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富山県赤坂会館

赤坂だより
富山の春を楽しむ ホタルイカ
赤坂で楽しむ富山湾神秘の味
５月上旬まで予約受付中！
東京都心にあって、緑に囲まれた閑静な中
に佇む富山県赤坂会館。
会館では、富山湾の春を告げるホタルイカ
料理を提供しております。
ご存知滑川のホタルイカは全国に名をとどろ
かせるブランドです。特にホタルイカの刺身
や、足の部分は素麺にたとえイカソーメンと
呼ばれ通の方には応えられない味です。
また、しゃぶしゃぶや天婦羅、あるいは辛子
酢味噌和えなどは一度口にするとやみつきと
なることうけあいです。
一方、富山湾の宝石として名高い「しろえ
び」漁も解禁となり１１月中頃まで珍味が楽
しめます。本名は、十脚目抱卵亜目オキエビ
科シラエビ。
５～７センチほどの子エビを、そのままかき
揚げにしても美味しく、殻から押し出すよう
に剥き身して刺身や寿司にしますが、薄いピ
ンク色をしたその身はフルーツのような甘さ
があり、愛好家の中では評判の一品です。
写真はホタルイカの刺身・酢味噌和え

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

2泊３日セットも
あります。
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赤坂にまた新スポットが誕生！
ТBSを核に劇場、ショップ、レストラン
文化の花咲かす、夢咲かす、花サカス
この春、赤坂に新名所「aKasaKa Sacas
（赤坂サカス）が誕生、３月２０日にグランド
オープン、街周辺ではさくら色で埋め尽くされ
一層の華やかさを演出した。

赤坂サカスは、お台場（フジ）、六本木（テレ朝）汐
留（日テレ）に続く４番目のテレビ局の街として
オープン、約５万２８００平方ｍの敷地に、７７０
億円をかけ、地上３９階、地下３階のオフィス・商
業施設「赤坂Bizタワー」をランドマークとして、劇
場「赤坂ACTシアター」
、ライブハウス「赤坂BLＩ
ТZ」
、賃貸住宅「赤坂 ザ レジデンス」などの施
設が並んでいる。開発はTBＳと三井不動産が主体と
なり、２００５年からスタート、
「職・住・遊」の機
能を有する複合施設が誕生した。約１万人の人々が
働き、約１３０戸に人が住まい、大勢の若者や大人
がミュージカルやライブに酔いしれ、ショップや食
事で優雅な時を過ごすこの街は、訪れる人々がいろ
いろな「思いを咲かす」
「夢を咲かす」などの願いか
ら「赤坂サカス」と命名。
また、赤坂はビジネス街の顔を持つほか、神社、仏
閣や老舗料亭など昔からの歴史を刻んできた街であ
り、古き伝統と新しい文化が融合する新名所とな
る。
エリア内は坂や樹木を出来るだけ残した結果、１０
０本を超える桜が見ごろであり、中には日本三大桜
の一つ国の天然記念物指定の福島県三春町の「滝
桜」の子孫樹もあるとか。

＊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

URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

緊急地震情報の活用をめざして
特定非営利活動法人

リアルタイム地震情報
利用協議会 専務理事
藤縄幸雄さん

今年の春ほど待ち遠しかったことはない。年も６０半ばを
迎えたせいかもしれないが、春の訪れを実感する春一番の
大風が吹くのが例年にくらべ節分から１０日以上も遅れた
など、本当に寒い冬であったためと思う。テレビの天気予
報で富山が雪マークになっていると、平野にいちめん雪が
降りしきっている光景、夕方に杉の枝が積もった雪の重さ
で折れんばかりにかしぎそれが電柱の街燈に照らされてい
た冬の夜景、足元から冷気がつたわってきて急いで家にか
えりたくなった昔のことが、偲ばれる。
先日、郷里の中学の同窓生から思いかけず連絡があり、
久しぶりにとりあえず集まれる人数で集まって、赤坂会館
で一夕の歓談ができた。文字通り有難かった。それぞれが
年相応に円熟した友との語らいには、温もり、無欲の友情
が溢れ、都会の荒波にもあせることのない幼子の無心を感
じ、子供や孫とはことなる純なる魂と触れ合うことができ
た。これも、本会館があることから実現した一合一会と感
謝し、会館のみなさんの日頃の御苦労に敬意を表したい。
さて私は昭和40年に大学を出たあと、かっての科学技
術庁（現在の文部科学省傘下の研究所）で防災研究にたづ
さわり、５年前に定年となった。その後設立したNPO
で、現役時代に終わらなかった地震防災の研究を引き続き
行っている。３７年間の公務員時代には、この冬に全国的
な話題となった富山湾の寄り周り波などの高波、津波など
海の防災にかかわる研究を１３年間おこない、その後は一
途に地震予知の研究をしてきた。いまも夢を追い続けてい
る。科学的にも納得できる方法を確立したと思っている
が、なかなか認知されず本格的な取り組みができないでい
る。
定年の２年前から、地震が起きたあと大きな揺れが来る
前に、人々に注意を喚起することができ、またガス・電気
などの熱源の自動遮断などができて地震の際の火災発生を
大幅に少なくする「緊急地震速報」の実用化研究を始め、
この3月で終了になる。５年間で、いろんな分野で利用す
るシステムを多く実用化するなど一定の成果を上げること
ができたと自負している。
この前の幼馴染との会合では、誰一人その情報のことを
知らなかったことがわかり、正直ショックであった。この
システムが全国的に普及すると、地震の時の死者、財産の
損傷が、大幅に少なくできるものなので、富山の方々も是
非真剣にこの情報の活用を考えてほしいものです。
また、これからも赤坂会館で富山の味を楽しみたいと
思っております。
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写真は赤坂弁当のイメージです、弁当は予約も出来ます。

