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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第２３号

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４月１日から解禁され、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。
写真は見事なホタルイカの刺身
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東京都港区赤坂７-５-５１
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℡ 03-3586-0991 Fax 03-3584-6059
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真の地方時代を求めて

私 の 一 言
特に、砺波の特色を生かした農村の原風景
である散居村やチューリップを代表とする花
の観光、庄川温泉郷、そして伝統文化である
出町子供歌舞伎曳山など、数多くの自然と伝
統文化の宝庫であり、全国からのお客様を心
から歓迎する体制を整えてまいります。

砺波市長
上田信雅
さん

真の地方時代
鳩山政権が誕生し、マニフェストに地域主権
を掲げている。これまで三位一体改革をはじめ
とする地方分権が叫ばれてきているが、未だそ
の実感が乏しい。
地方でできることは地方で、国と地方の役割
分担を明確にすることが民主政治の基本と考え
る。それには、地方への権限移譲や財源の移
譲、更に財政力の弱い地方へは、財政措置を講
じられなければなりません。
今、少子高齢化やグローバル化、人口減少な
ど、地方にとって大変厳しい事態を迎えていま
す。このため、わがまちの明確なビジョンを示
し、市民と協働の市政に取り組むことが求めら
れています。
これまでの中央政府への依存体質から脱却
し、自分たちのまちは自分たちの手でつくる、
自立した市政の舵取りが必要であります。
また、国民の声が政府に届かない政治や政府
が国民に直接給付する政策等は地方軽視であ
り、地域主権を掲げる新政権には、地方の声が
届く政治を大事にしていただきたいと思います
特色のある地域づくり
自然の豊かさ、伝統文化にはぐくまれたまち
砺波市は、平成２６年度の北陸新幹線の開業を
目途に、更に魅力あるまちづくりに取り組む必
要があります。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

都 心 で楽 しむ 富 山 の春料理

＊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。

春の和会席 お献立

＊4日前までにお申し込みください。

先付け マリネ和え
お造り ホタルイカ 梶木昆布〆
鮃
鱈子豆腐
朴葉焼
ホタルイカしゃぶ
シロエビ東寺揚
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
温物
揚物
酢の物
食事
水菓子

＊JR はくたか 上越新幹線利用

2010となみチューリップフェア
（平成22年4月22日～5月5日）

こちらは春メニューの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

田舎者が大好きな宿「赤坂会館」
私は、今日まで市議会議員、県議会議員、
そして市長として地方政治に関わってきまし
た。
このような職務柄、上京することも多く、
汗びっしょりになって仕事を終えた後、この
赤坂会館での夕食を楽しみにしており、手酌
で飲むお酒も格別です。また、知人とお酒を
飲み交わしながら歓談するのも楽しいもので
す。
都心にありながら、閑静で小鳥の鳴き声が
聞かれ、我が家かと錯覚もします。都会の人
には、富山の豊富な食材を喜んでいただける
絶好の会館であります。これからも、度々利
用させていただきたいと思っています。

美術館・劇場情報 ２０１０ 春
＊国立新美術館

ビックサイトに小西謙造氏出演

最近の話題・催し物案内など

富山から電化調理のさきがけ

ルノワール伝統と
革新～４月５日

＊国立科学博物館
～６月１３日
：大哺乳類展

＊東京国立博物館
～３月2２日
：特別展長谷川等伯

＊国立西洋美術館
～5月30日開館50周年記念 ﾌﾗﾝｸ・ﾌﾞﾗﾝｸﾞｨﾝ展
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～３月１４日おもてなしの美ー宴の
しつらえ

＊東京国立近代美術館～４月１１日
：生誕１２０年小野竹喬展
＊東京都江戸東京博物館～４月１１日
：チンギス・ハーンとモンゴルの至宝展
＊ブリジストン美術館 ～４月１１日
：美の饗宴・東西の巨匠達
＊目黒区美術館～４月１１日
：ベルナール・ビュフェ展ーｼﾞｬﾝ･ｼﾞｵﾉとの出会い

＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム～５月９日
：美しき挑発レンビッカ展 本能に生きた伝説の画家
＊山種美術館～３月２８日
：開館記念特別展ー大観と栖鳳ー東西の日本画

3月13日 能楽普及公演
国立能楽堂
3月13日 古今亭志ん輔
赤坂区民ホール
レストラン小西店主小西謙造氏がセレクト
3月17日 健康博覧会
ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
ライブショーに出演
3月17～22日ﾔﾝﾘｰﾋﾟﾝ・ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ ｵｰﾁｬｰﾄﾞH
自遊館桃井勉さんもアシスタントとして
ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
去る２月２３日から２６日まで東京ビック 3月25～28日国際ｱﾆﾒﾌｪｱ
サイトで開催された、国際ホテル・レストラ 3月26～28日第37回東京ﾓｰﾀｰｼｮｰ ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
ン・ショー、フード・ケータリングショー、 3月31日 柳家小三治独演会 赤坂区民ホール
厨房設備機器展が開かれた。これは、「ホスピ 4月3日～4ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾄﾞｯｸﾞｼｮｰ ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
タリティ」と「フードサービス」の合同専門 4月7日ｳｲｰﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑｺﾝｻｰﾄ
ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙ
展示会で外国企業も参加する日本最大の外食
4月9～11日 日本鑑賞魚ﾌｪｱ江戸川ﾀﾜｰﾎｰﾙ
産業の出品展示会でもある。
4月9～10日ｶﾙﾐﾅ・ﾌﾞﾗｰﾅ
東京文化会館
会場では、国内電力会社９社がスポンサー
となった｢電力ブース」で、厨房機器部門で最
各地の梅だより・桜の名所だより
先端の電磁調理器具の普及拡大を図る目的
で、セレクトライブショーが開かれている。
関東3大梅園は、今が見ごろの真っ最中。熱海の
26日は、その講師に富山では電磁調理のパ
梅園は1月22日から開園、3月中旬まで楽しむこと
イオニア小西氏が依頼された。
ができる。また、水戸の偕楽園は2月20日～3月31
当日のメニューは、富山湾特産の白エビを 日、青梅は2月20日～3月31日、埼玉の越生、筑波
フランス料理に取り入れた「白エビと鯛の
山の梅まつりは2月21日～3月22日まで、一足早い
パートフィロ包」と富山産「里芋のスープ」 春の訪れを感じてみませんか。一方桜の名所で
が来場者に試食、大きな反響をよんでいた。 は、千鳥ｹ渕3月27日～4月5日までライトアップ、
上野、隅田公園３月２０日～４月５日、小石川後
楽園が３月１９日～３月３１日までライトアップ
され多くの花見客で賑わうことでしょう。

＊根津美術館３月１３日～４月１８日
：胸中の山水・魂の書山水画の名品と禅林の墨蹟

＊東京都美術館 ～4月4日
：ﾎﾞﾙｹﾞｰｾﾞ美術館展

＊東京都庭園美術館

～3月14日

ｲﾀﾘｱの印象派ﾏｯｷｱｲｵｰﾘ展

＊ミッドタウン・デザインハブ～３月１４日
：第９回世界ポスタートリエンナーレトヤマ２００９
選抜東京展
＊歌舞伎座３月2日～26日 元禄忠臣蔵・南部坂雪の
別れ・仙石屋敷・大石最後の一日 松本幸四郎・仁
左衛門 団十郎
＊歌舞伎座４月2日～２８日熊谷陣子・寺子屋・藤娘
ほか 三津五郎 染五郎 吉右衛門 仁左衛門 幸
四郎 玉三郎
＊新橋演舞場～３月25日三婆 朝岡雪路 波乃久里
子 水谷八重子

＊新橋演舞場４月１日～2３日四谷怪談忠臣蔵
市川右近

市川弘太郎

＊明治座～27日小林幸子特別公演
スタッフ紹介 ベッドメイクほか 佐藤省五

東京で富山の魅力をアピール！

第９回世界ポスター
トリエンナーレトヤマ２００９
選抜東京展～３月１４日まで
東京ミッドタウン・デザインハブ
ポスターの世界公募展で、３年毎に開催
世界４９の国・地域から寄せられた過去最
多の応募4，516点より、409の入選作品の中
から受賞作など１００点を展示。世界最新
の多彩なポスターをご覧ください。

