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富山県赤坂会館
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赤坂だより
忘年会・新年会は赤坂会館で
富山湾のとれたて鮮魚直送
職場や親しい友人達との語らいに！
富山県赤坂会館では、忘年会や新年会など
でご利用いただく冬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。
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「おもろまち」で沖縄振興の仕事に

南の沖縄から思うこと

出張の折にアンテナショップも
目下、東京に出張するのは二か月に一度ほ
どですが、銀座の沖縄物産店「わしたショッ
プ」と有楽町「いきいき富山館」双方をのぞ
いていますが、双方とも「がんばってるな
あ」、というのが実感です。富山の印象は、
これまではいいものが多いが地味、との印象
でしたが、今はいいものをしっかりアピール
しています。それは、今の、本物を志向する
流れにもぴったりです。ますます頑張れと申
し上げたいと思います。

沖縄総合
事務局長

竹澤正明
さん

鰤のしゃぶしゃぶ・鰤大根 ・ ゲンゲの
すまし汁や鍋、新湊の紅ズワイ蟹など
刺身では梶木鮪の自家製昆布〆や甘海老、
富山湾でしか獲れない珍味シロエビのかき揚
げや、新湊漁港から直送したみずみずしい紅
ズワイ蟹、深層の珍味ゲンゲのすまし汁や鍋
料理、魚の王様寒鰤を使ったしゃぶしゃぶや
鰤大根、塩焼き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。砺波の銘酒「立
山」はやや辛口ながらバランスの取れた味わ
いで評判は上々、黒部の「銀盤」はそのまろ
やかな舌ざわりと味。また、最高の品質を追
求した大吟醸「米の芯」、岩瀬の「満寿泉」
は絶妙の味わいで多くの方が堪能され、五箇
山の「三笑楽」は隠れファンが多く、その味
にこだわる人も多い。焼酎では米どころ滑川
の「米騒動」１２年貯蔵酒も一度口にした方
は、「うまい」と感嘆されます。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。

氷見うどん・大門素麺なども大好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も評判
が良く、何処で購入出来るか聞かれるお客さ
んもいます。職場の皆さん、同窓会やクラス
会、親しい友人達との語らいにぜひ皆様のお
越しをお待ちいたしております。

18年ぶりの沖縄勤務に

沖縄も東アジアに向けてアピール
昨年夏から、沖縄総合事務局長として、那覇
沖縄は、南の島としての環境の得失を凝視
の再開発された「おもろまち」という高台に勤
しながら、その利点を東アジア諸国に益々ア
務しています。平成４年に当時の沖縄開発庁長
官秘書官として勤務して以来、久々に沖縄振興 ピールするべく、総合事務局をあげて知恵出
の仕事に携わらせていただき、改めて行政の最 しに努めています。
ところで、沖縄といえば泡盛。しかし、残
前線は市町村であることを実感しています。
沖縄県下を回りながら郷里のことを思う 念なことに、外国向け出荷は量が少なく、目
目下、沖縄県下４１市町村すべてを歩いて、 下輸出先も中国が主です。今後、韓国やタイ
その土地それぞれの実情を学ぶべく努めていま など東アジアにどうやって販路を拡大してい
すが、その際、脳裏に浮かぶのは、富山県旧福 くかは、大きな課題です。私も、機会あるご
光町に生まれたということ、それと幼い頃、何 とに内外のお客さんに、泡盛の良さを語り、
自身も愛飲。めでたい時、仕事の疲れを癒す
度か福光に帰ったときの思い出です。自分に
とってまれに帰るふるさとは、冬は雪が多くて 時、何かにつけ、泡盛は、欠かせません。
一方赤坂会館では、平澤支配人さんや職員
たいへん、夏はじりじりと暑い。しかし一方、
秋の収穫時期、砺波平野の豊かさに、子供なが の方々の越中弁を聞いて、心がやすらぎま
ら感じ入ることもありました。秋の黄金色の稲 す。赤坂会館に着けば、むつかしいことは考
穂、冬の南天の木に降り積もった雪は、自分に えず、富山の酒を「まずは、一杯」です。こ
れからも富山の美味しい酒と魚を楽しませて
とって、原点の風景です。
いただきたいと思っています。
沖縄の市町村に伺う時の視点とは

