２０１１初夏号

…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第２９号

赤坂だより
初夏の富山料理を楽しむ
赤坂で楽しむ富山の旬の味
同窓会、親しい方との語らいに！
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、入善深層水のアワビ、バイ貝、蛍烏賊沖
漬など富山の素材にこだわったメニュー。

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」「幻の滝」、
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」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
強いこしと餅のようなねばりと風味、全国
にも知られた氷見うどん、全国的にも珍しい
丸髷状の手延べ素麺で、大人気の大門素麺、
昔ながらの手延べ製法で丹念に作られた麺は
こしの強さと味わい深い五箇山手わざそば、
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る合掌手延べそうめん
などがあります。
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。
写真は氷見うどん

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

ＳＮＳは経済・国家をも変える
株式会社ホットリンク
代表取締役社長 内山幸樹さん

未来を口コミの集積で予想するすご技
そのような、ネットで今みんなが何を考え
ているかを２４時間、３６５日収集・分析し
て、膨大なデータを企業のマーケティングや
商品開発に生かすためのソフトを提供してい
ました。

人工知能が人間の能力を超える
この技術の本質は、日本に住んでいる人た
ちの頭の中を宇宙からのぞかせてもらう偵察
衛星のようなものです。
そして、この技術を発展させ、口コミ分析
を即、実際の行動につなげられる分野はない
か、と 考 え て 開 発 し た の が 株 価 予 測 ソ フ ト
だったのです。
たとえば、「円高・円安」「景気・不景気」
一人のつぶやきが世界を動かす
今や一人のつぶやきが瞬く間に世界を動かす など経済に関するもの、「巨人が勝った」「明
日は雨」などネット上でどういったキーワー
ことに。そんな時代になってきました。
チュニジアに始まった民主化の大きなうねり ド同士が結びつくと株価が動くのか？を何十
は、またたく間に隣国の大国エジプトの政府転 万通りの組み合わせをもとに予想していく人
工知能がこのソフトの正体です。
覆に繋がり、更にリビアを経てサウジアラビ
今再び世界と闘う
ア、シリア、そして、中国やロシアにも影響を
私がＩТ業界にのめり込むきっかけは、東
およぼしていることは、皆さん周知の事実で
大大学院時代、数値流体力学を使った波の
す。
シュミレーション研究をきっかけに、世界最
この大きな役割を果たしたのは、ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）。 高峰のヨットレース、アメリカズカップの日
本代表艇の設計メンバーとして参加したこと
ネットのつぶやきから株価予想
ソーシャル・ネットワーキング・サービスか に始まる。世界一になるには、最先端のテク
らネット上に発進される多くの書き込みをコン ノロジーと、数多くの経験を積んだ熟練ク
ピューターに解析させ、その結果をもとに、翌 ルーザー達の感性とを組合わせて初めて成し
日の日経２２５先物の値動きを予想し、実際に 遂げられるものであることがわかりました。
これからは、日本の株式市場の先物商品の
資金を投じた運用成績が７か月でプラス７２％
みならず、ナスダック指数などアメリカの株
という画期的な株価ソフトを開発しました。
このソフトは、昨年行われたインフィニティ 式市場で売買されている株式や先物商品の予
ベンチャーズ・サミット（ＩＶＳ）という４０ 測に応用し、アメリカズカップの時に成し得
０名以上の国内外の投資家やネット起業家が集 えなかった世界一を成し遂げたいと思いま
うカンファレンスのプレゼンテーションコンテ す。
なお、東京で故郷を感じる富山県赤坂会館
ストで見事第１位を獲得し、ＮＨＫのクローズ
にまた折を見て訪ねたいと思っています。
アップ現代にも取り上げられました。

＊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～４９，８００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

＊4日前までにお申し込みください。

都 心 で楽 しむ 富 山 の初夏料理
先付け 小豆菜浸し
お造り 平目 深層水アワビ
梶木昆布〆
水雲豆腐 五三竹
鮎塩焼き
鯛しゃぶ
シロエビ掻き揚
ホウボウ酢
氷見うどん

元々の私達のビジネスを説明しますと、たと
えば、ある会社の新製品が発売されると、夕方
には「この商品なかなかいいね」といった口コ
ミがリアルタイムでネットに飛び交います。