東京交通会館いきいき富山館
富山ガラス工房作品展開催中
ガラス造形作家の活動拠点富山ガラス工房
で作られたトンボ玉、ペーパーウェイトか
ら器まで、県内ガラス作家の作品を販売。
平成２１年７月より委託職員として勤務。東京は浅
草出身の江戸っ子、麺類が好きで１０年間みっちり
修業し、念願の蕎麦屋「藤ふじ」を浅草で開業、３
５年間多くのお客様からご愛顧をいただいたが、景
気の変化、奥さんの膝痛や心労などで廃業を決意、
現在のサービス業の仕事に。
日々心がけていることは、「人との出会いを大切
にすること。」
現在の楽しみは、仕事が終わってからの２～３合
程度の晩酌で、ほっと一息つく時が最高。
趣 味 は、寄 席 で 落 語 を 聞 い た り、競 馬 場 の 観 覧
で、勝負より馬を見るのが好きとか。ちなみにカラ
オケは玄人はだしで、ナットキングコールなど往年
のジャズポピュラーなんでもござれ。
今までに旅行した中で一番印象に残っているとこ
ろは、霧の摩周湖で、また是非行きたいとのこと。
これからの夢は、家族でアットホームな雰囲気の
小さい一杯飲み屋をやってみたいとか。一日も早く
夢がかなうよう祈りたいものである。

南砺の万華鏡写真展
３月２０日～４月４日
富山の風土に魅せられて４８年、写
真家風間耕司のカメラの眼が捉えた
日本のふるさと南砺市。
富山県の南西部に
位置する南砺市は、
世界遺産の五箇山合
掌集落や歴史と風光
に恵まれた地域で
す。東京から富山県
に移住し、富山の
文化芸術や風習、行
事や祭礼などを４８年に亘り紹介した写真
誌「万華鏡」も２１８号を数えます。
この中から南砺を題材にした作品を紹介し
ます。

いきいき富山館３月物産展
3日～4日 呉羽梨の加工品
呉羽梨の生産農家が作ったこだわりの加工品で
す。梨入り焼き肉のたれ、梨のコンポート、梨
ジャム、梨キャンディーなどを販売。
５日～７日 源七の芋かいもち
もち米と長いもを混ぜて炊き込む富山の銘菓。独
特のモチモチ感や懐かしい風味は、古きよき富山
のふるさとの味わいです。
１１日～１３日 ほたるいか桜煮（釜揚げ）
今が旬のとれたてほたるいかを桜煮（釜揚げ）を
はじめ沖漬け、黒作りなど加工品の販売。
１８日～１９日しろえびかき揚げ丼
アツアツの美味しいかき揚げ丼を実演販売。
２７日～２８日新酒の試飲販売
蔵元からの新酒やしぼりたての試飲販売。

あ と が き
雪と氷のスポーツの祭典・バンクーバー冬季五輪が
閉幕し、17日間の熱い戦いが終わった。国の強化費や
メダルの数が云々されているようだが、富山の企業ダイ
チに所属した田畑選手、穂積選手の大活躍は県民は
もちろん日本国民を熱狂させた。
１中小企業の経営者の並々ならぬ決意と執念がこの
奇跡を実現させたのである。その胸中にあるいろいろ
な熱い思いがジーンと伝わってくるようである。
なお、両選手には県民栄誉賞が授与される。
いよいよ季節は待ちかねた春の到来です。各地から
は、梅の便りも届き、桜の開花予想も発表された。
郷里では、春の訪れを告げるホタルイカ漁が解禁さ
れ、当会館もお客様で賑わうことを期待したいものであ
る。
うかれける人や初瀬の山桜
入りかかる日もほどほどに春の暮

芭蕉
芭蕉

