賞している近藤さんの梅干し。

日本の里

１００選

梅干しだけでなく、
梅酒、梅ジャム、梅
アイス、梅飴、梅うど
んなど、梅を使った
製品はいろいろあり
ます。道の駅などで
探してみて下さい。

新城市の茶農家が「し
んしろ茶」の消費拡大
を目指して、神奈川県
の女子大生と連携を図
り、和紅茶を始めとし
様々な企画が進行中
です。

夏場は、

水出し紅茶とし
ても

楽しめます。

▲梅の種類には、長束、青軸、鶯宿、
玉英、白加賀、南高などがあり、それ
ぞれ梅干しに適していたり、梅酒に適
していたりする。長束という梅は、100
年以上前に植えられた梅の木。

●和紅茶の美味しい入れ方●
❶急須とカップを温めておく。
❷和紅茶葉（一人分ティースプーン山盛り
1杯程度）を急須に入れ、沸騰したお湯
（一人分150～160cc）を注ぐ。
❸3～4分蒸らしたあと、温めておいたカッ
プに注ぐ。
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近年、緑茶葉の消費が落ち、特に二番茶、三番茶の価近年、緑茶葉の消費が落ち、特に二番茶、三番茶の価
格が低迷していました。そこで目をつけたのが緑茶用
茶葉でつくる紅茶＝和紅茶でした。茶葉を蒸して発酵
させないで作るのが緑茶、発酵させて作るのが紅茶。
和紅茶には、一番茶よりも、6月の終わりから7月に採
れる二番茶、三番茶の方がよく発酵して美味しい茶
葉ができることが分かり一石二鳥。
豊田さんも最初は「緑茶に対して紅茶は敵だ」と思っ
ていたのですが、作ってみたら多くの人々に飲んで
いただいき、去年生産した分は好評で早々に完売し
てしまったそうです。急須で入れて渋味のない、スト
レートで飲める、日本人の味覚に合った紅茶ができ

豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園豊田茶園
緑茶用茶葉でつくった和紅茶

▲豊田吉則さん

梅干しだけでなく、
梅酒、梅ジャム、梅
アイス、梅飴、梅うど
んなど、梅を使った
製品はいろいろあり
ます。道の駅などで

まだまだ
あります

梅製品 一番茶だけを

使ったペット

ボトルのお茶

も大人気。女子大生とのコラボレーションで
生まれた和紅茶

贅沢に
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日本三大軽トラ市

しんしろ軽トラ市
のんほいルロット
しんしろ軽トラ市
のんほいルロット

江戸時代、奥平家が新城をこの地に築城した
頃、新城はとよがわから船で荷物を運び、馬に
乗せて運ぶという物流拠点「山湊馬浪」（さんそ
うばろう）と呼ばれ栄えていました。
その時のにぎわいを再現しようと「山湊馬浪復
活プロジェクト」として企画され、馬を現代的に
軽トラに置き換えて、平成22年3月に始まった
のが「軽トラ市」です。

故
郷
お
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ン
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文

新城文化会館

市民病院

新城郵便局

新城警察署南荒井

中町橋向石田

JR飯田線

ピアゴ
新城店
ピアゴ
新城店

市
役
所

新城駅

八幡

至豊橋駅

至豊川ＩＣ

国道151号

ピアゴ駐車場
富永神社駐車場

市役所駐車場

市民病院駐車場市民病院駐車場
軽トラ市会場軽トラ市会場

http://www.shinshiro.or.jp/nonhoi_roulottes/

新鮮な野菜や果物、

  海産物が軽トラの荷台にいっ
ぱい!！新鮮な野菜や果物、

  海産物が軽トラの荷台にいっ
ぱい!！

時間／９：００～１２：３０（雨天決行）
場所／新城中央通り商店街・亀姫大通り

●お問い合わせ
主催／新城市・新城市商工会
運営／のんほいルロット実行委員会
事務局／新城市商工会
　　　　新城市字中野15番地10　TEL:0536-22-1778のんほいルロット

開催日程

故 郷
おいしさ
バンザイ

買い物だけでなく、おしゃべりをしたり、友達になった
りすることで、お客さんや出店者さんの間で新たな交
流が生まれ、地域の活性化につながっているようで
す。歩いて楽しい「しんしろ軽トラ市 のんほいルロッ
ト」に訪れてみてはいかがでしょうか。

