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都心の中の静かなたたずまい。
緑に囲まれた閑静な中に佇む富山県赤坂会館

ワクワク！ドキドキ！TBSの再開発
都心では、テレビ局やホテルを核とした、町の再開発が行わ
れております。既存の話題のスポットとしてはお台場がフジテ
レビ、汐留が日本テレビ、六本木ヒルズにはテレビ朝日・・・

交通の要所赤坂
ビジネスでは、
各省庁等へは、お車で10分程度の距離にあり

観光としては
地下鉄にてお台場、ディズニーランド、汐留、丸ビル
などがが２０～３０分圏内にあります。
近隣には話題の新スポット、六本木ヒルズが一駅の
数分圏内にあります。

当会館がある赤坂も現在、TBSを中心に約７００億円を越える
巨費を投じ1万坪の敷地を再開発しております。
その中核は１８０Mの超高層ビル、六本木ヒルズや丸ビルをもし
のぐであろうそのビルは約1万人のビジネスパーソンが働くこと
になります。また、劇場やライブハウスなどの文化的な施設も
併設されます。
本格的なミュージカルや音楽を堪能した後は、このオフィスビ
ルの低層部に展開する、ここにしかない、おしゃれで落ち着い
たレストランでお食事・・・。
もちろん、全国でも有数の繁華街赤坂の街に繰り出して、素
敵なお店を探すという楽しみ方もあります。
3年後の赤坂は、これまで以上に、大人の遊び心を刺激してく
れそうです。
歩く赤坂タウンガイドより

各市町村や企
業の皆様、そし
て一般県民の
皆様もビジネス
に、観光に都心
の拠点としてど
うぞお気軽に、
ご利用ください。

宿泊利用料金 （1名当り）
◆シングル バス・トイレ付
◆ツイン
◆和室 ６～１２畳

1名
７，４７６円
６，７８３円
６，７８３円

テレビドラマのロケ地として当会
館が使用されました。

2名
４，７０４円
４，７０４円

TBS人気ドラマ 「H2」エッチツー
・・・あだち充の人気アニメ「H2」の実写版ドラマが本
年1月より放映しておりますが、私ども会館が、高校野
球の甲子園近辺の宿舎（ドラマの中ではホテル富山
という名前）の設定で撮影されました。
ロケは3月の8日・9日の二日間、朝８：００すぎより夜２
４：００ぐらいの長時間にわたって行われました。撮影
のスタッフ（カメラや照明、衣装や大道具、或いは俳
優のマネージャー）などで３０数名と、俳優１０数名の
計50名弱の大所帯でした。
なお番組は同じく3月の17日、24日（最終回）の2回に
分けて放送されました。
皆様はご覧になられましたでしょうか？

★表示料金の中には税金５％、サービス料１０％、冷暖房費
が含まれております。
★富山県職員の料金は別途定めております。

東京へのご旅行には
割引パックを
ご利用いただけます。

情報

JR往復交通費と
赤坂会館１泊朝食付きセット
＊２２，９００円～３４，８００円
＊JR はくたか 上越新幹線利用

都心にあっても楽しめる富山の味

＊1名様より出発OK
＊お申込、詳しいお問い合わせは
富山県庁生協旅行センター（富山県庁１F）
電話 ０７６-441-1152 FAX０７６－４４１－１１５３

全日空往復交通費と
赤坂会館1泊朝食付きセット
＊２１，５００円～４６，７００円
＊ANA（全日空）ジェット利用
＊１０日前までにお申し込みください。
＊フライトスケジュールが選べます

