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進化し続ける東京に新スポット続々

これからも

有楽町に続き東京駅周辺が変身
ー 今東京駅が面白い ー

脚光を浴び続けた六本木に変わり、今熱い注
東京都心にあって、緑に囲まれた閑静な中 目を集めているのが有楽町、そして東京駅周辺
の丸の内、八重洲である。昨年の有楽町「イト
に佇む富山県赤坂会館。
青山一丁目、赤坂見附など地下鉄の拠点駅に シア」オープンに続き、丸の内周辺では、三菱
も近く、都内各地の大学へのアクセスにもと 地所が‘９8年丸の内再開発計画を発表、「大手
ても便利です。
会館では今年も、頑張っておられる受験生
やご家族の皆様に特別なご宿泊プランをご用
意いたしました。
大切な入試の日を迎える皆様に安心してお
過ごしいただけますよう、スタッフ一同、心
を込めてお世話をさせていただきます。
ご宿泊料金は通常料金より、一室１人ご利
用の場合は1,000円、一室２人以上ご利用の
場合は１人につき500円割引させていただ
きます。
町・丸の内・有楽町再開発計画推進協」設立。
（割引後の料金は、次のとおりです）
地権者は約100の企業・団体で構成。
ご利用料金
その後、JR東日本や都などが加わり官民協働
洋シングル 6,500円（バス・トイレ・机付）
で、都市景観や賑わい創出などの議論が進めら
れた。
洋ツイン 5,700円（バス・トイレ共用・机付）
これらの結果として‘02年「丸ビル」竣工。
和６帖
5,700円（バス・トイレ共用座卓付）
昨年４月「新丸の内ビル」開業、９月五ツ星ホ
テル「ザ・ペニンシュラホテル東京」が皇居外
和６帖DX 7,000円(トイレ・応接セット座卓付）
苑を望む絶好のロケーションにオープン。
同１０月には、エキナカ商業施設「グランス
２段ベッド4,200円〔バス・トイレ共用机付）
「食事料金」
タ」が、JR東京駅改札内の地下１階にオープン
朝食 808円、夕食（平日のみ提供1,155円より） 、老舗の名店や立ち飲みバーなどが軒を連ねる
同じ１０月、超高層ツインタワー GranТ
プラン特典
oKyo（SoｕthТowｅｒ、Ｎorth Тower）
＊ 合格祈願グッズをもれなくプレゼント
が竣工、大丸東京新店が１１月ノースタワーで
＊ 電気スタンド無料貸し出し
＊ 富山の名水 Оｒ缶コーヒー１本プレゼント オープン。東京駅を出て八重洲口から眺める
ノッポビルの外観は圧倒的であり、まさに２１
＊ １階ロビーインターネット無料サービス
世紀を見据えた景観といえる。
＊ １階食堂に受験生電子レンジ備え付け
今後‘11年には、東京駅の保存復元完成（赤
＊ 合格祈願特製おにぎり（要予約３５０円）
レンガの屋根の形状を建設当初のドームに改
修）などが予定されており、これからも駅周辺
は目が離せない。
JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット
＊２２，５００円～２７，２００円
＊JR はくたか 上越新幹線利用