第42回 平成25年
8月25日（日）

第47回 平成26年
1月26日（日）

第48回 平成26年
2月23日（日）

第43回 平成25年
9月22日（日）

第44回 平成25年
10月27日（日）

第46回 平成25年
12月22日（日）

（拡大開催）9時～14時30分

第45回
平成25年1１月2４日（日）

ルロットまつり

●交通アクセス
【電車で】JR飯田線にお乗り換え「新城駅」で下車南へ徒歩約3分
【お車で】東名高速道路・豊川ＩＣから「新城方面」北へ約20分

▲子供に大人気

開催日 毎月第４日曜日

▲「のんほいルロットしんしろ
軽トラ市」運営スタッフ  サブ
リーダーの加藤久明さん

▲広報担当の三輪信之さん

新城市の
住民票を持ってるよ！

マスコットキャラクター
「のんすけ」
江戸時代の馬で荷物を
運んでいた姿がモデル。

▲
中部初

毎月第4日曜日、新城中央通り商店街の両端交差点
500m間が歩行者天国となり、70～80台の軽トラックの
荷台に採れたて野菜や海産物、花、衣類や雑貨、豆腐、
五平餅など、多種多様なものを運んできたまま販売す
る店が立ち並び、多くの人たちで賑わいます。
この「しんしろ軽トラ市 のんほいルロット」は、「岩手県し
ずくいし軽トラ市」「宮崎県トロントロン市」とともに日本
三大軽トラ市に数えられています。そのため、日本全国か
ら視察に訪れ、街の活性化事業の参考にされています。
「のんほいルロット」という愛称は、新城地方の方言で
ある「やあ」「ねえ」などの呼びかけ言葉「のんほい」と、
タヒチ名物の屋台レストラン「ルロット」を組み合わせ
たもの。

市役所駐車場

好評
開催中！
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お宅
訪問

●株式会社あみや商事（担当：塩瀬昌男さん）
いつもＬＰガスをご利用いただき、ありがとうございます。
お客様に快適に楽しんでいただけるよう、これからも“安
心・安全・安定供給”をモットーにさらに万全の体制で努
めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

私が
担当

●すしや商店（担当：鈴木直博さん）
鳳来寺山表参道入り口の「おかめ茶屋」さんの五平餅
は、こだわりの米、炊飯、五平餅作りから、焼く、つける味
噌ダレまで家伝でLPガスによるすべて手作りの自慢の
一品です。

私が
担当

▲焼いて、タレをつけて、また炙ることでタレ
の風味が増す。

名号温泉 うめの湯
四季の景色を眺めながら入る天然温泉

おかめ茶屋の五平餅は、お米を炊くところから
全て手作り。毎日、その日の朝に国産コシヒカ
リのお米を2升炊き、すりこぎでついて約50本
分の五平餅を作っています。タレは無添加の
3年熟成豆味噌。秘伝のタレでレシピは門外不
出です。注文を受けてから焼き上げるので、あ
つあつふっくら。
昭和5年に開業し、83歳になるおばあちゃんは
二代目、お嫁に来てから60年以上五平餅を焼
いています。娘さんも後を継いで三代目の修
業中です。

お
宅
訪
問新城市名号字袋林 28－2　  0536-33-5126

みょうごう

営業時間：午前10時～午後9時まで（最終受付
午後8時）、 定休日：木曜日、 大人700円
URL http://www.tees.ne.jp/̃umenoyu/

おかめ茶屋
おばあちゃんの手作りの味

新城市門谷字木戸 1
0536-35-0571

▲事務兼フロント係のゆみちゃん

○泉質：アルカリ性単純温泉　○色：無色、澄明、無臭
○湯量：毎分230リットル　○温度：29.5℃（加水はしておりません）
○効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわ
　ばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、
　疲労回復、健康増進

平安時代初期、弘法大師がこの地を訪れたおりに地名を付け
たと伝えられる名号は、古い歴史と多くの伝説が残されている
静かな山あいの里です。春は、周辺の甘い香りを漂わせる梅
林に小枝から小枝に響き渡るウグイスの声も聞こえてきます。

▲地元で採れた新鮮食材で

作った料理を食べさせてくれる

茶房梅太郎。写真は、梅うどん。

▲▲地元で採れた新鮮食材で

作った料理を食べさせてくれる

林に小枝から小枝に響き渡るウグイスの声も聞こえてきます。林に小枝から小枝に響き渡るウグイスの声も聞こえてきます。

▲緑の自然にかこまれた、ゆったり過ごせる露天風呂。

３年前までは近くに高校があり、多くの生徒に親しまれていた。
今では統廃合により高校がなくなり、寂しいとおばあちゃんは語る。

▲ 高校からの感謝状

●すしや商店私が

の風味が増す。

３年前までは近くに高校があり、多くの生徒に親しまれていた。
今では統廃合により高校がなくなり、寂しいとおばあちゃんは語る。

▲ 高校からの感謝状

たくあんとごぼうのお惣菜が
五平餅を引き立てる。

▲

懐かしい写真がいっぱい。
昭和４３年までは近くに駅も
あり、とてもにぎわっていた。

▲

お土産コーナーには、
アイスクリーム等、名
号うめの里の様々な
特産品がいっぱい。

▲

▲「梅の時期には、生梅プレ
ゼント等、様々なイベントも行
っている。」と、うめの湯の請井
茂樹さん
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新城市 
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皆さまを支える地元の販売店

1
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15 16

11

7

新城市の
販売店の
皆さま

東三河支部 原田幹也支部長のコメント

暮らしに欠かせないガスを扱う仕事は、地域の発展と
ゆたかな暮らしの実現に貢献する「地域密着型」の事
業です。現在、新城市には１７軒のLPガス販売店が
快適で便利な暮らしの提案だけでなく、安全に関わる
重要な仕事として、取り組んでいます。