写真は春の会席料理のコースです。

雪

５，７７５円

月

６，９３０円

花 ８，０８５円

（税金５％、サービス料１０％が含まれております）
その他ご予算に応じて調整させていただきます。

懇親会は和・洋、2つのタイプからお選び
いただけます。

＊1名様より出発OK
＊お申込、詳しいお問い合わせは
ANAセールス＆ツアーズ（株）富山支店

春は、3月からのホタルイカの酢味噌、日本海の珍味シロエビ刺身、夏は庄川、神通川の鮎の塩焼き、白身のキスや太刀魚など、

電話 ０７６-４３１-３３２２ FAX ０７６-４３１-３３３０

秋は新湊産の紅ズワイ蟹、冬は魚の王様、寒ブリなどバラエティに富んだ、豊富な味覚をお楽しみいただけます。

御 献 立

こちらは春のメニューの一例となっ
ております。仕入れの都合により
内容が変わりますので、詳しく
は、係のものにお問い合わせくだ
さいませ。

＊列車が選べます

先付け 山葵菜漬
先付け 梅カルゴ
お造里 活鯵、甘海老、皮剥、
細魚、赤貝
鍋
山菜鍋
焼き物 鰆朴葉焼
洋 皿 牛ロースアスパラ焼
揚げ物 水魚天、甘海老磯辺巻、抹茶塩
酢 物 蛍烏賊、酢和井蟹、生酢
ずいき、防風、うど、蛇腹
お食事 鱒棒寿司
御 椀 鰯つみれ汁
水菓子 白胡麻寄せ

＊4日前までにお申し込みください。

券
用 ビス
様
者 サー
用
利 １杯
ご
左上の点線で切り離しお持ちいただけれ
泊 ヒー
ば、宿泊利用のお客様に限り、コーヒーを
宿 ー
サービスさせていただきます。
コ
赤坂だより

提供時間午前7:30～午前9:00

そうだ、東京にいこう・・・未知なる殿堂
機会がないと訪れることもない国会議事堂。

国会議事堂

平日の見学（国会議事堂参議院）

参議院は見学ツアーを催しており、

平日は、どなたでも参議院を見学することができます。係の者

社会科見学ツアーなどで、連日のように小学生や中学生が訪れております。

（衛視）が本会議場傍聴席、御休所、皇族室、中央広間、前
庭などを案内します。所要時間はおおむね６０分です。見学を

名 称 国会議事堂

希望する方は、直接参議院の参観受付窓口へ申し込んで下

見学時間

さい。
衆議院の見学は現在休止中（ただし衆議院議員の紹介があれば

また、参観コースの導入部である参観ロビーでは参議院の活

可）、参議院の見学は9～17時（受付は～16時、本会議開会1時間

動や役割、議事堂のあゆみ等を紹介する広報展示を行って

前～終了休止）

います。

見学できない日

土・日曜、祝日

東京都内 美術館案内

２００５年春

◇森美術館
都市の模型展
-東京を視る - City Models Exhibition
～7月10日
この展覧会では、いつもと違う視点を通して、ここ数年の
大規模開発によって大きく景観が変わりつつある東京を
描きます。東京、ニューヨーク、上海の3都市 の1/1000
スケール模型を中心に、ハイビジョン空撮映像「東京ス
キャナー」（監修：押井 守氏）の上映や各都市の比較
データなど非日常の視点から眺める、新しい東京をお楽
しみいただけます。

ただし、下記の日曜日には、通常のコースに加え本会議場内を見
学できます。ただし、見学するためには議員の紹介が必要となりま
すので、議員を通じて申し込んで下さい。
国 会閉 会 後 の 第 １・ 第 ３ 日曜 日 の 午 前 １ ０時 か ら 午 後 ３時 ま で
ただし、国会召集日前１週間は見学できません。
料 金 見学無料
交 通
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐで参議院別館で受付。衆
議院の見学は東京メトロ国会議事堂前駅1番出口・永田町駅1番出
口→徒歩3分で衆議院参観通用門で受付
駐車場

なし

所在地

東京都千代田区永田町1-7-1

問合せ先 参議院警務部傍聴参観係 【電話】03-5521-7445

会館を利用して

国土交通省大臣官房審議官
がんばれ

野村 敬明氏

「故郷の味」

吹く風にも春の気配が感じられるようになってきました。
昨年は台風、豪雨、地震と何と自然災害の多い年であったろう
か。今年こそは、災害のない平穏・無事な年であってほしいも
のです。
私は、昭和４２年に上京して早３８年になろうとしていますが、
「富山県赤坂会館」とは、会館のオープン時の昭和４８年から利
用させてもらっているので、３２年の付き合いになります。「建設
省富山県人会」の会合や麻雀大会等、大変お世話になりまし
た（時には会議室も利用しましたが・・・）。
都心にあるにもかかわらず、緑に囲まれた閑静な場所にある
「赤坂会館」。地元の「会館」ということで無理も言い、また、気
軽に利用させてもらっており、いつも感謝感激です。
今も、「富山の味」が恋しくなった時、「富山弁」が聞きたくなっ
た時等々、「郷土料理」と「銘酒」を楽しみに時々通っておりま
す。
時代は急激に変化しております。会館の経営も今が一番厳し
い時。
「ふるさとの味」「赤坂会館」

