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市民本位の市政をめざして

旬の素材で作るこだわりの味
同窓会、親しい友人達との語らいに！
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。

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
ろ滑川のシェリー樽仕上げの12年貯蔵酒
「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。

夏のごちそう麺「氷見うどん」や「大門素
麺」など郷土を代表する麺がたくさん
また、富山には夏のごちそう麺がたくさん
ありますが、その一部を紹介します。
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。

小矢部市長

桜井森夫さん

早いもので3年が過ぎて
早いもので、小矢部市長に就任してから早や
3年7ヶ月が過ぎました。2006年12月7日初
登庁したことが改めて思いだされます。
信任していただいた小矢部市民の皆様を始
め、議会の方々、いろいろな方々から励ましや
激励、ご意見やご指導などをいただいたことを
とてもうれしく思っております。
市民が満足する市政の運営に
私は就任当初から、「市民本位に考え、市民
の皆さんに満足していただける市政運営」を目
標に様々な施策を進めてまいりました。
「市長専用公用車の廃止」や市政の変革へ向け
た取り組みとして「情報公開を推進し、市民に
信頼される開かれた市政の実現」や、初めて月
1回のペースで「タウンミーテングを実施し市
民の声を市政に反映させる」ことを目的に、市
内18地区を順次回り市民の「生の声」を直接
聞きながら、語り合いました。
地域主権とは名ばかりの国の政策
政権交代が頻繁になり、継続した国の施策が
不透明な昨今、補正予算の凍結や事業仕分けな
どにより地方の財政に与える影響は大きく、地
方の財政状況も国同様に危機的状態であります
。小矢部市の景気も製造業を中心に低迷をして
おり、財源確保に知恵を出す一方、一層の経費
節減に努力しておりますが、国においても地方
の財政支援をしっかり考えて欲しいものです。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

写真は大賑わいの「道の駅メルヘンおやべ」

都 心 で楽 しむ 富 山 の夏料理

2泊3日プランも
あります。

＊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

和会席 お献立
先付け ニンピン漬
お造り 梶木昆布〆 鮃 海老
煮物
錦寄席
焼物
太刀魚八幡焼
温物
イシリ鍋
揚物
シロエビ掻き揚
酢の物 伊佐木水仙巻
甘海老レタス巻
食事
氷見うどん
水菓子

＊JR はくたか 上越新幹線利用

道の駅「メルヘンおやべ」オープン
そのような中、50万人の交流を目指し、大
きな話題を呼んだ道の駅「メルヘンおやべ」
が昨年10月にオープンしました。
小矢部産の農産物や加工食品を販売したり
桜町遺跡の展示コーナーなど様々なイベント
が開催できる広場、特に愛犬を遊ばせる
「ドッグラン」などは珍しく多くの方々に喜
ばれています。
交流人口は三つの要素が大事
私は、交流人口という問題意識の中で三つ
の要素が大事と考えております。一つは「情
報流」で小矢部市を訪れてみたいと思えるよ
うな情報の発信、次に人と人との付き合いが
生まれる「人流」、三つめが本当の「交流」
です。
これからも富山県、石川県や長野県と連携
し、広域観光のテーマの一つとして「義仲・
巴広域連携推進会議」やNHK大河ドラマ誘致
活動、「おやべ型１％まちづくり事業」の推
進に向けて努力したいと考えています。
今後の取り組みについて
今後も市民の皆さんと協働で
「住んでみたいと思える魅力のあるまち」
「住み続けたいと思える安心感のあるまち」
「住んで良かったと思える充実感あるまち」
を目指し頑張る所存であります。
なお赤坂会館にはまた訪ねたいと思ます。

こちらは七月メニューの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。

＊２１，７００円～２６，８００円

私 の 一 言

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～４１，３００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。

