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中谷 幸俊 氏

富山県赤坂会館とのご縁
緑あふれる広大な庭園に囲まれた

東京都庭園美術館
あさかのみや

くにのみや

東京都庭園美術館は朝香宮邸（朝香宮殿下は久邇宮家第8
王子、妃殿下は明治天皇第８皇女）として１９３３年（昭和８年）
に建てられた建物を、そのまま美術館として公開したもので
す。戦後の一時期、外務大臣・首相公邸、国の迎賓館などと
して使われてきましたが、建設から半世紀後の１９８３年（昭和
５８年）１０月 １日、美術館として新しく生まれかわりました。

アールデコ様式の特徴を伝える
この建物は１９２０年代から１９３０年代にかけてヨーロッパの装
飾美術を席巻したアール・デコ様式を 現在に伝えるもので
す。フランス人デザイナーが、主要部分を設計、内部装飾も
フランスをはじめとする 外国から輸入されたものが多用され
たくみりょう

ています。また基本設計と内装の一部は宮内省内匠寮の建
築家が担当し、アール・デコ様式に日本独特の感性を付け
加えています。 庭園美術館は従来の美術館とは異なり、建
物自体が美術品といえます。そして、作品とその観賞空間と
の間に 交感が生まれるような、新しい美術鑑賞の在り方を提
案しています。

アール・デコとは
1925年の４月から11月にかけてパリで開催された「現
代装飾美術・産業美術国際博覧会（Exposition
Internationale des Arts Decoratifs et Industriels
modernes）」の略称を由来とする名称であり、1925年様
式（LE STYLE 1925）ともいわれています。

東京へのご旅行にはお得な
割引パックをご利用ください。

庭園としての楽しみ

美術館は広大な緑溢れる庭園に囲まれ、自然と建物と美術作
品があわせて楽しめる環境に恵まれ、そこに庭園美術館の名も
弊社の会長・社長を囲む会・幹部の歓送迎会・お客様との会食・
由来しています。
親しい友人夫婦達との会食など、静かにゆったりと時間が流れる
この会館をいろいろな形で活用させていただいております。隠れ
洗練された内装
家的な場所と独占予約の雰囲気は他にない貴重な価値です。
洗練された外観もきれいですが内装や什器も見事です。ガラ 更に、重要なのが食材です。寒くなるとげんげ鍋を囲みたくなりま
スを多用した殿下書斎のデスクなどは、まるでモダンファニ
す。富山湾直送の魚は何よりも喜ばれています。お酒の立山も評
チャーの店にあってもおかしくないぐらい古さをを感じさせませ 判です。
ん。
これからも、肩がこらず、特別の場所と紹介できるこの会館のファ
ンであり続けたいと思います。
富山県アンテナショップ

住所
〒108-0071 東京都港区白金台5-21-9
最寄駅 目黒、白銀台
電話
03-3443-0201
休館日 毎月第2・第4水曜日 (祝祭日は開館し翌日休館)
年末年始、展覧会準備期間（美術館のみ休館・庭園への入
場は可能）
開館時間 午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）

フェア開催情報

都心にあっても楽しめる富山の味

＊ 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
写真は秋の会席料理のコースです、コースは予約制となっております。

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付きセット
＊２１，９００円～４３，２００円
＊ANA（全日空）ジェット利用

2泊、3泊セットも
あります。

＊１０日前までにお申し込みください。

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。

＊フライトスケジュールが選べます
＊1名様より出発OK
＊ お 申 込 、 詳 し い お 問 い 合 わ せ は
A N A セ ー ル ス ＆ ツ ア ー ズ （ 株 ） 富 山 支 店
電話 ０７６-４３１-３３２２ FAX ０７６-４３１-３３３０

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、
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

＊1名様より出発OK

先付け
先付け
先付け
お造里
蒸し物
焼き物
洋 皿
揚げ物

＊列車が選べます

青菜胡麻和え
ずいき卸し合え
烏賊とおくら真子合え
鮪トロ、甘海老、鮃目、蛍昆布〆
土瓶蒸し、松茸他
魳柚庵焼
牛ロース、伊勢海老桑焼
甘海老ときのこ天婦羅
柚子塩、山天出汁
蟹、白海老酢味噌他
鰻飯蒸し
蛤味噌汁
梨、巨峰

