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急病人やケガをした人を
必要な救命処置をしながら
いち早く病院へ運ぶ。

土日には実際に乗って
写真撮影が出来ました。

事件や事故現場にかけつけ、
捜査や取締りを行なうほか、
市民の安全を守るため
巡回(パトロール)を行なう。

火災の現場で、
火のいちばん近くで水をかけ、

火を消す。

期間中実際に乗って
写真撮影ができました。



今年で３回目となる「はたらくクルマ大集合」展では、はたらくクルマの役割や仕組みを知
ってもらうだけでなく、それに乗ってはたらく人についても詳しく紹介しました。
実際にはたらくクルマを取材し、その多様な装備や機能、歴史などを紹介。また警察官、
消防官、救急救命士、ロードサービス隊員、建機オペレーターに直接会い、仕事内容だ
けでなく、取り組む姿勢や仕事に対する想いなどを聞き、皆さんに分りやすく伝えました。

様々な色を塗って世界に１台しかない
消防車や災害指揮車を完成させました。

全部押せたらミニブックになります。

大きな災害が起きた時に救助に
駆けつけるＪＡＦの隊員や
車両を指揮する。

土日には実際に乗って
写真撮影が出来ました。

バケット(先の部分)を使って、
地面を掘ったり削ったり、
土を運んだりと、

どんな工事現場でも活躍する。

倉庫や工場など、
限られた場所で荷物の
積み下ろしや
運搬をする。

図書室では、はたらくクルマの
絵を描いて図書室にかざりました。

企画展担当者より
　この企画展を通して、はたらくクルマの面白さ、専門的な職業に携わる人の厳
しい世界を知るとともに、真摯に仕事に取り組む姿勢に感銘しました。
　クルマやその職業に対し、理解を深めるとともに興味・関心をもっていただけ
るきっかけになったら幸いです。



企画展期間中の土曜日には、はたらくクルマとはたらく人を
間近に見られる体験イベント開催しました。連日たくさんのお客様に参加していただけました。

安全レディとクックが出てくる安全教室を開催。
愛知警察署の警察官と交通安全クイズで
交通ルールについて学んだ後、
パトカーやミニ白バイと記念撮影をしました。

協力：愛知県愛知警察署

キャリアカーの車両積み込み実演。
クルマ5台がキャリアカーに
積み込まれていく様子を
間近で見ることができ、その後、
運転席に乗って記念撮影がました。

協力：トヨタ輸送(株)



ＪＡＦ隊員によるレッカー車実演。
乗用車が故障してレッカーされる所を
再現して頂きました。新館の大ホールでは、
子ども用J AF作業服を
着てレッカー車と記念撮影をしました。

協力：社団法人 日本自動車連盟(J AF)愛知支部

ポンプ車の放水実演。
はしご車の実演と、ポンプ車の
放水体験も行いました。
子ども達は消防隊員の方と
一生懸命ホ－スを持って
放水体験をしました。

フォークリフトの持ち上げ実演。
重たいタイヤを持ち上げる姿や
小回りのきく様子を実演して頂きました。
また、子ども達はフォークリフトと
トラクターショベルの乗車体験と
記念撮影も楽しんでいました。 

協力：（株）豊田自動織機
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フォルクス・ ワーゲン38 プロト タイプ
1938 ／ドイツ

○全長×全幅×全高： 4050×1550×1550mm　

○軸距離： 2400mm　 ○エンジン： 空冷水平対向4気筒OHV　 985ｃ ｍ3　 24ｈｐ ／ {18ｋＷ} ／ 3000min-1



世界を驚かせた
フォルクス・ワーゲン（国民車）の誕生

本館2階展示場でモーリスエイトと並んだVW38（右）

当時のライセンス・プレートをつけたVW38レプリカ

「 大事典」（平成（平成W 22年刊）年刊）

西川　稔

Volkswagen

フォルクス・
 ワーゲン38 
プロトタイプ
［1938年 ドイツ］

はじめに
　今回は、フォルクス・ワーゲン38  プロト
タイプ（1938年レプリカ＝以下、ＶＷ38と略）
を紹介します。実はこの車両は、20年前の
開館準備段階で、展示にこぎつけるまで、
さまざまな紆余曲折があり、大変苦労した
車両です。その意味で、開館の準備段階
から展示に携わってきた小筆としては、忘
れがたい思い出の１台と言えます。
　今回の車両紹介は、従来のものとは趣
きを変え、展示までの経緯や展示の意味
などを中心に、故五十嵐平達氏の著作から、
紹介します。