羽田空港よりのアクセス
羽田空港⇒浜松町
東京モノレール 22分 470円
浜松町⇒大門
徒歩 4分
大門⇒青山一丁目
都営大江戸線 9分 210円
青山一丁目（4番出口）
⇒富山県赤坂会館 ０．６㌔ 8分
乗り換え等含めて約1時間10分程
東京駅よりのアクセス
東京駅⇒赤坂見附
東京メトロ丸の内線 8分 乗換
赤坂見附⇒青山一丁目
東京メトロ銀座線 2分計 160円
青山一丁目（4番出口）
⇒富山県赤坂会館 ０．６㌔ 8分
乗り換え等含めて約30分程

がんばれ

◇森美術館
ジョルジオ・アルマーニ展 ～6/5
◇国立西洋美術館
ジョルジュ・ラ・トゥーレ展 3/8～5/29
◇東京国立近代美術館
ゴッホ展 孤高の画家の原風景 ～５/22
◇山種美術館
桜 さくら サクラ －大屏風も見参－ ～5/8
スタッフ紹介
◇ ブリヂストン美術館
斎藤 久美子
印象派と２０世紀の巨匠たち ～7/20
◇東京都現代美術館
ハウルの動く城・大サーカス展 ４/27～8/21
◇国立西洋美術館
ジュルジュ・ラ・トゥーレ展 ～5/29
◇東京国立近代美術館
ゴッホ展 孤高の画家の原風景 ～５/22
◇浮世絵 太田記念美術館
太田コレクション 歌川広重のすべて 4/1～4/26
入社して以来あっという間の25年、いろいろな方々に数多く ◇ブリジストン美術館
のご指導や、お教えをいただきなんとかここまでやってこれ
印象派と２０世紀の巨匠たち ～7/10
ました。
◇江戸東京博物館
いままでに、ご来館いただきましたお客様に心より感謝申し
シルクロード展 ４/16～7/3
上げます。思い返してみればいろいろなことが思い出され胸
フランスの至宝 エミール・ガレ展 ～4/3
が一杯になります。
今後も、泊まって良かった、利用して良かったと皆様に言わ
れるよう、今一度初心に戻り、大きなホテルにない、家庭的
な暖かみのあるサービスを心がける所存でございます。
どうぞ、ご来館の際には、お気軽に声をかけてくださいませ。
7月生 O型

交通のご案内

あとがき
いよいよ待ちに待った春の到来です。まだ、少し肌寒い日も続

◇最寄の駅からの時間
「青山一丁目駅」４番出口から徒歩約10分、「赤坂見附駅」から徒歩約15分
◇タクシーの順路
赤坂見附方面からは、
通称「青山通り」を「コロンビア通り」へ入り「ドイツ文化会館」前降車

いておりますが木の芽も着実にふくらんでいるようです。
全国の桜の開花予想によると、東京は3月27日、富山は4月6
日が開花予想日となっています。また、これからの時期は入学
式や入社式、企業等の新年度スタート、さらには転勤、人事異
動と極めて慌ただしい日々が続くことでしょう。
当会館におきましても、今年はいろいろな意味で一段と厳しい
年になると予想されます。
しかし、このような時こそチャンスと考え、我々スタッフも一層の
サービス向上と経営努力を図っていく所存です。
そのために心がけているのが、先ずサービス精神（おもてなし）
をモットーに、シンプル（単純化し）、スピーディ（迅速に）、セー
フティ（安全に）、セーブ（節約して）の５S主義です。
このことを肝に銘じ、日々精進していきたいと考えております。
これからもご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申しあげます。
美しき 春日こぼるる 手をかざし

中村汀女