＊4日前までにお申し込みください。

酢 物
お食事
留め椀
水菓子

2泊、3泊セットも
あります。

こちらは秋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。

＊JR はくたか 上越新幹線利用

いきいき富山館

◇「伝統工芸士展」 10月2日（日）～8日（土）
高岡銅器、高岡漆器、井波彫刻、などの優れた伝統工芸品
の展示、即売、製作実演、製作体験。「エメラルドサロン」
◇「新米・秋の実りフェア」９月１６日（金）～１０月下旬
新入荷した、富山米コシヒカリ、てんたかくやチューリップ球
根や、氷見産のふくらぎ一夜干しなどを販売しております。
◇「氷見市観光物産展」１０月７日（金）～８日（土）
観光誘客と特産品のＰＲ、販売いたします。
東京交通会館１FイベントプラザA
粗品進呈：５００円以上お買い上げ先着１００名様氷見産コシ
ヒカリ「ひみ稲穂」３合１袋を進呈（両日とも）。
問い合わせ先、富山県アンテナショップ「いきいき富山館」
〒100-000 東京都千代田区有楽町2-10
東京交通会館B１F 営業時間１０：００～１９：００
観光：03-3231-5032、物産03-3231-5032

お問い合わせは

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット
＊２１，３００円～２７，８００円

5年ほど前、青山1丁目にオフィスがあるアクセンチュアへ官公庁
の仕事で勤務することとなり、中沖知事（当時）に面談を申し入れ
たところ、この会館をご指定になり、電子自治体への取り組みにつ
いての考えをお伝えする機会を得たのが最初のご縁でした。今
後この会館を利用できますかと伺うと「是非ともお使いください」と
知事のお墨付きを頂戴したのが始まりです。私自身、高岡の出身
であり、母方は八尾ですので、とても身近に感じられました。

1910年代から30年代にかけてフランスを中心にヨー
ロッパを席巻した工芸・建築・絵画・ファッションな
ど全ての分野に波及した装飾様式の総称です。

東京都内 イベント/催し物案内 ２００５年秋

表参道 同潤会アパート跡地開発

表参道ヒルズ

◇森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ内）
レオナルド・ダ・ヴィンチ展 ～１１/１３
直筆ノート「レスター手稿」日本初公開
現在はマイクロソフト社会長ビル・ゲイツ夫妻が所蔵して
いるダ・ヴィンチ唯一の個人コレクションです

写真右上、旧同潤会
アパート。その他の写
真は建築中の表参道
ヒルズです。

◇東京国立近代美術館工芸館

日本のアール・ヌーヴォー１９００～１９２３
工芸とデザインの新時代
～１１/２７
◇東京国立博物館
北斎展 １０/25～１２/4
ゆっくりお弁当を持っていっても楽しめる必見の建物
◇国立科学博物館
パール展・・・その輝きのすべて・・・10/8～1/22
◇東京都庭園美術館
華麗なるマイセン磁器展 １１/９～１/22
◇東京都美術館
プーシキン美術館展
シチューキン・モロゾフ・コレクション １０/２２～１２/18
◇練馬区立美術館
佐伯祐三展 ～１０/２３
パリの街角や人物を独特の筆致で表現した作家。
◇朝倉彫塑館
特別展 朝倉文夫の青春 －初期作品を中心に－
１０/1～１１/6
◇青山紀伊国屋跡地駐車場内特設ミュージアム
ブルース・ウェバー展 ～10/30
The True Store and Gallery
１５０点以上のオリジナル・プリント作品を展示
◇草月会館
ベルギーのフラワーアーティスト
ダニエル・オスト展 EAST WEST １１/19～１１/24

屋上は、ケヤキ並木とつながるよう出来る限りの“緑化”を実

およそ80年の歴史を刻む

施。高さも前面のケヤキの梢の高さよりも高くならない程度に

同潤会青山アパート

跡地に

「旧同潤会青山アパート」のノスタルジックな外壁の一部を再

“表参道の象徴”として

『表参道ヒルズ』

抑えてあり、欅には陽光が当たるようになっております。また

が来年2月オープン！

オープンに向け工事が進む中、徐々に姿を現しつつある現
場は、早くも道行く人々の注目の的になっております。表参

生するなど、街の歴史や景観との調和にも注意を払われてお
ります。

大人の街として、新たなヒルズ

道の道なりに約250ｍ、表参道の通り全体の約1／4を占める

中心となる商業施設の地下3階から地上3階の6層吹き抜け

という大胆なファサード（建築物の正面）は、一方で、ケヤキ

とスパイラルスロープに沿って、大人の街に相応しいショップ

並木の緑豊かな街の風景にも馴染むシックな佇まいが印象

やレストラン、カフェがオープンいたします。また、中央にはド

的です。

ラマティックな大階段がつづき。国内外のセレブが集う「六

日本を代表する建築家

本木ヒルズ」に次ぐ話題のスポットとして、新たな“ヒルズ”の
始動は、もう間もなくです。

安藤忠雄氏がデザイン
なおこの表参道ヒルズは赤坂会館より、地下鉄青山一丁目
地上6階、地下6階。約100のショップ＆レストラン、住宅、駐車場 より「半蔵門線、銀座線」にて２駅の表参道駅より徒歩３分程
などで構成される複合施設。
です。