暗中模索の中で進められた
レプリカ製作
　今年４月、トヨタ博物館は開館20周年を
迎えました。今から20数年前、開館の準備
段階に思いをはせてみますと、展示車両の
収集やレストレーションについて、当時は、まっ
たくノウハウがなく、大変苦労したことは言
うまでもありません。その中で、特に監修者
の五十嵐氏から、強く展示の要望が出され
たＶＷ38については、もちろん本物の車両

は収集不可能であり、そのレプリカを製作
するについて、どのように進めていったらよ
いか、まさに暗中模索の状態でした。
　当時、欧米車の収集について、ヨーロッ
パはオランダのトヨタ代理店ローマン＆パ
ルキ社の社長、Ｅ．Ｖ．Ｎ．ローマン氏へ、ア
メリカは米国トヨタのスタッフへお願いし
ていました。まず、わたしたちは藁をもつか
む思いで、ドイツ車であることから、ご自身
でも自動車博物館を所有するローマン氏に、
レプリカ製作の労をとってもらうようお願

いしました。

　何度も連絡のファックスを交換し、同氏
の来日時には、個別にこの車両について
の打ち合わせの機会を持つなどして、検討
を重ねていった結果、レプリカのベース車
両の収集、そして1938年仕様への改造へ
と話を進めていくことができました。また、
監修者の五十嵐氏には、逐一ご報告し、資
料の提供等をお願いしました。
　結果として、ローマン氏はレプリカのベー
ス車両として、1952年モデルの良い状態
の車両を捜し出してくれ、これをもとにして、
ブルーグレイのボディ・カラーをはじめライ

展示車紹介 フォルクス・ワーゲン38 プロトタイプ

5



「世界の名車－絵で見るくるま文化史」五十嵐平
達著 昭和52年 朝日新聞社刊／「ＶＷ大事典」
五十嵐平達著他 平成2年 株式会社ネコ・パブリッ
シング刊／「ワーゲン・ストーリー」ジェリー・スロニ
ガ著　高齋正訳 昭和59年 株式会社グランプリ
出版刊／「われらがワーゲン」昭和53年 講談社
編／「ＶＷビートル」西尾忠久編 昭和55年 KKロ
ングセラーズ刊

【参考文献】

英書に出てくるVW38の写真、ライセンス・プレートの
考証の参考となった 

VW3（1936年）

VW30（1937年）

センス・プレート、バンパー、ホイールキャップ、
ミラーその他クローム部品のモディファイ
を行うことになりました。このようにして、何
とか開館に間に合わせることができたのです。
　のちに五十嵐氏はご自身の著書で、こ
の車両を紹介しています。（写真入り記事
の解説文をそのまま紹介します）

　五十嵐氏ご指摘のとおり、オリジナル車
では「DAF」というナチス政府配下のドイ
ツ労働戦線のイニシャル入りマークが、ホイー
ルキャップにプレスされていたとのことです。
しかし、世界各国から当館へ来館されるお
客様を思い、さまざまな国民感情に配慮し
た結果、当館としては、「ツルツル」とした
のです。（なお、ホイールキャップをはじめＶ
Ｗ３８、およびその後のk．ｄ．f．（カーデーエフ）
等の考証は、「ＶＷ大事典」で五十嵐氏が
詳しく解説しています。）

ＶＷ38の誕生について
　すでにＶＷ38については、さまざまな文
献があり、ここでは詳しく述べるつもりはあ
りません。ごく簡単に「年表」風に、その誕
生までを追ってみましょう。