煮物
焼物
酒肴
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。

k,h

こちらは初夏メニューの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。

＊２１，７００円～２６，８００円

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

美術館・劇場情報 ２０１１ 初夏
＊国立新美術館

万葉集首都圏シンポジュウム開催
大和と越・大友家持の歌心をめぐって
２０１１年７月１０日（日）１３時３０分
ルテアトル銀座にて

～９月５日
：ワシントンナショナ
ル・ｷﾞｬﾗﾘｰ

9月28日～12月12日
：ﾓﾀﾞﾝｱｰﾄ・ｱﾒﾘｶﾝ
珠玉のﾌｨﾘｯﾌﾟｽｺﾚｸ
ｼｮﾝ

＊東京国立博物館
平成館～6月26日：手塚治虫のブッダ展、
国宝和歌十首展～7月10日
＊国立西洋美術館 7月5日～9月25日
：大英博物館古代ギリシャ展

＊江戸東京博物館
～7月3日 五百羅漢 増上寺秘蔵の仏画 狩野一信
＊国立科学博物館
：日本のボタニカルアート
～6月26日
恐竜博２０１１ ７月２日～10月22日
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～7月24日
：不滅のシンボル鳳凰と獅子
＊三菱一号館美術館 6月14日～8月21日
：もてなす悦び ｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑの器で愉しむお茶会

＊森美術館～７月３日
：フレンチ・ウィンドウ展

ﾌﾗﾝｽ現代美術の最前線

＊渋谷Bunkamuraザ・ミュージアム
：～7月3日 花の画家ルドゥーテ「美花選」
＊ニューオータニ美術館～7月10日：大谷ｺﾚｸｼｮﾝ
＊山種美術館～６月５日

奈良県記紀・万葉プロジェクト 古事記完
成１３００年プレ・イヤーイベント。富山県
ふるさと文学館（仮称）開設プレ・イヤーイ
ベントを記念して、開催されます。プログラ
ムは、講演１、奈良県万葉文化館の中西館長
「大和と越の風土」講演２、佐々木幸綱早稲
田大名誉教授「大友家持をめぐって」、万葉朗
唱と雅楽演奏では、万葉集全２０巻の朗唱、
パネルディスカッションでは、「ふるさとを讃
える」をテーマにコーディネーターは平野啓
子、パネリストに辺見じゅん、石井隆一富山
県知事、荒井正吾奈良県知事が出席して開催
される。
定員先着７００名、聴講無料で申し込みは
往復はがきかインターネットで。はがきは
郵便番号・住所氏名・電話番号・参加人数２
名までを記入、〒102－8787日本郵便麹町支店
留「万葉集首都圏シンポジウム事務局」まで
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは、http://sap-co.jp/manyou/
syutoken/main万葉集首都圏ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑＨＰま
で

：百花繚乱ー桜・牡丹・菊・椿

＊ブリジストン美術館～７月6日
：アンフォルメルとは何かー２０世紀フランス絵画

＊横浜美術館 ～6月26日
：ﾌﾟｰｼｷﾝ美術館展 フランス絵画３００年
＊東京都写真美術館
～7月10日 子供の情景ー戦争と子供たち
～7月18日 ｼﾞｮｾﾌ・ｸｰﾃﾞﾙｶ ﾌﾟﾗﾊ１９６８
６月11日～８月７日 世界報道写真展

＊東京国立近代美術館

～7月31日

：パウル・クレー展 おわらないアトリエ

＊根津美術館～7月3日
：伊万里・柿右衛門門・鍋島

肥前磁器の器

＊新橋演舞場～６月2６日 大歌舞伎 頼朝の死
：梶原平誉石切、連獅子 染五郎、吉右衛門
：７月２日～２６日義経千本桜、勧進帳、楊貴妃
右近、団十郎、梅玉、海老蔵ほか
～７月１３日 名作劇場
＊日生劇場
：７月２１日～２４日ミュージカル三銃士
：７月３０日～３１日宮本益光とｸﾗｼｯｸコンサート
＊劇団四季 ～６月２６日ベニスの商人 平幹二郎
：７月３日～８月３１日ライオンキング、マンマミー
ア、キャッツ、美女と野獣