美術館・劇場情報 ２０１０ 夏
＊国立新美術館

根津美術館で過ごす至福のひととき

最近の話題・催し物案内など

新装美術館で豪華日本庭園を楽しむ
赤坂会館からも至近距離の便利さ
根津美術館について

7月9～10日浅草寺四万六千日（ほおずき市）
7月13～16日靖国神社みたま祭り
7月17～8月8日上野夏祭り・ぼんぼり盆栽骨董
東部鉄道の社長などを務めた、実業家で茶 7月17～18日江戸川金魚まつり
＊国立科学博物館
人の初代・根津嘉一郎の収集品を展示するた 7月17～18日八坂神社例大祭・神輿山車など
：常設展
めに造られ、昭和16年に開館した日本では数 8月7日～8日SUMMERSONIC2010千葉ﾏﾘﾝｽﾀ
＊東京国立博物館
少ない歴史を持つ私立美術館である。
ｼﾞｪｲ・ｾﾞｯﾄやｽﾃｰｳﾞﾞｨｰ・ﾜﾝﾀﾞｰなど
：常設展
敷地は嘉一郎の私邸跡で、広大な日本庭園 8月2122日横田基地日米友好祭
＊国立西洋美術館～9月26日
があり、庭内には茶室が点在している。
8月21～25日亀戸天神例大祭1000個の灯明点火
ナポリ・宮廷と美・カポディモンテ美術館展
美術館は、2006年5月から改築工事のため休 8月28日浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙﾊﾟﾚｰﾄﾞ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～７月２５日
館していたが、建築家・隅研吾の設計による 8月2829日原宿表参道ｽｰﾊﾟｰよさこい2010
能の雅（ｴﾚｶﾞﾝｽ）狂言の妙(ｴｽﾌﾟﾘ）
新展示棟が竣工、2009年10月7日に新装オープ
＊出光美術館～７月２５日
ンした。新しいロゴデザインは、ドイツの
：日本の美・発見Ⅳ屏風の世界その変遷と展開
夏だ、花火だ、光のﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄを楽しむ
ぺ－ター・シュミット・グループが制作。
＊森美術館～７月４日
：六本木クロッシング２０１０展：芸術は可能か
コレクションの特徴は質の高さに加え、幅
今年も全国で約900の花火大会が開催予定です
＊パナソニック汐留ミュージアム ～９月５日
の広さにあり、茶道具もさることながら仏教
関東地区の主な大会は下記のとおりです。
：ハンス・コパー展ー20世紀陶芸の革新
絵画、水墨画、近世絵画、刀剣、特に有名な
日時
名称
人出予想数
打上数
＊松岡美術館～９月２６日
尾形光琳の「燕子花図屏風」は国宝。
：ﾓﾈ・ルノワールと印象派・新印象派
7月21日鎌倉花火大会
27万人
1700発
7月4日までは能面の心、・装束の華展開催中
＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム～7月11日
7月24日調布市花火大会
35万人
12000発
：ｽﾄﾗｽﾌﾟｰﾙ美術館・ｺﾛｰ、ﾓﾈ、ｼｽﾚｰからﾋﾟｶｿまで
7月24日真岡市夏祭花火大会 30万人
20000発
＊資生堂ギャラリー～８月８日
7月29日足立の花火
59万人 12000発
：暗がりのあかりチェコ写真の現在展
7月31日隅田川花火大会
94万人 20000発
＊根津美術館6月5日～7月4日
：能面の心・装束の華
7月31日立川まつり花火大会 33万人
5000発
＊三菱一号館美術館 ～7月25日
8月1日江東花火大会
30万人 3700発
：開館記念ﾏﾈとﾓﾀﾞﾝ・ﾊﾟﾘ
8月1日神奈川新聞花火大会 29万人 8000発
＊太田記念美術館 ～7月25日
8月7日江戸川区花火大会
139万人 14000発
北斎とその時代
8月7日いたばし花火大会
52万人 5400発
＊山種美術館 ～7月11日
8月14日東京湾大華火祭
70万人 12000発
：特別展浮世絵入門・広重東海道五十三次一挙公開
＊江戸東京博物館～9月5日 大昆虫博
8月19日神宮花火大会
17万人 12000発
＊損保ジャパン東郷青児美術館～7月4日
：ﾏﾝ・ﾚｲ展
７月14日～9月３日
オルセー美術館展
～８月１６日