1933年 1月
ヒットラーによるナチス政権樹立

1933年 2月
国際自動車ショーでヒットラーが「国民の
ための車づくり」宣言
1933年 秋
フェルディナンド・ポルシェ博士へ開発指示
1936年 10月
「大人２人、子供３人が十分に乗れること、
1000マルク以下の価格」等の条件。
３台の試作車。５万キロにおよぶテスト走行。
＜ＶＷ３＞
1937年
試験生産30台。＜ＶＷ30＞
1938年 5月26日
最終生産モデルのプロトタイプ
＜ＶＷ38＞誕生
（これをヒットラーはk．d．f．（カーデーエフ）
＝「喜びによる力の車」と命名。
以降、一時期、車名がｋ．ｄ．ｆ．となる。）

ＶＷ38の特徴と歴史的意義
　ＶＷ38は、独特の流線型スタイル、四輪
独立懸架、リアエンジンといった進歩的な
設計であったことは、広く知られています。
ここでは、その歴史的な意義について、五
十嵐氏の著作からご紹介します。

　まさに、世界の自動車界が驚愕したクル
マの誕生であったわけです。そして、五十
嵐氏が指摘のとおり、時代こそ移ったが、
第二次世界大戦後、その後継であるフォル
クス・ワーゲン・ビートルは、ハインリッヒ・ノ

ルトホフらによる「輸出攻撃」で、世界市場
を席捲していくことになるのです。

ま  と  め
　当館では「1930年代の後半、ヨーロッパ
での大衆車への回答」という位置づけで、
フランスのシトロエン11Ｂ（1937年）、イギ
リスのモーリスエイト・シリーズ１（1937年）
と並んで、このＶＷ38を展示しています。レ
プリカではありますが、以上、ご紹介したと
おり、このＶＷ38の歴史的意義や重要性
を再認識していただき、さらに同時代のモー
リスエイトと並べて展示したことの意味に
ついても、ご理解いただければ幸いです。
　改めてＶＷ38の前に立ってみますと、当
時の小筆の不明が大いに恥じ入られます。
同時に、故五十嵐平達氏、Ｅ．V．Ｎ．ローマン
氏はじめ、この車にかかわっていただいた
多くの方々に感謝の思いでいっぱいです。

　「このＶＷが当時世界に注目された
理由は３点あるとおもわれる。第１は労
働者層へ自家用車を所有させる目的を、
ナチス政府自身が企画実行したという、
世界に例のないシステムで生れた車
であること。第２に当時の世界自動車
界では考えられなかった価格対性能
のバランスを完成していたこと。第３は
フェルディナンド・ポルシェの非凡なア
レンジによる完成度であった」

　「1938年公表された時点で世界が
注目したのはむしろ第１第２の点であっ
た。特に第１の点に関しては、例え国
営工場であっても西欧の資本主義社
会では考えられない政治的背景を前
提としており、自由競争無しでは優れ
た自動車は生れないと考えていた、当
時の自動車界を驚かせたのである。彼
等が一番心配したのは、将来この車が
自国市場に輸出攻撃をかけてくるので
はないかという事であった。」（以上、『Ｖ
Ｗ大事典』より引用）

（１）『ＶＷ大事典』（平成2年9月株式
会社ネコ・パブリッシング刊）
　「トヨタ博物館ではＶＷ３８のレプリ
カとモーリスエイトを比較展示する事で、
その時代に於けるＶＷの価値評価を
示している。レプリカのオリジナルは例
の111Ａ43025号車、カラーもブルーグ
レイと原型に忠実だが、オランダ製な
のでナチスに関係したものは消す方針
からホイールキャップはツルツルである。
この2台を並べるとビートルが生れた時
の驚きが良く解る。モーリスは当時のイ
ギリスではベストセラーであり、ＶＷと
同サイズ。」

（２）『写真が語る自動車の戦後』
（平成8年8月株式会社ネコ・パブリッシ
ング刊）。
　「現在トヨタ博物館に展示してある
車体色ブルーグレイの増加試作車（レ
プリカ）で、111Ａ（スツッツガルト）のラ
イセンス、ナンバーとテスト車の標示プ
レートをつけたタイプ38、1938年当事
のイギリス人記者が撮影した写真を忠
実に復元したもの。」

