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横浜開国博＋１５０ ～９月２７日まで
横浜がもっと好きになる
１５０年実感！まち歩きを楽しむ

シンシアデンタル
クリニック院長
東恭子さん
スタッフ
左中丸右子さん
右小林玲子さん

富山県赤坂会館では、夏の宴会プランとし
て、富山の味覚たっぷりの素材にこだわり皆
様のご利用をお待ち申し上げております。
梶木鮪の昆布〆、甘海老、シロエビかき揚
げ、蛍烏賊沖漬など富山の素材にこだわった
メニューです。

平成１９年４月赤坂の地に念願の
歯科医院オープン！
平成１９年４月。この赤坂の地に歯科医院を
オープンし、この４月で３年目になります。
溜池山王寄り、スーパー吉池さんの向かいにな
り今話題のTBS赤坂サカスからでも徒歩３分、ま
ずお客様の立場でご相談に応じております。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
お酒では、米どころ富山を代表する銘酒の
数々を取り揃えております。礪波の銘酒「立
山」や黒部の「銀盤」「米の心」、岩瀬の「満
寿泉」、五箇山の「三笑楽」。焼酎では米どこ
ろ滑川の「米騒動」、ワインでは富山市の
「ホウライーサンワイン」などがあります。

７月２日 TBS花まるマーケットで大門
素麺の郷土料理が紹介
また、富山には夏のごちそう麺がたくさん
あります。７月２日にはTBSの花まるマー
ケットで大門素麺が紹介されました。
１氷見うどん
強いこしと餅のようなねばりと風味、全国に
も知られた逸品。
２大門素麺
全国的にも珍しい丸髷状の手延べ素麺。こし
の強さと喉こしのよさは麺通に大人気。
３五箇山手わざそば
昔ながらの手延べ製法で丹念に作られた麺は
こしの強さと喉ごし良さが自慢。
４合掌手延べそうめん
寒の内に製造熟成させた麺は独特の喉ごしと
食感が充分に楽しめます。
同窓会やクラス会、職場の皆さん、お友達
同士や親しい友人達との語らいに富山の味を
お楽しみください。

横浜は人口３６６万人の大都市。しかしながら全
国でも屈指の観光都市である。昨年の観光客は４２
５３万人、市民の１１倍以上の観光客が訪れている
ことになる。ちなみに、開港１５０年の今年の目標
は５０００万人とか。「ストーリーが、はじまる。
ヨコハマ」をキャッチフレーズに４つの物語が設
定。「２００９年最大の祭典を見逃すな」は開港１
５０周年関連。「恋したくなる横浜」は港の夜景、
クルージングやライブハウスなどロマンチックな夜
を。「見て、体験する横浜」は八景島やズーラシア
など家族向け。「横浜アート散歩」は歴史や伝統文
化、新しい芸術文化の拠点などの紹介を。

父が富山県職員をしており、大学受験のときに
赤坂会館を利用させていただきました。
受験で緊張気味の私を、赤坂会館のスタッフの
皆様は温かく迎えてくださり、、こまごまとお世
話をいただいたことを覚えています。（あのとき
は、大変お世話になりました。）
縁あって、仙台の大学に通うことになりました
が、まさか開業の地に赤坂を選ぶことになると
は、その頃の私は、思ってもみなかったでしょう

赤坂に不思議な縁を感じています。

縁といえば、もうひとつ。
故郷を離れ、仕事をしている私ですが、富山県
東京事務所は永田町、赤坂会館は赤坂に存在する
第２土曜日は商店街が１５０円ショップに
おかげで、開業以前よりも故郷富山を感じること
１５〇円商品だけでなく１５０円引き、先着１５０
が多くなりました。
人限定とかキーワードの１５０に関係するイベント
皆様からご紹介いただいた患者様が来院され、
があるのでねらい目かも。ヨコハマまち歩きでは地
方言やそのお人柄に触れ富山を懐かしく思い出し
元ボランテイアガイドが案内してくれる。
ております。
（この稿ハマジンより抜粋）
広い東京の地で、赤坂に歯科医院を構えたの
は、富山との繋がりがそうさせたのかもしれませ
シンシアデンタルクリニック
ん。これからも、ご縁と人との繋がりを大切に、
〒１０７－００５２
港区赤坂２－１４－９ 電話０３－５５７５－２２２６ 診療に励むつもりです。赤坂会館には又近いうち
ライオンズマンション赤坂志津林２０２
に行きたいと思っています。なお歯のことでお困
http://www.sincere-dc.com
りの際は何なりとお申し付けください。

都 心 で楽 しむ 富 山 夏の 宴

＊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
写真は６千円のイメージです、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
＊２５，８００円～４６，３００円
＊ANA（全日空）ジェット利用

Aプラン６千円

Bプラン７千円

Cプラン８千円

（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。

2泊3日プランも
あります。

懇親会は和・洋、2つのタイプからお選び
いただけます。

＊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
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