スタッフ紹介 石黒 由美子
◇ギネスワールドレコードミュージアムTOKYO(東京タワー内）
ギネス ワールドレコード ミュージアム TOKYOは『ギネス
ワールド レコード』に認定された世界一の記録を映像な
どで判りやすく紹介するアミューズメント施設です。
03-5216-1864
◇サンシャイン スタードーム 満天（池袋サンシャイン シティ内）
プラネタリウム投映機にレーザーを使った最新の恒星加
工テクノロジーを駆使することにより、天の川のひとつひ
とつの星まで見える、より鮮明で自然に近い臨場感あふ
れる星空を体験できます。
03-3989-3546
◇新橋演舞場 「恋ぶみ屋一葉」
明治後期の東京で恋文の代筆業を営む樋口一葉の
元弟子と、彼女をめぐる人々の物語を贈る。浅丘ルリ
子、高橋英樹らが情緒あふれる舞台を展開。演出は
江守徹 １０/１～１０/２７
03-5565-6000
◇歌舞伎座

「芸術祭十月大歌舞伎」 １０/２～１０/２６
昼の部「廓三番叟」 「加賀見山旧錦絵」
夜の部「引窓」 「日高川入相花王」 「河庄」
中村雀右衛門、中村鴈治郎、尾上菊五郎 、坂東玉三
郎、澤村田之助、市川左團次、中村魁春 、中村芝雀
中村翫雀 、市川亀治郎、尾上菊之助 他
03-5565-6000
◇青山劇場
「リトルショップ・オブ・ホラーズ」 11/03～１１/27
山本耕史, 上原多香子, 越中睦, 小堺一機, 浦嶋りん
こ, Tina, 尾藤桃子, 結樺健, QOMO
03-3490-4949(ホリプロチケットセンター)
◇帝国劇場
「マイ・フェア・レディ」 11/04～１１/28
大地真央, 石井一孝, 上條恒彦, 羽場裕一, 浦井健
治, 月丘夢路, ほか
03-3213-7221(劇場)

私が赤坂会館で、働き始めて早いもので、もう7年目になります。
その間、たくさんの富山県の方たちと知り合い、富山弁も話すことができる（正し
いかどうかは？）ようになりました。東京出身の私にも故郷ができた思いです。
赤坂会館は東京見物にはとても便利な立地です。浅草、上野、皇居、銀座、六
本木、新宿、東京ドーム、両国国技館等々、地下鉄で乗り換えなしで行けます。
原宿、六本木ヒルズまでは、散歩も可能です。是非、赤坂会館に泊まって東京
を楽しんでください。

◇東京国際フォーラム ホールC

あ と が き
山口百恵トリビュート・ミュージカル「プレイ
バックPart2 ～屋上の天使～」
暑い暑いと言っていたのが嘘のように秋風が爽やかに吹きぬけて

山口百恵の曲で構成したミュージカル。主演の
高畑充希はオーディションで選ばれた新人。
12/10～１２/20
高畑充希, 榊原郁恵, 鶴見辰吾, 比企理恵,
ROLLY他
0570-02-9940
◇アートスフィア
「42丁目のキングダム」
11/17～１１/27
布施明, 絵麻緒ゆう, 岩崎良美, 佐野瑞樹, 仲代
奈緒, 井之上隆志, 清水明彦, 有福正志(2005
年), 福島勝美(2006年), 檜垣ふみ, 古今亭志ん
彌
03-3498-9999(キョードー東京)

いきます。
田んぼの稲もすっかり刈り取りが終わったようですが、今年の米の
出来はどうだったのでしょうか、ちなみに富山は平年並みとか。
さて、自然との共生をテーマにした、２１世紀最初の国際博覧会
「愛・地球博」も、入場者数の予想を７００万人も上回る大盛況の内
に終了しました。
次の万博は２０１０年の上海ということですが、今度はどんなパピリオ
ンが立ち並ぶのか、今から楽しみです。
一方で、今年は去年に引き続き、自然災害の多い年になりました。
日本人は海外で起こった出来事についてはつい無関心になりがち
ですが、原油の高騰に象徴されるように、いつのまにか、我々の生
活にも影響が出てきています。
これも世界のグローバル化が大きく進んでいるということの表れで
◇日生劇場
はないでしょうか。
「ジキル＆ハイド」 12/04 ～１２/28
これ以上の大きな災害や事故が起きないことを願うとともに、「備え
鹿賀丈史, マルシア, 鈴木蘭々, 石川禅, 浜畑賢 あれば憂いなし」の精神で、今後も日々努めていきたいものです。
吉, ほか
03-3213-7221(帝国劇場日生公
演係)
日ぐらしや 木に啼むしは まだ暑し
芋の葉や 蓮かと問えば かぶり振る
横井也有