展示車紹介フォルクス・ワーゲン38 プロトタイプ
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みなさんはマンガを読むとき、その中に出てくるクルマにも注意して見たことがありますか？
自動車マンガにクルマが登場するのは当然ですが、
クルマは少年マンガ、少女マンガ、ファミリーマンガなどにも出てくることがあります。
この企画展ではいろいろなマンガをとりあげてその中に登場するクルマについて紹介します。
マンガを楽しみながらクルマへの関心・興味を深めてもらい、
クルマに親しんでもらえたら嬉しいです。

みなさんはマンガを読むとき、その中に出てくるクルマにも注意して見たことがありますか？
自動車マンガにクルマが登場するのは当然ですが、
クルマは少年マンガ、少女マンガ、ファミリーマンガなどにも出てくることがあります。
この企画展ではいろいろなマンガをとりあげてその中に登場するクルマについて紹介します。
マンガを楽しみながらクルマへの関心・興味を深めてもらい、
クルマに親しんでもらえたら嬉しいです。



自動車史研究者であり、当館の展示監修者であった
故五十嵐平達氏のアーカイブズ・コレクションをシリーズで紹介します。
（当館ホームページのブログ「クルマ研究★宝箱」から抜粋です）

戦直後の経済・社会の混乱期、まだクルマ市場はほとんど
冬眠状態でした。やがて平和産業や人々の自由な活動が
始まり、交通手段への要求が高まろうとしていました。当時

ガソリンの輸入は禁止されており、一般の人々の手には入らないことか
ら、輸送手段はもっぱら薪や木炭を使う代用燃料車が主でしたが、戦争
で多くの住宅が焼失したり、工業の全面的な停止等によって電力は
余っていたこともあって、人々の関心は電気自動車にも向けられました。
その環境のもとで日本電気自動車製造(株)や中島製作所、神戸製鋼
等の戦前からのメーカーが電気自動車を世に出しましたが、その中で最
も精力的に展開したのが東京電気自動車(株)(後に富士精密工業→
プリンス自動車工業→日産自動車傘下へ)の「たま電気自動車」です。
立川飛行機(株)から分離独立した東京電気自動車(株)（会社発足は
1 9 4 7年6月）は1 9 4 8年から生産停止となる1 9 5 0年まで毎年3 0 0～
4 0 0台を製造販売し、ドン底の日本経済状況の中で大いに気を吐いた
ものでした。
当館の五十嵐コレクションの中に同社の発行したカタログの写真があ
ります。モデルごとに写されたこれらの写真はこのクルマの姿をいろいろ
語ってくれます。同車の性能を見てみると1 9 4 7年の“たま”「E4 S��-4 7
型」（写真①）では最高速度3 0 km/ h、一充電走行距離6 5 kmでした
が、年々、新モデル登場ごとに改良され、1 9 4 8年の“たまジュニア”で
は、それぞれ3 6 km/ h、9 0 km。同1 9 5 0年型（写真③）では4 5 km/ h、
1 3 0 kmに向上。また1 9 4 9～5 0年登場の“たまセニア”（写真⑤、⑥、
⑦）では5 5 km/ h、2 0 0 kmに達しています。
たま電気自動車の特長は、このように年々、充実させた商品ラインアッ
プに加えて、当時としては斬新なスタイル、そして技術的に優れていたこ
と等があげられるでしょう。1 9 4 8年春、商工省（当時の通産省）主催で
行われた電気自動車の性能試験で「たまE4 S -4 7型」が各社からの参
加車を抑え1 3項目の試験のうち最高速度、加速、一充電走行距離な
どの主要1 2項目でトップを獲得しました。特に最高速度は他社より
2 0 %も速く、一充電走行距離では2 8 km/ hで9 6 km走り、当時の
「2 0 km/ h走行で5 0 kｍ位」という常識を大きく打ち破りました。さらに翌
年秋の第２回の性能試験ではたま「セニア」が一充電で2 3 1 km、1 0
時間ノンストップ走行という好成績をおさめて関係者を驚かせました。当
時のバッテリーは大型で重い鉛蓄電池で、バッテリーだけでも「たま」の
初期トラックで3 0 0 kg以上、中型乗用車「セニア」の場合などボンネット
とトランクはバッテリーで一杯になり、その重量だけでなんと6 7 5 kgにも
なったようですが、それを積んだ重いクルマを同社は努力によってここま
で性能を向上させたのです。