春は滑川の蛍烏賊、富山湾の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。

夏の和会席 お献立

＊4日前までにお申し込みください。

先付け 海月胡麻酢合
お造り 梶木昆布〆 平政
白海老
煮物
山菜煮
焼物
鮎塩焼
冷物
金目鯛しゃぶしゃぶ
揚物
シロエビかき揚
酢の物 太刀魚昆布〆
飛魚昆布〆
食事
氷見うどん
水菓子

2泊3日プランも
あります。

こちらは夏メニューのＡプラン
となっております。
なお、仕入れの都合により内容が
変わります。
詳しくはご利用の際お気軽に
お問い合わせください。

＊JR はくたか 上越新幹線利用

赤坂との出会いは１０代の頃

４つの物語で魅力満載のイベントがたくさん

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット
＊２２，１００円～２７，６００円

歯の問題は私にまかせて！

美術館・劇場情報 ２００９年 夏
＊国立新美術館
～８月１７日全国水墨画展
～９月７日生誕１５０年ル
ネ・ラリック華やぎの
ジュエリーから
＊国立科学博物館１０月
１２日まで
：インカ帝国のルーツ 黄金の都シカン
＊国立西洋美術館 ～８月３０日
：ル・コルビュジエ設計の西洋美術館を資料紹介解説
＊東京国立近代美術館～９月２３日
：近代日本の美術～９月２３日 ゴーギャン展
＊東京国立博物館平成館～９月６日
：伊勢神宮と神々の美術 第６２回式年遷宮記念
：染付 藍が彩るアジアの器
＊東京国立近代美術館～９月２３日：ゴーギャン展
＊江戸東京博物館～９月６日 写楽 幻の肉筆画
＊パシフィコ横浜～９月２３日
：海のエジプト展 クレオパトラが愛した都へ
＊ブリジストン美術館 ～１０月２５日
：うみのいろ うみのかたち モネ シスレー 青木
繁
＊世田谷美術館～８月３０日
：メキシコ２０世紀絵画展
＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム～８月１６日
：奇想の王国だまし絵展 だましえ絵１００点など
＊東京都現代美術館～10月４日
：メアリー・ブレア展
＊横浜美術館～８月３１日 ：フランス絵画の１９
世紀 美をめぐる１００年のドラマ

＊東京都美術館～１０月４日
：トリノ・エジプト展

イタリが愛した美の遺産

＊サントリー美術館～９月６日
美しきアジアの玉手箱

シアトル美術館東洋の名品

＊歌舞伎座９月公演 ２日～2６日

東京の夏を楽しむイベント情報

２００９

＊第５８回江戸趣味納涼大会 うえの夏まつり
７月１１日～８月２日
「森と水と光」をテーマに、植木市、盆栽
市、骨董市（公園不忍池畔）など上野界隈で
開催。
＊靖国神社みたままつり ７月１３日～１６日
戦没者のみたまを慰めるために始まった祭
り。大小３万をこえる提灯や、懸け雪洞（ぼ
んぼり）かかげられ、九段の夜空を美しく彩
ります。青森ねぶたや特別献花展、各種芸能
などの奉納行事が行われる。
＊阿佐ヶ谷七夕祭８月５日～９日
＊西新井大師風鈴祭７月１１日～８月２日
＊日比谷公園丸の内音頭大盆踊り８月２１、２２日
ご存知「東京音頭」の元唄となった「丸の内
音頭」。日比谷公園の噴水の周りに踊りの輪が
広がり、ゲスト歌手やチャリティー抽選会が
ある。
＊第５３回東京高円寺阿波おどり８月２９、３０日
発祥の地徳島、南越谷とともに日本三大阿波
踊りの１つ。延べ１万人の踊り手が９箇所の
演舞場で、２拍子のお囃子で踊りまくる。
＊原宿表参道スーパーよさこい ８月２９、３０日
東京だけでなく本場高知や日本各地からの参
加者が、エキサイティングなパフォーマンス
を披露。
＊浅草サンバカーニバル ８月２９日
下町で夏の終わりを彩る一大イベント。
強烈なサンバのリズムと躍動する華やかなコ
スチューム。本場ブラジルのカーニバルの雰
囲気を楽しんではいかが。この稿メトロガイドより

竜馬がゆく染五郎 時今也桔梗旗揚 お祭り河内山
山手線で富山の見どころをアピール！
夜 浮世柄比翼稲妻 福助 勧進帳 松竹梅湯島掛額
＊歌舞伎座８月公演８日～２７日一部「天保遊侠録」 映画「劔岳点の記」に合わせ観光
「六歌仙容彩」２部「真景累ヶ淵」「船弁慶」３部「お
キャンペーンを展開～７月１８日まで
国と五平」「怪談乳房榎」橋之助 三津五郎 福助
富山を測る。驚きを測る。
*新橋演舞場９月１日～２０日 女の家
水谷八重子 波乃久里子 沢田雅美 井上順
映画「劔岳点の記」の全国公開が６月２
８月８日～2７日石川五右衛門市川団十郎、海老蔵
＊大鉄道博 ８月１日～３１日プリンスホテル新高輪
０日から始まり、富山県はこれに合わせて
＊恐竜２００９ ～９月２７日幕張メッセ
JR山手線に車体広告を始めた。

