２００９秋号

…都心のオアシス…

富山県赤阪会館

第２１号

赤坂だより
行楽の秋を楽しむ、お泊りは赤坂で

国立新美術館まで徒歩２０分
同窓会、親しい友人達との語らいに！
都心にいながら都心にいるとは思えない静
けさ。緑に囲まれた閑静な中にたたずむ赤坂
会館。また都心のど真ん中赤坂にありながら
交通の要所として、渋谷、青山、六本木、新
宿、モノレール浜松町駅など、地下鉄をご利
用の場合、いずれも５分～１０分で目的地へ
ととても便利です。近くにはTBＳ赤坂サカ
スやACТシアター、東京ミッドタウンやサ
ントリー美術館などがあり、国立新美術館、
六本木ヒルズも港区ちーバスを利用すれば１
００円で美術館近くまで行けます。

３つの割引プランで益々お得に
赤坂会館では、次の宿泊割引プランを実施
しており、大変好評をいただいております。
①宿泊された方に次回の宿泊割引
②土日祭日に宿泊される方の割引
③宿泊当日の１３時以降に予約した方の割引
一室１名ご利用の場合は、1,000円、一室
２名以上ご利用の場合は１名500円を割引さ
せていただきます。
ビジネスに、ご家族や友人、グループでの
思い出づくりに、今年の秋は赤坂会館を拠点
に楽しい旅をお過ごしになりませんか。
下記のＪＲ往復交通費と赤坂会館宿泊朝食
付きセットのプラン、全日空往復交通費と赤
坂会館宿泊朝食付きプランも格安となってお
りますので、是非ご利用ください。

富山の秋味を赤坂会館で楽しむ！
同窓会やクラス会、職場の皆様や親しい友
人との語らいなど、ご予算に応じ承りま
す。お気軽にお申し込みください。

発行者
東京都港区赤坂７-５-５１
富山県赤坂会館 支配人 平澤 慶太郎
℡ 03-3586-0991 Fax 03-3584-6059
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URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

「戦い済んで日が暮れて」

後期高齢者医療の見直しは大混乱が
各市町村としてもこの制度の発足に、どれ
だけの労力と経費を投入したことか。

滑川市長
中屋一博さん

それがスタートして１年半で突然廃止と言われ
れば、大混乱である。

国々の山々めぐり
ふるさとの越の立山
たぐい稀なり

その他、衆院選で民主党が掲げたマニフェ
ストの具体化には、財源の問題をはじめとし
て、難題山積イバラの道である。加えて、国
会は民主党が与党になったが、地方議会の与
党は大半が自民党である。

山田孝雄氏の詩

今までの衆、参議院の横のねじれが縦に
「戦い済んで日が暮れて」激しい闘いを繰り これまでの衆参の「横」のねじれが、全国と
広げた衆院選も、自民党の歴史的大敗と民主党 地方の「縦」のねじれに変わった。新政権に
の圧勝で幕を閉じた。結果は事前の予想通り政 は、地方の声に耳を傾け急激な政策転換の影
響が地方に出ないようバランスの取れた政策
権交代となった。
の推進を望むものである。いずれにしても、
基本的には政権交代も必要
私は基本的に健全な民主主義では政権交代は 今後の国の動向を注視したい。

あっても良いと思う。政権の驕りや政策の偏り 赤坂会館で味わう富山の食材
を是正出来るからである。ただ、官僚政治の打 さて、赤坂会館は上京の折によく利用させ
破が叫ばれているが、公務員の持っている情報 て頂いている。富山に居て何気なく食べ飲む
やその分析能力を政策にどう生かすか、これが コシヒカリや富山の銘酒、四季折々の食材等
政治家の能力であって、一方的に公務員バッシ は実に美味しく感じる。
ングするのもいかがかと思う。そんな中で、い 富山の良さ、素晴らしさを赤坂で感じる
「ふる里は遠くにありて思うもの」ふる里
よいよ鳩山政権がスタートした。
を離れて、改めて富山の良さ、素晴らしさを
マニフェストがどう具体化されるのか？
当面は民主党が掲げたマニフェストがどう具 感じさせてくれるのが私にとって赤坂会館で
ある。
体化されるのか？
例えば先般、共同通信社が行なった都道府県 特に富山と縁のある方々と盃を酌み交わし
知事へのアンケートでは、高速道路無料化を支 ながら友情を深め談笑すると必ずといって良
持するのは、わずか３知事。ガソリン税などの いほど富山が話題になり、富山の発展を願う
暫定税率廃止には、２０人が反対している。後 思いが伝わってくる。こんな応援団の皆様の
期高齢者医療制度廃止にも、新制度の具体像が おかげがあることも忘れてはならない。
見えず、日本医師会の中川俊男常務理事も廃止 今後とも、心温まる会館職員のサービスや
の方針について「大変な混乱になる。制度が宙 美味しい富山の味を堪能できる赤坂会館と末
に浮いて（７５歳以上の人は）医療が受けられ 永くお付き合いをしたいものである。
二〇〇九年 九月十七日 記
なくなる。」と批判している。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