終



◎ エンジン型式: 水冷直列6気筒OHV
◎ 総排気量: 3 1 7 9 c c　　
◎ 出力: 6 0 / 4 4 / 3 0 0 0 (馬力/ k w / min -1 )
◎ 変速機: 前進3段、後退1段M/ T(フロア)FR駆動方式
◎ 6ボルト(ーアース)仕様

　展示場では見にくいクラシックカーの運転席廻りの操作装
置や計器類についてご紹介します。今回は、シボレー コン
フィデレイト シリーズBA(1 9 3 2年アメリカ)です。1 9 2 0年～
1 9 3 0年代は、フォードとシボレーの販売競争は激化していき
ました。実用性と飾り気の無いフォードモデルTに対してシボ
レーは、上級化の商品戦略でフォードを脅かすようになりまし
た。そこでフォードは、モデルAを市場に送り出すことになりま
す。シボレーは、主力車種に6気筒エンジンを搭載してこれに
対抗、そして生まれたのが、このコンフィデレイトシリーズBA
で、当時大衆車は4気筒が一般的でしたが、この車は6気筒

エンジンを搭載した高級大衆車で、豪華な外観や内装から、
� ベビー　キャデラック� の愛称で親しまれました。これに対して
フォードは当時高級車に搭載されていたV型8気筒エンジンを
搭載したモデル4 0を発表し、これに対抗しました。この後、勢
力図はフォードからシボレーに変わっていくことになります。
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インパネ（メーター） ワイパー&Fウインドウ開閉ハンドル

ペダル（フロア） エンジンルーム関係

SPEC

油圧計 チョークノブ スロットルノブ

スタ―タースイッチ（足踏み式）クラッチペダル

ブレーキペダル

アクセルペダル

シフトレバー パーキングブレーキレバー イグニッションコイル キャブレター

ディストリビュータ 燃料ポンプ

フロントウィンドウガラス開閉ハンドルイグニッションスイッチ

ワイパースイッチ（バキューム式）

フリーホイールノブ

ライトインジケータ ライトスイッチ

速度計

タイミングノブ

水温計 電流計 燃料計

排気ライザーノブ



今回ご紹介するカタログは、「夢のエンジン」と呼ばれた
ロータリーエンジン専用モデル、マツダ・コスモスポーツです。

清水 道明

ロータリーエンジンとコスモスポーツ
　ロータリーエンジンは、1959年ドイツのNSU（エヌ・エス・ウー）がヴァンケル博士
と共に試験開発に成功と発表、技術提携したマツダ（東洋工業）が、社運を賭けて
開発に取り組み、苦難と挑戦の歴史を乗り越えて実用化したものです。英語ではヴァ
ンケル(Wankel)エンジンと呼ばれます。
　コスモスポーツは、1967年5月に発売された世界初の2ローターモデルで、ロータリー
エンジン搭載車としても、1964年11月発売、本家NSUの“ヴァンケル・スパイダー"
（1ローター）に次ぐ、世界で2番目の量産車です。
　ロータリーエンジンの特長は、軽量、コンパクトで高出力、優れた高速性能をもつ
ことで、この特長を活かす専用モデルとして2シータークーペのスポーツカーが開
発され、“コスモスポーツ"と命名されました。
　発売までの経緯を辿ると、まずは1963年の第10回全日本自動車ショウに初めて
2基の試作ロータリーエンジン単体を出品。このとき、当時の社長だった松田恒次
氏が未発表のコスモスポーツで会場に乗りつけ、人々を驚かせたというエピソード
が伝えられています。翌1964年の第11回東京モーターショーでは正式に車両とし
てプロトタイプのコスモスポーツを発表。しかし、市販に漕ぎ着けるまでにはさらに2
年以上の歳月を費やしました。
　発売後の1968年には、2台のコスモスポーツをドイツ、ニュルブルクリンクでの
84時間耐久レース、“マラトン・デ・ラ・ルート"に送り込み、内1台が4位で完走する
健闘を見せて、信頼性・耐久性を実証しました。
　1972年9月の生産終了までに累計1176台が造られ、現在のRX-8の系譜につな
がっています。因みに、マツダは現在、ロータリーエンジン車を生産する世界唯一の
メーカーです。