瞳の輝きを忘れないように

（株）セミコンダクタ
ポータル
代表取締役
谷 奈穂子さん

人生の縁とは不思議なものです。「生粋の」文系の私が半
導体に25年も従事するとは思ってもいませんでした。
魚津に生まれ育ち、中学、高校時代の6年間は富山へ電車
通学。魚津では日本海に夕日が沈みます。海岸沿いで、ふと
振り返ると、背後には剣岳や立山連峰、日本有数の北アルプス
の鋭鋒が屹立して迫り、そこにたたずんでいるだけで心に沈ん
だ悩みなど吹き消してくれました。
大学以来東京に住まい、いつしか富山の自然の豊かさか
ら、情報の豊かさに生活の視点が移ってしまっておりました。洋
酒メーカの国際マーケティング部に勤務後、学生時代の縁で
米国のハイテク産業のサポートをすることになり、それが転じ
て、半導体というエレクトロクスの根幹となる電子部品の産業に
身をおくことになりました。1980年代、日本の半導体産業は見
事な成長を遂げ、米国に追いつき世界の産業の牽引役となりま
した。何事にも死に物狂いで目標にむけてスパートする姿は美
しく、技術者の目の輝きは今も胸に残っております。その瞳の
輝きは今、韓国、台湾、中国、インド、シンガポールへと拡がり、
日本は追う立場から、追われる立場へと変わり、新たな課題に
挑戦しています。
半導体大手メーカ等17社が出資する弊社は、約１万人の半
導体技術管理職のメンバーに向けて情報を発信し、官庁・機関
等の調査・コンサルティングなどマーケティング活動を行ってい
ます。専門外の分野での仕事は難しいと常に悩みながらも、25
年前に出会った、あの瞳の輝きを日本の業界にも取り戻すこと
に貢献できれば、と願いつつ、仕事を続けております。
魚津には松下電器産業の最新鋭の半導体工場があります。
故郷に出張で訪れ、京都出身の松下の方から、「魚津は堤防
の背後に、切り立つ日本アルプスが見えるという世界でも類稀
なる地形なのです」と『魚津自慢』を聞いた時の喜びは一入でし
た。
もう50を過ぎて数年。それでも人生何がきっかけで変わるか
もしれないと大きな期待をしながら、瞳を輝かせることだけは忘
れないようにしたく思います。
幸いにして、私の職場近くに故郷を感じさせてくれる所があ
り、富山県赤坂会館もその内の１つとして、重宝しております。
これからも、機会をみて訪ねたいと思っております。

都 心 で楽 しむ 富 山 の 味
2泊、3泊セットも
あります。
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＊4日前までにお申し込みください。
＊列車が選べます
＊1名様より出発OK
＊ お 申 込 、 詳 し い お 問 い 合 わ せ は
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
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写真は雪会席料理のイメージです、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
＊２３，９００円～３４，３００円
＊ANA（全日空）ジェット利用

2泊、3泊セットも
あります。

（税サ込み料金）

雪６，０００円 月７，０００円 花８，０００円

＊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
＊1名様より出発OK
＊ お 申 込 、 詳 し い お 問 い 合 わ せ は
ANAセールス株式会社富山支店 電話 ０７６-４３１-３３２２
FAX ０７６-４３１-３３３０

春は滑川の蛍烏賊、富山湾だけの珍味シロエビ、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、寒ブリや鱈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。
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美術館・劇場情報 ２００８年 冬
＊国立新美術館
「旅展」ー異文化との
出会い、そして対話
～１月２８日

赤坂・青山ナビ 第三弾

赤坂会館周辺の名所歴史めぐり

ー 先人の足跡をしのぶ ー

赤坂会館周辺には、歴史上に名を残す先人の
足跡をしのぶ名所や歴史スポットが沢山ありま
す。当館にお越しの際は、ぜひ足を運んでみて
はいかがでしょうか。

＊江戸東京博物館
～１月２７日
：北斎ーヨーロッパを
魅了した江戸の絵師
ヨーロッパ絵画に大きな影響を与えた葛飾北斎。オ
ランダ国立民族学博物館所蔵の４０点を中心に日本
初公開作品を展示。
＊国立科学博物館 ～１月２７日
：大ロボット博ーからくりからアニメ、最新ロボッ
トまで
＊東京都美術館 １月～３月
： 公募展 日書展、国際水墨画展など
＊損保ジャパン東郷青児美術館 ～２月１７日
東郷青児美術館大賞受賞記念 小杉小二郎展
＊サントリー美術館 ～１月１４日
：和モード日本女性、華やぎの装い展
＊東京国立博物館 ～２月２４日
：特別展 「宮廷のみやびー近衛家１000年の名宝」