＊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
＊２６，３００円～３４，３００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。

秋の和会席 お献立

＊4日前までにお申し込みください。

先付け 白落花生和
凌ぎ
飯蒸し
お造り 秋刀魚昆布〆 鮃
目地鮪
小蕪蒸
魳 里芋ずいき
茸揚
新湊紅ずわい蟹
氷見うどん

2泊3日プランも
あります。

煮物
焼物
揚物
酢の物
食事
水菓子

＊JR はくたか 上越新幹線利用

都 心 で楽 しむ 富 山 の 秋
こちらは秋メニューの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。

＊２２，５００円～２７，６００円

衆議院議員選挙後の思いを語る！

美術館・劇場情報 ２００９ 秋
＊国立新美術館
日展 10月30日～
12月6日

東京の秋を楽しむイベント情報

２００９

色とりどりに秋色を探す！なごみの催し

＊日比谷公園ガーデニングショー２００９
１０月２４日～１１月１日 入場無料
西洋式都市公園「日比谷公園」の開園１０
０年を記念して、ガーデニングショーが行わ
れ、第7回目を迎えるイベント。
人と人との出会いや、交流、更には、都市の
緑と環境の問題にも取り組む。

9月6日 目黒さんま祭り
9月14日 北日本新聞社越中座江戸公演
9月16日～23日本橋タカシマヤ イタリア展
THEハプスブルク
9月16日～23日本橋三越 秋の北海道展
～１２月１４日
9月18日～23 池袋サンシャインシティ
＊国立科学博物館
１０月１２日まで
「スポーツ健康フェスタ」森末慎二ほか
：インカ帝国のルーツ
～10月12日水族館 アシカスポーツショウ
黄金の都シカン
9月23日 ふるさと回帰フェア 2009東京
＊国立西洋美術館 ～１２月１３日
「暮らしたい国、富山」早稲田大学
：開館５０周年 栄光の都ローマと悲劇の街ﾎﾟﾝﾍﾟｲ
西早稲田キャンパス
＊東京国立博物館～１０月６日～１１月３日
：皇室の名宝ー日本美の華 永徳、若中から大観、松
9月24日 とげぬき地蔵大祭
園まで
巣鴨地蔵通り商店街・高願寺
＊上野の森美術館～１０年１月１１日
9月27日 横浜開国博終了
：聖地チベット ポタラ宮と天空の至宝
10月 1日 浅草のれん会風流感謝グッズ
＊太田記念美術館１０月１日～１１月２６日
10月 17～18日 川越まつり
：江戸演芸花尽し
10月23日日本染織文化博覧会きもの・和・日本の美
＊損保ジャパン東郷青児美術館～１１月２９日
写真は昨年の都知事賞作品
：ベルギー王立美術館 ベルギー近代絵画のあゆみ
10月25日 着物パレード日本橋～総勢500人
＊ブリジストン美術館 ～１０月２５日
＊東京大茶会 １０月１７日～１８日９：３０－１６：００ 11月 3日 富山の酒とかまぼこフェア
：うみのいろ・うみのかたち モネ シスレー青木繁
浜離宮恩賜庭園
東京交通会館カトレアサロンA
＊東京都写真美術館～１０月１８日
和のこころ、茶のこころ。高層ビル群を見 12月6日 お台場海浜マラソン２００９
：北島敬三１９７５－１９９１ コザ/東京/ニュヨー
上げて大名庭園で一碗。これぞ東京ならでは
ク/東欧/ソ連
の平成大茶会。
＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム～１０月２５日
お茶菓子では、松江の老舗和菓子、都内の
：ベルギー幻想美術館クノップフからデルボー、マグ
有名和菓子や特製弁当も販売。
リットまで
＊世界のお茶・おいしい淹れ方講座
＊東京都現代美術館～１０月４日
：デイズニーのカラースタイリスト メアリー・ブレア展 ＊英語で野点
＊横須賀美術館～１０月１８日：パウル・クレー
＊芸妓撮影会、芸妓による舞踊
東洋への夢
＊東京芸術大学邦楽科による演奏
＊東京都美術館～１０月４日
＊こども茶れんじなどもりたくさん
：トリノ・エジプト展 イタリが愛した美の遺産
写真は、エプソン品川アクアスタジアム イルカショー
さまざまな流派の野点が楽しめます。
＊神奈川県立近代美術館葉山～１０月１２日
フランスの浮世絵師

アンリ・リブィエール
＊歌舞伎座１０月公演１日～２５日昼部「毛抜」
「蜘蛛の拍子舞」
「河庄」
「音羽嶽だんまり」夜「義経
千本桜」 錦之助 三津五郎 玉三郎 藤十郎