憧れのコスモスポーツ
　今回ご紹介するのは、トヨタ博物館本館3Fの常設展示車両と同じ、1968年のマ
イナーチェンジ後の後期型（L10B型）のカタログです。白黒のモノクローム、広げ
ると760mm×340mmの大判で、なかなか迫力があります。この時の変更で全長は
10mm短縮しながらホイールベースを150mm延長して高速安定性と乗り心地の向
上を図り、また491cc×2のエンジン排気量はそのままに出力は110psから128psに
アップ、最高速度は200km/h、0-400m加速15.8秒の高性能を誇りました。同じ頃
の日産のダットサン・フェアレディ2000が91万円だったのに対して、158万円と価格
もスーパーでしたが、マツダのイメージリーダーとして大きな役割を果たしたのでした。

　コスモスポーツはTVにも出演しています。1971年4月から放映された「帰ってき
たウルトラマン」の地球防衛組織“MAT"(Monster Attack Team:怪獣攻撃隊)の
特捜車両「MATビハイクル」としてコスモスポーツの後期型が採用されました。
　また、漫画「サーキットの狼」では、主人公風吹裕矢の宿命のライバル早瀬左近の
幼友達、山岸みのりが赤いコスモスポーツを駆って公道グランプリに参戦しています。

“コスモ”（宇宙）の名前通り、まるで宇宙船のようなイメージの外形スタイル

バンパーで上下に分割された特徴的なテールランプと、低く構えたフロントマスク

フロントミッドシップに低くマウントされたロータリーエンジンのコンパクトさがうかがえる

ステアリングとシフトノブはウッド。インパネには７連メーターが並ぶ。パーキングブレーキはサイドのレバー式

実物大のロータリーエンジン断面。
繭型のローターハウジングの微妙な“トロコイド曲線”がよくわかる

東洋工業五十年史 東洋工業株式会社 1972／マツダ 三樹書房 2009／MAZDA ROTARY 
SPORTS ネコパブリッシング 1979／マツダ・ロータリーエンジンの歴史 グランプリ出版 2003／
ロータリーエンジンの20年 グランプリ出版 1982／ROTARY ENGINE ARCHIVES ニューズ出版 2008
／マツダ HP（マツダの名車たち）

【主な参考文献】

マツダ・コスモスポーツ

マツダ・コスモスポーツ
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ロータスエリート（1 9 6 1 /イギリス）
篠田篤志様

トヨタWILL Vi (2 0 0 0 /日本)
泰松潤様

トヨタ　ハリアー（1 9 9 9 /日本）
布垣直昭様

当館の西川稔 学芸員が、このほど愛知県博
物館協会から功労賞の表彰を受けました。こ
れは2 0年以上にわたり、博物館発展のため
に尽力したことが認められたもので、当館とし
ては開館以来、はじめての受賞となりました。

館内インフォメーションスタッフ「TAMキャス
ト」のユニフォームを一新しました。春夏は
爽やかで活発、秋冬は親しみやすく優しいイ
メージとし、クールビズ/ウォームビズをテー
マにそれぞれ2パターンで着用できるデザイ
ンを採用しました。新たな気持ちで皆様のご
来館をお待ちしております。

今年で3回目を迎える東京でのクラシックカー
のイベントです。一般募集したクラシックカー
の公道パレード等を実施します。
車両募集は1 0月1 2日（月）まで。

7月2 5日(土)、2 6日(日)にCAR検(自動車文
化検定)フェスティバルが開催されました。高
島鎮雄さんと岡部いさくさんのクルマ薀蓄合
戦、松任谷正隆さんと飯田裕子さんによる
トークショーが行われ、約1 5 0名の受講者が
熱心に耳を傾けました。