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日セットも
あります。

宴会は和室、洋室お好みで承ります。

＊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、
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美術館・劇場情報 ２００８年 春
＊国立新美術館
：アーティスト・ファイ
ル２００８－現代の作家
たち ～５月６日
：モディリアーニ展
～６月９日

＊国立西洋美術館
～５月１８日
：ウフィツィ美術館の至宝

ウルビーノのヴィーナス

古代からルネサンス、美の女神の系譜が勢ぞろい

＊国立科学博物館

～６月２２日

赤坂・青山ナビ 第４弾

「赤坂サカス」では連日のイベントで盛況

「赤坂Ｂｉzタワー」で楽しむ各国の料理
赤坂サカスのランドマークとなる「赤坂Ｂｉｚ
タワー」は４階～３８階がオフィス。一方地下
１階から地上３階まではショップやレストラン
街である。ポルトガル中部ベイラス地方料理
「カステロ ブランコ」が日本初出店。シー
フードや子豚の丸焼きなども。愛知万博のスペ
インパピリオンで食の総合プロデーサーを努め
たジョセップ・パラオナ・ビニェスのスペイン
料理「ビキニ」
、中国広東料理の老舗「赤坂離
宮」本店が移転、一流シェフが新しい中国料理

：ダーウィン展

＊東京都美術館 ～４月６日
：ルーブル美術館展ーフランス宮廷の美
＊国立近代美術館 ～５月１８日
：生誕１００年 東山魁夷展 奈良 唐招提寺御影堂
壁画の一部など寺外初公開 まさに必見。
：工芸館 近代工芸の名品ー花と人形 ～５月１１日
＊サントリー美術館 ～５月１１日
：ガレとジャポニスム エミール・ガレの作品
＊東京国立博物館 ～６月８日
：国宝薬師寺展 平安遷都１３００年記念日本仏教
彫刻最高傑作｛日光・月光菩薩立像｝など多数

＊東京都写真美術館 ～５月６日
：知らざれる鬼才 マリオ・ジャコメッリ展
シュルレアリズムと写真ー痙痙

＊森松下電工汐留ミュージアム ～５月１１日
：開館５周年ルオー没後５０年 特別展 ルオーとマ
ティス

＊ブリヂストン美術館

～４月１３日
コレクションの新地平ー２０世紀美術の息吹き
近代から現代までの絵画・彫刻１６０点を展示
＊出光美術館 ４月５日～６月１日
：柿右衛門と鍋島
＊BｕｎKａｍｕｒａザ・ミュージアム～５月６日
ルノワール＋ルノワール展 画家の父と息子の共演
＊２１－２１DESIGN SIGHT 三宅一生ディレク
ション「XXＩcー２１世紀人 ～７月６日
新橋演舞場 4月-27日 滝沢演舞城‘０８滝沢秀明
5月2日ー26日 大歌舞伎 毛谷村 藤娘、一本刀土俵入
東海道四谷怪談 染五郎、福助、吉衛門ほか
＊歌舞伎座１２０年 四月大歌舞伎 4月2日-4月26日
本朝廿四孝 橋之助 勧進帳 仁左衛門 熊野 玉三郎
5月2日ー26日 五月大歌舞伎 義経千本桜 海老蔵
喜撰 三津五郎 白波五人男 菊五郎など

スタッフ紹介 フロント応接 菅原真由美

を提案。タイシルクで有名な「ジム・トンプソ
ンズ・テーブル」はタイ料理が。日本料理「ざ
くろ」など赤坂の老舗を含め４６店が営業。ビ
ストロとカフェ・数十種類のワインが楽しめる
バーなどが複合したフランスの高級食ブランド
「マキシム・ド・パリ」が日本初出店。
「ル ブーランジェ ドミニク・サブロン」は
パリで人気の高いブーランジェ（パン職人）の
手造りパンが、楽しめる。
そのパンはパリの三ツ星レストランでも使われ
朝はテラス席で購入したパンを食べれるとか。

いきいき富山館の情報館催し物
高岡のいっぴん展

高岡開町４００年

日時 ４月１１日（金）～５月１３日（火）
高岡は平成２１年に開町４００年という記念す
べき年を迎える。歴史の息づく町として、商工
業のまちとして風格を備えた高岡の礎は、前田
利長・利常両候によって築かれ、この時芽生え
たものづくりの伝統は連綿として受け継がれ今
日の高岡銅器や高岡漆器として全国に知られて
いる。今回は、高岡で生まれたお土産や伝統工
芸品を「一品 /いっぴん」を展示しその魅力や
技術をアピールします。