＊東京都写真美術館 ～２月２０日
：日本の新進作家VOＬ・６スティル／アライブ
＊森アーツセンターギャラリー ～１月２０日
：ウルトラマン大博覧会ーROPPONGI天空大作戦
＊ブリヂストン美術館
～１月２７日
ブリヂストン美術館コレクション展
近代から現代までの絵画・彫刻１６０点を展示
＊出光美術館
～２月１７日
：王朝の恋ー描かれた伊勢物語 平安時代のある貴
公子の波乱に満ちた恋物語の数々にせまる。
＊BｕｎKａｍｕｒａザ・ミュージアム１月２０日
まで 故郷スイスの村のぬくもり アンカー展
＊大田記念美術館 浮世絵新春風景 ～１月２６日

＊新橋演舞場

～２７日
成田山開基１０７０年記念 「雷神不動北山桜」
市川海老蔵五役相勤め申し候
＊歌舞伎座 ～１月２６日
昼「猩々」梅玉、染五郎「一條大蔵譚」吉右衛門
福助「けいせい浜真砂」雀右衛門、吉右衛門
「魚屋宗五郎」幸四郎、染五郎、「お祭り」団十郎
夜「鶴寿千歳」富十郎、錦之助「連獅子」染五郎、
幸四郎「助六由縁江戸桜」 団十郎、梅玉、孝太郎

スタッフ紹介 調理 木原 積（つもる）

広島県出身、５６歳、うお座
小、中学校では野球に憧れ、捕手を務める。高校野球の
名門広陵高に合格するも家庭の事情でやむなく断念、調理
人なら食いはぐれは無いだろうとの軽い気持ちでこの道に、

①南部坂 (赤坂２丁目)
浅野内匠頭切腹の後に夫人揺泉院が引き取られ
たところである。浅野式部の赤坂下屋敷（現在
の氷川神社境内）に大石内蔵助が雪の降る日に
最後の暇乞いに参上した。歌舞伎等の「南部坂
雪の別れ」で有名な坂である。

②鈴降り稲荷 (赤坂５丁目)
元は、四谷の服部半蔵の伊賀組が江戸に祭っ
た稲荷であるが、幾度かの火災や大震災を得
て、氷川神社に合祀される。
今も一ツ木の横町は、鈴降り横町と呼ばれてい
る。
一説には、家康が本能寺の変を知り大阪に戻る
際伊賀のあたりで道に迷ったが、鈴の音に導か
れ事なきを得たその名に由来する。
円通寺坂下の住宅の中の見つけにくい所にあ
り、探しあてるのもなかなか楽しいものとか。

いきいき富山館の情報館催し物
富山のベンチャー企業新商品展
日時１月８日（火）～１月３０日（水）
県内ベンチャー企業が生産するアイデアあふれ
る新商品「富山県トライアル発注商品」を展示
２００７年に認定した優れたアイデアを紹介。
腰にやさしい椅子、海洋深層水と絹成分入り美
肌石鹸、癒し系ぶらぶらトンボなど。

富山のおすすめ逸品が勢ぞろいしました
富山の新酒もぞくぞく入荷！
＊立山の賦 シャリに古代米と県産コシヒカリ
ネタにマスを使用した押し寿司１３６５円
＊氷見地酒ケーキ 地酒「曙」の大吟醸を使っ
た贅沢ケーキ、甘さ控え抜群の舌触り５５０円
＊薬膳カレー 上市穴の谷名水と特産里芋を贅
沢に使用 ４７９円
＊氷見牛カレー 自慢の氷見牛と野菜たっぷり
の逸品 ６３０円
＊形状記憶昆布 昆布を水に戻すと「祝い」や
「寿」などの文字が出現 １０個５２５円
＊氷見牛ハンバーグ 氷見牛１００％使用、デ
ミグラスソースもセット。３個１５７５円
＊富山りんごのタルト 魚津の加積りんごを贅
沢に使用
＊鰤しゃぶセット ２人前１０切れ４９５０円