この度、本館２階のフォード モデルＴ横に
同車のシャシーを展示しました。これは
2 0 0 6年（平成1 8年）まで、東京・交通博物
館に展示されていたもので、当館が長期借
用しています。ぜひご覧ください。

7月1 8日(土)～ 9月2 7日(日)企画展「はたら
くクルマ大集合」に合わせてギャラリー展世
界の自動車切手「はたらくクルマ」を開催しま
した。世界から収集した1 2 0 0点以上のはた
らくクルマに関する切手を展示しました。

7月1 2日(日)にCGクラブのイベントを開催し
ました。今年のテーマは「環境マシーン&2 0
周年」。自動車ジャーナリストの川上完さんと
中部博さんを迎えて、トークショーやバック
ヤードツアーなどのプログラムで交流を行い
ました。

うんちく

h ttp :/ / w w w .to y o ta .c o .jp / Mu s e u m/ c c f2 0 0 9 /
in d e x .h tml
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6月2 0日(土)～7月7日(火)まで「七夕イベン
ト」を開催しました。七夕に関するクルマや笹
飾り、子ども向け工作教室を開催しました。

8月1 3日(木)～1 6日(日)は「サマーメモリー
2 0 0 9」を開催しました。毎年人気の木のク
ルマに加え、色々な柄のコースターができる
タイルアートも開催しました。

今回の夏の企画展「はたらくクルマ大集合」はおかげさまで、お客様に大人気となりました。私もP 3 ､4で紹介した連動イベントを担当

し、たくさんの子ども達に参加していただくとともに、改めて小さい頃からクルマに触れ合って少しでもクルマに興味をもってもらうこと

は大切だなと思いました。次回は「マンガとクルマ」展です。ぜひお楽しみください☆　（加藤千晴）

おすすめ ステーキランチ

企画展『マンガとクルマ』開催期間中の特別メニュー
も内容盛りだくさんでお得なセットとなっております。
ぜひお召し上がりください！

TOYOTA 2 0 0 0 GT 2 0 th 
Annive rs a ry SET 
トヨタ博物館開館2 0周年を記念して
5 0 0個限定販売中です!

ソフトアイス　マロン味
秋の味覚、マロン味が秋季限定で登場！他
にも秋季限定メニュー、ベイクドスイートポ
テトも販売します。カフェでは、ドリンク・軽
食をたくさん取り揃え、お手頃価格で提供
しております。

1 9 6 7モデル(Wh ite )とOp e nモデル(Wh ite )の2台
セットをトヨタ博物館2 0周年記念オリジナルパッケー
ジにした貴重な1品です。この機会をお見逃しなく!

クルマの動力源の移りかわり

・サーロインステーキ
　～マッシュルームソース～
・サラダ　・パンまたはライス

現在一番普及しているクルマは1 9世紀
末に発明されたガソリン自動車ですが、
他にも様々な動力源があります。

1 8世紀、初めて作られたクルマは蒸気自動車でした。構造が簡単でパワーがありますが、蒸
気の圧力が上がるまで時間がかかることなどから1 9 3 0年までにはガソリン自動車にとって
かわられました。電気自動車は1 8 7 0年代に登場。運転が簡単で静かでクリーンな反面、1回
の充電で走る距離が短く、高価なため広くは普及していません。また、日本では石油不足の
戦中・戦後に、代替燃料として木炭や薪が使用されました。将来的には、ＣＯ２削減や石油資源
の枯渇を見越し、電気のほか、バイオエタノールや天然ガスなどが注目されています。

みなさまのご利 用をお待ちしております！

寺澤様ファミリー（愛知県岡崎市）

トヨタ博物館へは何度か来たことがあります。今日は、子ど
もが夏休みなのと、はたらくクルマが大好きなので、家族と
親戚で遊びに来ました。特に消防車が好きで町で見かけて
も振り向きます。衣装などを着て写真を撮れたり体験できる
ことはとても楽しめますね。工作イベントも楽しみです。ま
たこのような体験の豊富な企画展を開催して欲しいです。
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トヨタ自動車株式会社　トヨタ博物館
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