ＬＰガスは、「災害に強いエネルギー」と
して評価されていますが、東三河支部で
は定期的に防災訓練を行い、ＬＰガス発
電機も常備し、災害時にライフラインの
確保が出来るように備えています。
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グラッときたら、
まず自分の身を守ります

揺れが収まったら、
すぐに火をけしましょう

地震が発生したら

地震で一番恐いのは、火災・津波による二次災害です。そのためにも、余震や家のガラス
や散乱物に注意しながら表に出て、容器のバルブやメーターの元栓を閉め、安全な場所
へ避難しましょう。

ガス栓・メーターの
元栓・容器バルブを
しっかり閉めてくだ
さい。
非常時の持出品も忘
れずに。

容器バルグ・メーターの元栓の閉め方 避難する時

地震の揺れがおさまったら

●ガス漏れに気づいたら、窓を開けて換気 
　してください。
換気扇やスイッチ等に手を触れないでください。

使用していない
場合でも、

ガス栓を必ず閉
めてください。

※ガス使用中に、震度5以上の揺れを感じると、
ガスメーターが自動的に遮断します。

テレビや棚などの倒れ
やすい

家具から素早く離れ、
テーブルの

下に身を伏せ、頭をク
ッションや

雑誌などで保護してく
ださい。

揺れが収まったら、
すぐにガスコンロや

ストーブなどの火を素
早く消し、

ガス栓も閉めてくださ
い。

容器バルブの閉め方は
時計と同じ右回しです。

バルブを閉めることが困難な一人住まい
のお年寄りの方などは、みんなで助けて
あげましょう。

メーターの元栓

（株）あみや商事

柿田燃料店

（株）しんせき

（有）基正商会

斉藤商店

すしや商店

（株）鈴太石油

赤谷商店

豊田石油店

（有）はなや

（株）オーテック南設営業所

ミライフ中部（株）鳳来店

愛知東農業協同組合本店販売所★

愛知東農業協同組合作手販売所

新城市的場46・47合併地
TEL：0536-22-2102

知って安心 LPガスのお話し

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

12

13

14

15

16

販売店名 住所 ・電話番号

新城市 販売店一覧

ツバメガス（株）
新城営業所
ガステックサービス（株）
新城営業所

日本ガスコム（株）
新城営業所

★農協

新城市平井原18
TEL：0536-22-1456
新城市大海字南田62-2
TEL：0536-25-0066
新城市宮ノ前34-8
TEL：0536-22-0419
新城市富永新栄26-2
TEL：0536-22-3237
新城市字南畑7-1
TEL：0536-22-1339
新城市作手高里西ノ内33-1
TEL：0536-37-2012
新城市大野字山伏通52
TEL：0536-32-1052
新城市長篠施所橋12-5
TEL：0536-32-0057
新城市川合内貝津117-2
TEL：0536-33-0626
新城市下吉田字紺屋平72-3
TEL：0536-34-0606
新城市只持宮ノ前33
TEL：0536-36-0019
新城市長篠字東野々5-1
TEL：0536-32-1480
新城市大野字上貝津18-2
TEL：0536-32-1575
新城市副川字塚島45-1
TEL：0536-35-0085
新城市豊栄字鳥居前222-8
TEL：0536-23-3291

新城市作手高里字縄手下117-1
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一般社団法人 愛知県エルピーガス協会
〒460-0011 名古屋市中区大須４丁目１５番１２号
TEL：052-261-2896　FAX：052-261-2898
http://www.aichilpg.or.jp

郵便はがきにクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、上のアンケートの答えを書いて下記へご
応募ください。また当冊子についてのご意見・ご感想が
ございましたらお書き添えいただければ幸いです。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただ
きます。

クイズの答え
①□□□
②□□□
③□□□
●郵便番号・住所
●氏名・年齢
●電話番号　　
●アンケート（1～４）
   「ご意見・ご感想」■締め切り：平成 25年 9月30日（当日消印有効）
はがき裏面の記入例※クイズ正解の方から抽選で100名さまに図書カードをプレゼントいたします。

アンケートにご協力ください。
1.本誌の入手先　2.本誌の全体の印象は？　3.面白かった記事は？
4.面白くなかった記事は？　

31号クイズの答えは、①細井平洲  ②れんげちゃん ③山の芋

物産、観光、歴史、芸能など、地域がもつ
さまざまな魅力をクイズで楽しく紹介。
ヒントは、本誌の中にあります。じっくり
読んでクイズに挑戦してください。

新城城を築城した奥平信昌の改名前の名前は？

新城市

問題
１

しんしろ軽トラ市「のんほいルロット」のマスコット
キャラクターの名前は？

問題
3

満光寺の鶏がいつもより早く鳴いたおかげで、
奇襲を免れた戦国武将は？

問題
2

◎３つの問題の答えを書いて（漢字、ひらがな、カタカナ可）、下記へご応募ください。

愛知県エルピーガス
お客様相談所

052-261-2833

図書カード
100名様
プレゼント