沖縄の各市町村に伺うときの視点は、自分が
この村に生まれ育って、ここで一生を終えると 写真は沖縄総
したときに、どう思うだろうか、ここに生まれ 合事務局の全景
てやりがいある仕事をし、危険な目に遭わず、
村のつきあいや行事も楽しみだった、と言える 右側の建物
かどうか。こうしたことを胸に市町村を訪ねて
います。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

＊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～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。

和会席 お献立

＊列車が選べます

白海老南蛮漬
鰤 目地鮪 細魚昆布〆
鰤大根
鰤塩焼
鰤しゃぶ鍋
シロエビ掻き揚
新湊紅ずわい蟹
氷見うどん

＊4日前までにお申し込みください。

先付け
お造り
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

2泊3日プランも
あります。

こちらは冬メニューの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

都 心 で楽 しむ 富 山 の冬料理

美術館・劇場情報 ２０１０ 冬
＊国立新美術館
～12月20日

六本木の夜は輝くイルミネーションで

最近の話題・催し物案内など

ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝは松嶋菜々子とソン・スンホン！ 11月13日～12月12日明治神宮鎮座９０年記念

：ゴッホ展
日展～12月5日

＊国立博物館
～12月12日
：東大寺大仏ー天平の
至宝

＊国立西洋美術館
～1月16日 :アルブレヒト・デューラー版画・素描展
＊国立科学博物館～2月6日

11月11日恒例の東京ミッドタウンで行なわ
れた「クリスマスイルミネーション点灯式」
に女優の松嶋菜々子と映画「ゴーストもう一
度抱きしめたい」で共演した韓国の俳優ソ
ン・スンホンが一緒に点灯スイッチを押し
た。松嶋より「映画とイルミネーションを見
て温かい気持ちになってください」と約２５
００人のファンにメッセージが伝えられた。

ダニエル・オストのクリスマスツリー

：日本の航空・宇宙１００年記念空と宇宙展ー飛べ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～12月19日
：歌麿・写楽の仕掛け人 その名は萬屋重三郎展
＊三菱一号館美術館～2月6日
：カンディンスキーと青騎士

１１月２０日、今年もダニエル・オストのク
リスマス・ツリーが帝国ホテルの入り口正面
ロビーに出現、約６メートルの巨大なツリー
に、訪れる人々は歓声をあげながら、ツリー
を背に記念写真を撮っていた。

＊東京藝術大学大学美術館～12月5日
：明治の彫塑 ラグーザと萩原碌山展

＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム～11月28日

六本木ヒルズは美少女武井咲

：SＯ＋ＺO展未来を開く造形の過去と現在
１１月９日東京六本木ヒルズのクリスマス
：モネとジヴェルニーの画家たち 12月7日～2月17日 イルミネーション点灯式は、２００６年に全
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～12月26日
日本国民的美少女コンテストでモデル部門賞
：ドミニク・ペロー都市というランドスケープ
とマルチメディア賞を受賞してデビューした

＊山種美術館～12月26日

：日本美術院の画家たち横山大観から平山郁夫まで

＊ブリジストン美術館～12月23日

女優・武井咲さん。今最も注目を集める若手
女優。ちなみに武井さんは12月25日生まれ。

：セーヌの流れに沿ってー印象派と日本人画家達の旅

＊三井記念美術館 ～11月28日
：円山応挙ー空間の創造
＊東京都写真美術館
：～12月5日 二十世紀肖像全ての写真はポートレート
：～12月5日 ラブズ・ボディー、生と性を巡る表現
＊東京国立近代美術館～12月19日 ：麻生三郎展

＊五島美術館～11月28日国宝「源氏物語絵巻」
＊横浜美術館～12月31日・国内で21年ぶりの
回顧展「ドガ展」
＊新橋演舞場：11月30日～12月21日師走特別公演
清＆直美 前川清・藤山直美など
：12月25日 舟木一夫シアターコンサート
：１月２日～２６日新春大歌舞伎
：「御摂勧進帳「妹背山姉女庭訓」「寿曾我対面」
：「寿式三番叟」「実盛物語」「浮世柄比翼稲妻」
＊日生劇場
１２月2日～25日大歌舞伎