高岡ものづくり体験教室参加者募集！

宮城県出身、２３歳、おひつじ座
久方の新人である。その愛くるしい笑顔で来客者にも評判
がよい。ホテルマンを目指すきっかけはテレビドラマの｢ホテ
ル」を見て自分もあのような仕事がしてみたいと興味を持
ち、平成１５年４月赤坂プリンスホテルに入社。
ベルガール、売店、客室業務を経験するもテレビドラマとは
大違い。とにかく大忙しで上司からは叱咤激励の毎日だっ
たとか。平成２０年２月から当会館勤務。
接客にあたり日頃から心がけていることは、笑顔と誠実な気
持ちで応対したいとのこと。休日は好きな映画鑑賞とか。
将来の夢は、素敵な王子様と海外旅行をすることとか。
今は１日も早く会館業務をスピーデーにこなすための特訓の
毎日が続く。

１ 高岡鋳物「ミニ水盆」づくり ４月１９日
（土）２０日（日）彫金技術と自由な模様を彫
り、錫製のミニ水盆（花器）作成
２ 高岡漆器のお盆づくり ４月２６日（土）
２７（日）朱の丸盆に青貝を貼り自由な図柄で
加飾しオリジナルの螺鈿（らでん）お盆作成
A 富山の酒試飲販売
米どころ、水どころ富山で醸した、寒仕込みの
自慢の銘酒、ぜひお試しを
黒部市・皇国晴酒造 [幻の滝] 4月11日～12日
朝日町・林酒造
「黒部峡] 4月24日～24日
B お刺身デー
＊氷見のキトキト獲れたての魚をその場でさば
いて刺身にします。
4月17日～ 18日
C 高岡和菓子フェア
4月26日～27日
伏木の老舗和菓子｛引網香月堂｝が練切の技を
披露、その他高岡ゆかりの和菓子が勢揃い
D 昆布〆刺身試食販売
5月2- 3日
E とろろ昆布試食販売
5月9-10日
Ｆ 銀座みゆき通りフラワーカーペット
４月２９日１２：３０ー１７：３０
２０万本のチューリップで花びらアート作成
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
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｢赤坂ACТシアター（１３２４席）では音楽劇
ミュージカルや演劇、コンサートなど、４月２７
日までは音楽劇「トゥーランドット」上演
「赤坂BLIТZ」（着席６０４席、立ち見１４００
席）は、観衆とアーチストが文字通り一体となっ
て音を創造し体感するライブハウス。
２ヶ月も桜が見れる名所
赤坂サカスは北側にあるさくら坂やサカス坂を中
心に約５２・８００㎡に３月上旬の河津桜、寒緋
桜をはじめ、多くの桜がある。その中でも
「BLIТZ」前の｛紅枝垂桜｝である。薄い紅白色
から濃い紅色の花弁を５枚をつける桜はエドヒガ
ンの変種で枝が垂れ下がる別名「糸桜」
その他５月上旬に咲く兼六園菊桜など１１種類の
桜が２ヶ月にわたり咲き続ける他では見られない
桜の名所でもある。

いきいき富山館 ４月の物産展
４月５日（土）
・６日（日）滑川ほたるいかフェア
富山湾の神秘「ほたるいか」中でも滑川産ホタルイカは
全国に名を馳せるブランド。
「ホタルイカの天婦羅」を
実演販売、通常現地でしか食べれない絶品のお味を披露
４月１２日（土）～１３日（日）高岡宝石コロッケ
富山湾の宝石「しろえび」が入った「宝石コロッケ」が
初登場、実演販売。
４月１０日（木）
・１１日（金）しろえびかき揚げ丼
富山湾のしろえびを使った美味しいかき揚げ。その場で
揚げ、丼にして販売します。
４月１９日（土）～２０日（日）しろえび押し寿し
富山県産コシヒカリのシャリの上にプリプリのしろえび
を乗せた実演でしか食べれない人気商品です。
４月２８日（月）
・２９日（祭）JA氷見市筍祭り
旬のたけのこを生産者自ら販売。極上の“はさがけ米”
で炊いた「たけのこ御飯」実演販売

あ と が き
待ちに待った春がやってきた。
なんといっても極めつけは桜、薄いピンク色の花びら
は心も華やぎ気持ちも高ぶってくる。
吹く風もいままでの冷たさと違い幾分優しく感じられる
のは自分だけだろうか。
桜花爛漫、職場や気の置けない仲間と酌み交わす美
酒は、花より団子で格別のものがあることでしょう。
また、この時期は人事異動や転勤、就職や退職、入
学などまさに悲喜こもごも。
ところで、4月からは生活に直結の大豆や乳製品、醤
油、紙類などの値上げで、家計を圧迫すること必死。
当会館も、経営改善に努めるとともに、おもてなしの
心を忘れないよう、一層サービスの向上を目指し職員
一丸となって頑張りたいと思います。
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。
扇にて酒くむかげや散る櫻

芭蕉