：モーリス・ユトリロ展ーパリを愛した孤独な画家
＊東京都写真美術館7月19日
古屋誠一・メモワール、－愛の復讐、共に離れて

＊三鷹市美術ｷﾞｬﾗﾘｰ～7月4日
生誕１５０年記念ｱﾙﾌｫﾝｽ・ﾐｭｼﾔ展

＊劇団四季7月11日～11月30日「美女と野獣」
7月18日～8月15日「はだかの王様」

＊日比谷パティオ特設会場～８月１日
ルナ・レガーロ月からの贈り物
食とサーカスの幸福な出会い

スタッフ紹介 ベッドメイクほか 後藤繁

東京で富山の魅力をアピール！

今年もＪＲ山手線で車体広告
ﾃｰﾏは「夏かしい富山へ。
」
石井知事も観光ＰＲに一役
～７月１１日まで
世界遺産五箇山やｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄなど
夏の観光シーズンを前に、「富山県」の知
名度や魅力の認知度向上とともに、富山へ
の観光客誘致促進を図るため、JR山手線に
車体広告が出現した。

いきいき富山館 7月情報・物産展

来て見て高岡のとっておき
七夕と万葉集の旅・7月２日～３０日
万葉の歌人で万葉集の編者といわれた大伴家持
が越中国守として高岡に赴任。時は過ぎ1260年
前に家持が、４００年前には、加賀藩２代藩主前
田利長が魅了された高岡の良さを紹介。
高岡銅器、漆器の販売。館内に「願い七夕」を設
置、ご記入短冊は8月1～7日の七夕祭に飾ります

入善町の日7月27日～28日
入膳ジャンボ西瓜の試食会を開催します。
27日12:00～17:00 28日11:00～15:00
深層水あわびご飯の実演販売も併せて開催。

富山ガラス工房作品販売～8月３１日
ガラス工房所属作家のオリジナル作品を販売

あ と が き
平成２１年１１月より委託職員として勤務。東京は
足立区出身の江戸っ子で現在61歳。現在の仕事につ
く前は、レストラン・喫茶関係のサービスに。
スパゲッテイなら1分で仕上げることも可能とか。
日々心がけていることは、「お客様に少しでも心
地良いひとときを過ごしていただき、安らぎの空間
を提供できるよう頑張ることとか。」
現在の楽しみは、仕事が終わってからの１～２合
程度の晩酌で、ほっと一息つきながら野球中継を見
ながらの一杯は堪えられないとか。ちなみに応援す
るのは、やはり読売巨人とか。
趣味は、小さい頃からやっていた野球で、若い時
はピッチャーやサードを守り、「鉄壁の繁」と呼ば
れていたとか。
これからも「心地良いひとときを過ごしていただ
くためには。安らぎを覚えていただくためには。」
など奥が深いサービス業務について自問自答の毎日
が続く。

デザインは、Aタイプが世界遺産の五箇
山合掌集落、立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄの黒部平
から見た後立山、氷見海岸から見た立山連
峰で構成されている。
Bー１ﾀｲﾌﾟは、高岡瑞龍寺を主体に砺波
の散居村やシロエビ、B－２ﾀｲﾌﾟは劔岳を
主体にミクリガ池や鱒寿司、Bー３ﾀｲﾌﾟ
は、帆船海王丸と雷鳥を主体に魚津たても
ん祭や鯛の祝蒲鉾など、いずれも富山を代
表する観光地や食材が取り上げられており
多用の中、石井知事もPRに一役買われた。

梅雨の入りとなり、木々の緑も一層色鮮やかな季節と
なりました。
6月2日の鳩山首相の突然の辞任は日本中はおろか
世界中に広がり、8ヶ月半の短命内閣ははたして国民
にどのように写ったのでしょうか。
高い理想と現実、政治と金の問題、普天間問題、事
業仕分け、子供手当て、赤字国債など次から次へと気
の休まることはなかったことでしょう。
そして6月4日民主党両議員総会で管直人氏が第９４
代、61人目の首相に就任、8日に管内閣が発足した。
何よりも国民の生活に密着した景気浮揚や生活安定
など政策の実現に努めていただきたい。
単なるばらまき福祉政策のように、赤字国債で借金を
将来にわたって引きずるような政策はぜひ止めてほし
いものであるが、7月11日の参議院選挙に国民の審判
はどう下るのでしょうか。
暑き日を海に入れたる最上川
降り止まぬ雨一際の額の花

芭蕉
麦酔