東京ラーメンショーで2年連続日本一
やったぜ！富山の麺家いろはスタッフ
赤坂会館で宿泊・英気を養う
11月3日～7日まで駒沢オリンピック記念公園で開
かれた、東京ラーメンショー２０１０。
前年度のチャンピオンとして、各方面や業界の皆
さんが注目する中で、今年もやりました。
なんと、5日間連続トップで独走し、2年連続売上
げ数第1位を獲得。その数１３、３５５杯。誰もが驚
く奇跡的な記録達成です。
さらに一日の売り上げ数として、6日（土曜）の
３，４０９杯は、日本ラーメン協会から、ギネス記
録として申請する話まであるとか。
スタッフ全員が食事はおろか、休憩もなく、それ
こそトイレにも満足に行けないハードな毎日であっ
たようである。店主栗原さんの気使いやご苦労が思
われるとともに、今後益々のご活躍を期待したい。
写真は麺家いろ
はの前に並ぶお
客の行列

神宮外苑いちょう祭り
12月14日 義士茶会 江戸東京博物館
義士祭（墓前祭）泉岳寺
12月15・16日 世田谷ボロ市
12月17・19日 羽子板市 浅草
12月24日 納めの地蔵
12月31日 芝増上寺カウントダウン

ダニエル・オス
ト氏はベルギー
の王室ご用達の
有名な花装飾家
世界中で活躍
中。
日本でも仁和寺
や草月会館、東
寺などで作品展
を開催、熱烈フ
アンが多い。
制作には、第一
園芸のスタッフ
が参加。

お待たせしました 地デジ対応完了

客室に22インチテレビ設置
お客様の反応も上々
永年お客様から「14インチの画面は小さ
い」「離れると字が読めない」などのご意見
が多く寄せられておりましたが、このたび
の工事とテレビの更新により、解決される
ことになりました。
宿泊されるお客様からも「画像がとても
鮮明で綺麗だ」「チャンネルが多く楽しみ」
など反応も上々で大変喜ばれております。

書家山本文雄さん 銀座で個展
ー村里のうたー

郷里五箇山を書く

11月19日～23日までｷﾞｬﾗﾘｰうちやまで開催。
村人の信仰心の深さ、生活の中で口ずさまれ
たうたや、つぶやきをイメージさせる言葉を
取上げた作品を展示。
北日本新聞
記者の取材
を受ける
山本文雄さ
ん。

あ と が き

おといきいき富山館で好評販売中！
富山で育まれた特産品の数々や
匠の品々を一堂に展示即売
いきいき富山館では、濃厚な味わいのりんご、包
み鱒寿司、塩ブリ、富山の海鮮と氷見うどん、クリ
スマスチューリップ、とやま土人形や高岡銅器、井
波彫刻やおせ
ち料理など
富山を代表す
る名産品を販
売中。

ついにカレンダーが残り１枚となった。
この時期街にはクリスマスソングが流れ、イルミネー
ションが輝き、1年の締めくくりとして当館にも忘年会の
お客様が多数お見えになります。
1年で一番あわただしい、切羽詰まった月でもある。
そして、 エコポイントの駆け込み需要で大手家電業
界は、大賑わい。特にテレビは、3時間待ち、納品は1
～2カ月待ちである。
一方、海外では11月23日北朝鮮が黄海上の軍事境
界線と位置付ける北方限界線付近にある延坪島に砲
撃、韓国軍も応酬、砲撃戦となった。
管内閣の危機管理能力も国会で取り上げられたよう
であるが、いざという時の速やかな対応が求められる。
対岸の火事か、いや何時日本にもと不透明な時代。
新しい年が希望に満ちた争いのない平和な世界とな
るよう祈らずにはいられない。
面白し 雪にやならん 冬の海
かくれけり 師走の海の かいつぶり

芭蕉
芭蕉