スタッフ紹介 フロント応接 雨池陽子

平成２１年５月よりパート職員として勤務
３０歳 富山県射水市出身
平成１１年華頂短期大学を卒業後、京都国際文化
専門学校旅行学科入り、エージェントのエキスパー
トを目指し猛特訓していたが、東急観光から誘いが
あ り 観 光 業 に。そ の 後 郵 政 公 社 な ど を 経 て 当 会 館
に。そんな経歴で簡単な英会話や道案内はおてのも
ので、先日もある大使館のお客に親切丁寧に応対、
大変喜ばれていた。
現在、慣れないフロント業務や予約業務、近隣見
どころに宴会サービスなど一日も早く仕事に慣れる
為に精を出す毎日で、勤務後は身も心もグッタリ。
ちなみに、休日は趣味の美術館巡りで世界の名画
や歴史、文化などに触れほっと一息するのが癒しだ
とか。もう一つの楽しみは、珍しいパン屋を探し食
べ歩きすること。くれぐれもメタボ症候群に注意の
うえ探すこと。
将来の夢は、素敵な王子様と海外の美術館巡りと
か。

広告は、劔岳や雄山山頂など標高の高さ
を強調したものや、立山天狗平から見た雲
海のすばらしさ、雨晴海岸から眺める海越
しの３０００ｍ級立山連峰の圧倒的な眺
望、魚津の勇壮なたてもん祭りなどが映画
のシーンと組み合わされている。
先頭車両には「パノラマ きときと 富
山に来られ」のキャッチフレーズを乗せて
東京のど真ん中を、梅雨時のじめじめ気分
を吹き飛ばすように駆け回り、通勤途上の
サラリーマン、学生など乗客の目を楽しま
せている。

夏だ、花火だ、光の芸術を楽しむ！

8月 1日 松戸花火大会イン2009 8千発
8月 1日 第51回いたばし大会 5千5百発
8月 1日 第57回戸田橋大会 6千発
8月 1日 八王子大会 ３千発
8月 1日 2009よこすか開国祭 開国大会 1万発
8月 1日 第24回神奈川新聞大会 8千発
8月 1日 第34回江戸川区大会1万4千発
8月 1日 千葉市民大会 7千発
8月 4日 第２8回江東大会 4千発
8月 4日 2009江ノ島大会 5千発
8月 6日 日刊スポーツ主催神宮外苑 1万2千発
8月 8日 第32回奥多摩納涼大会 1千発
8月 8日東京湾大華火祭 １万２千発
8月10日 第61回鎌倉大会 2千９百発
8月22日玉川（世田谷）多摩川（川崎各６千発
8月22日岩槻文化公園
8月22日調布市大会 １万２千発
8月23日横田基地友好大会
8月29日相模原納涼大会８千発
8月29日東まつやま会場

いきいき富山館 ８月の物産展
１日～８日 越中八尾の特産品販売
山と清流に囲まれた八尾の地酒や農産加工品を
紹介。
１１日～１７日 ます寿司・しろえび寿司実演販売
富山の押し寿司を実演販売。「幻のます寿司１８０
０円」「幻のぶり寿司１９００円」
「白えび寿司１
８００円」
「ますの棒寿司７５０円」ほか販売。
２３日～２５日 富山のすり身
高岡新鮮な魚を小骨ごと、魚種別にすり身に。味
が濃くカルシュウムいっぱいの自然食品です。
２７日～３０日 呉羽梨幸水 試食販売
富山市の呉羽丘陵地帯に広がる夏の味覚を代表す
る「呉羽梨」果汁たっぷりで品のある甘みが特
長。梨の王様「幸水」を産地直送でお届けしま
す。極上の美味しさをぜひお試しください。

あ と が き
世界のスーパースター、マイケルジャクソンのあまりに
も突然の死により、世界中のフアンが悲しみにくれてい
る。
また、国民の最大関心事、衆院解散が７月２１日、総
選挙が８月３０日に行われることになった。
一方景気は底を打ったとの見方もあるがなかなか庶
民生活には実感がわかないようである。
そんな暗いニュースの中、明るい話題では、映画「劔
岳点の記」が６月２０日より全国でロードショーになった。
丸の内東映では、出演者の浅野忠信、香川照之さん
等や監督の木村大作さんが舞台挨拶を行い、観客と
共に喜びを分かち合った。
その後関係者のご尽力もあり、邦画部門で第２位の
興行成績とか。
このうえは、映画は勿論のこと、富山県を愛し訪れる
観光客が大幅に増えることを祈りたいものである。
冨士の風や扇にのせて江戸土産 芭蕉