＊歌舞伎座１１月公演 １日～2５日
「仮名手本忠臣蔵」富十郎 菊五郎 仁左衛門
*新橋演舞場９月３０日～１０月２７日 蛮幽鬼
上川隆也、稲森いずみ、早乙女太一
＊新橋演舞場 11月1日～25日 盟三五大切ほか
花形歌舞伎
染五郎 菊之助 松録

スタッフ紹介 ベットメイクほか 大谷祐美子

東京で富山の魅力をアピール！

富山×北海道の昆布祭り
１０月１６、１７日 東京交通会館１F
昆布クイーン柴田理恵さんも登場
トークショー１６日１４：００予定
昆布消費量日本一の富山県と、昆布生産
量日本一の北海道が美味しくてヘルシー
な、昆布の魅力をどど～んと紹介！
昆布商品が一堂に集まる物産展、数多くの
イベントも
開催予定。

いきいき富山館１０月物産展
９日～１０日城端のがや焼実演販売
がやの木を使った焼菓子「がや焼」を実演販
売。昔ながらの炭火焼で作った懐かしい味です。
その他、栃の実餅などの和菓子も販売。
１２日南砺のこだわり野菜の試食販売
南砺市で農薬・化学肥料にできるだけ頼らない栽
培をしている生産者グループの皆さんが、とれた
ての新鮮な野菜を即売。
１４日～１９日 堺捨の白エビ押し寿司、蟹寿司
おぼろ昆布で〆た白エビ刺身を押し寿司に。カ
ニ、いくら等をのせた「越中ちらし」も実演販売
２０日～２１日 富山のおでん試食販売
最後にとろろ昆布をかけるのご富山流。
２３日～２５日 まるごと砺波秋の大収穫祭
チューリップの里から球根、新米、柿等特産品を

富山の酒とかまぼこフェア
平成２１年７月より委託職員として勤務
３４歳 東京都出身
３人兄弟の長女として自由気ままにおおらかに育
てられた。両親はそれぞれ超有名ホテルのホテルマ
ンとして勤務。小さい頃からそんな両親の背中を見
て、ホテル業に興味を持ち始め自分もこの世界に。
キャピトル東急ホテルで７年間きっちりと客室業
務をこなし、エースに。今回縁があり当会館に勤務
することに。会館でも主にベットメークや室内清掃
など客室業務を担当、特に清掃後の客室ﾁｴｯｸに重点
をおき、厳しい目が光る。
日々心がけていることは、「その日のことは、そ
の日のうちに」後回し、先送りにしないこととか。
たまの休みには、１０キロ圏内の散歩で新しい発
見をするミニ旅に。趣味は読書や音楽鑑賞など。
好きな言葉は、「温故知新」
将来も今の仕事をしっかり続けることが夢とか。
汗だくになりながら、笑顔で頑張る毎日である。

１１月３日 東京交通会館１２F
入場料1500円 13:00～15:00 16:00～18:00
北アルプス立山連峰の伏流水と、良質の
酒造好適米、そして杜氏の技が醸す富山の
銘酒。今回は、１５の蔵元が一堂に会し、
約８０銘柄の清酒を試飲販売。
お酒のいける方は楽しみのひとときに！

富山県の物産と観光展（東京）
富山で育まれた特産品の数々や匠の
技の品々を一堂に展示即売
10月29日～11月4日 10時～20時 最終日17時
東急百貨店吉祥寺店８階催物会場
富山県や富山県観光連盟、富山県農林漁業
振興会、富山県商工会連合会などが主催
即売コーナーでは、ます寿司、ほたるい
か、白えび、地酒など特産品が勢ぞろい
茶屋コーナーでは、ブラックラーメンな
ど珍しいものも。イベントコーナーでは
お楽しみ抽選会など盛りたくさん。

あ と が き
民主、社民、国民新３党連立の鳩山内閣がスタート
し、鳩山代表は、第９３代、６０人目の首相に。
国連演説での温室効果ガス２５％削減目標は、大き
な評価を得たようであるが、現実には厳しい数字だ。
今後は、マニフェストにかがげた公約の実現や見直し
であるが、国民生活に大きな支障が出ないようにした
いものである。
なんでもかんでも見直し、予算の執行停止などいろい
ろ問題も出ているようであるが、地方が困らないように
お願いしたい。
行楽のシーズン到来である。新幹線の乗客は減って
いるようであるが、高速道路の千円割引効果により、
シルバーウイークはサービスエリアなど何処もごったが
えし、トイレも渋滞、お子様やお年寄りの家族旅行の皆
さん方は特に大変だったようである。
赤坂会館にも土日祭日には、車で来館される方が
大幅に増え、感謝と嬉しい悲鳴であるが、駐車スペー
スの確保に頭を悩ませる日が、当分続きそうである。
たびねして 我句をしれや 秋の風 芭蕉