どっこい苦労の連続で忍耐と我慢の世界に。
昭和４１年、大阪箕面市つる家の調理部に入社、以来和
歌山、熱海大観荘などを経て、昭和５７年東京へ。日比谷割
烹月山で調理長として腕をふるう。鬼怒川国際ホテルから、

いきいき富山館 千代田区有楽町２－１０－１
東京交通会館B１F
電話０３－３２１３－１２４４

平成１９年６月当会館勤務。
日本料理技能士のほか調理師指導員の資格を持つ努力
家である。読書は実話物や推理小説など、作家では源氏鶏
太、城山三郎など幅広い。一杯飲むと裕次郎や鶴田浩二な
どの演歌を自然と口ずさむ。富山の白エビは初めて食べた
とか。富山の食材をいかに生かすか格闘の日が続く。
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写真は鈴降り稲荷

③斎藤茂吉居住跡 (南青山４丁目)
歌人で医者である斎藤茂吉の祖父が南青山に脳病
院を建てた。ロ－マ式建築の本館は、全面ずらり
と円柱が立ち並び、屋根には数個の尖塔と正面玄
関の上に時計台がそびえ、一躍東京の新名所とな
るが、１９２４年、火事で焼失、茂吉は１９２７
年院長となり青山脳病院の復興に力を尽くした。

茂吉は明治１５年５月１４日陸奥の山形生まれ。
東京帝国医科大学を卒業、精神科医として長崎医
専の教授を経てウイン、ミュンヘンへ留学、一方
近代短歌史の上に輝かしい歴史を残し、万葉の歌
聖柿本人麿の研究では心血を注ぐ。昭和２６年文
化勲章受章。 「あかあかと一本の道通りたり霊
剋（たまきわ）るわが命なり」の碑がある。

いきいき富山館 １月の物産展
１月５日（土）
・６日（日）えび恋し
海老の香ばしさを包み込んだ、あっさりサラダ味の薄焼
き煎餅。一度食べたら恋しくなる、味わい深い逸品で
す。８４０円
１月１０日（木）～１３日（日） 氷見牛ステーキ重
きれいな清水とハトムギを混ぜた飼料で育てた、極上の
氷見牛を使用。１０５０円
１月１８日（金）
・１９日（土）ほくほくおでん
かまぼこ屋が、新鮮な魚介を贅沢に練り込み作ったひと
味違うおでんセット。６００円

１月２４日（木）～２５日（金）お刺身デー
富山湾・氷見漁港直送のキトキトの魚を、その場でさば
いてお刺身にして販売。鰤、ふくらぎ、甘海老など
１月２６日（土）
・２８日（月）カニ押し寿司ほか
旬のカニをたっぷりのせた押し寿司と、人気の白エビ寿
司の実演販売。カニ１６００円、白エビ１５００円

あ と が き
昨年は３月の能登沖、７月には新潟中越とたて続けに
大型地震発生、肝つぶれるやら復興などに大童・・・
一方、世界的な原油や穀物市場の高騰により我々市
民生活直撃の事態発生、ガソリンや灯油等に加え大豆
や小麦粉、マヨネーズなど食生活にもじわじわと影響が
買い物レジ袋の有料化は環境に配慮したこともある
が石油の影響も無視出来ずでしょうか。
そんな暗いニュースが多い中、今年国内では洞爺湖
サミットで環境の問題などをテーマに開催、世界では成
長著しい中国で開催される北京オリンピックに期待と感
動が集まります。
今年こそ政治経済の安定、災害や痛ましい事件のな
い穏やかな年となるよう祈りたいものです。
当会館にとっても、今年は飛躍の年となるよう一層の
サービス向上と、おもてなしの心を忘れないよう、職員
一丸となって頑張ります。
皆様のご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
冬籠りまた寄りそはんこの柱 芭蕉