スタッフ紹介 フロント観光案内 広田桂子

これからのイベント・催しガイド
＊蝶々夫人６月12日、15日、18日イタリア
語上演 ｵﾙｶﾞ・ｸﾘﾔｺﾌ、ｿﾞﾞﾗﾝ・ﾄﾄﾞﾛﾋﾞｯ
ﾁ、甲斐栄次郎ほか 新国立劇場
＊第49回パリ祭7月2日、3日NHKﾎｰﾙ
芦野宏、加藤登紀子、前田美波里ほか
＊ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ｵﾝ・ｱｲｽ東京公演 7月16～
20日国立代々木競技場第1体育館
＊ｵｰ・ｿﾚ・ﾐｵ ﾅﾎﾟﾘﾀｰﾅ楽団 7月28日
横浜みなとみらいﾎｰﾙ、7月30日東京ｵﾍﾟ
ﾗｼﾃｨｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ
＊ﾎﾞﾘｼｮｲｻｰｶｽ
7月16日～20日 千駄ヶ谷東京体育館
＊ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ 8月5日東京国際ﾌｫｰﾗﾑﾎｰﾙ
＊春風亭昇太、春風亭小朝、三遊亭小遊三
特選名人会 よみうりﾎｰﾙ
＊ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2011 8月22日～30日ｻﾝﾄ
ﾘｰﾎｰﾙ8月25日舞零、交響組曲ｼﾞｭﾘｱﾝ・
ﾕｰ 8月24日、27日溝口健二監督、音楽
望月京 無声映画「滝の白糸」
8月29日ﾏｰﾗｰ「復活」
＊東京ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ9月2～4日東京国際
ﾌｫーﾗﾑｼﾞｮｰｼﾞ・ﾃﾞｭｰｸ、日野皓正ほか

会館の３階庭園つつじが満開に
高岡市伏木出身、４月の異動により、アンテナ
ショップから当会館勤務に。富山県の観光案内や
ＰＲ、渉外担当として赤坂会館の活性化や充実を
図るのが目的で、会館内に爽やかな新風が。
観光はベテランだが、今は慣れないフロント業
務の基本を覚えるため特訓の日々が続く。
小さい頃に遊んだ勝興寺や気多神社、けんか山
などの思い出が今の観光案内に大きく貢献してい
るとか。休日は都立三田高校の文学講座に通い港
区ゆかりの文学や歴史を学ぶ勉強家でもある。
やぎ座、血液はＯ型、乞うご期待を

当会館の３階庭園つつじが綺麗に咲きました。来
館者や会議のお客様からも「まあ、きれいね」と好
評で皆さまに大変喜ばれております。

いきいき富山館情報館
６月～とやま観光展開催
初夏の観光シーズン到来で、立山黒部アル
ペンルート（4月16日～11月）黒部峡谷鉄道
（5月1日全区間開通）が全線開通してからと
もに４０周年の節目を迎えます。

「立山・黒部」は富山県のシンボルであり、
すばらしい自然景観の大パノラマに出会えま
す。立山は、昭和２９年８月立山ケーブル
カーが営業開始、昭和３０年７月高原バス運
行、一方昭和３１年８月関電トンネルがダム
側からの掘削開始、世紀の大事業がスター
ト。昭和３８年黒四ダム竣工、昭和４４年１
２月立山トンネル貫通、昭和４６年６月つい
にアルペンルート全線開通となった。
黒部峡谷は、大正１２年の電源開発に伴う
工事資材の運搬を目的に宇奈月～猫又工事、
昭和１２年７月に欅平まで完成、総延長２
０・１㎞の黒部軌道に。さらに昭和４６年５
月関西電力から独立、黒部峡谷鉄道になり
小さなトロッコ電車の愛称で親しまれている
日本一深い十字峡を走る電車のくぐるトンネ
ルは４１回、渡る橋は２１回でスリル満点。

最近の話題より集めてみました

富山が舞台の映画12月に上映
松竹より「ＲＡＩＬＷＡＹＳ２」
雄大な日本海、荘厳な北アルプスなど美し
い富山県の風景や、レッドアローなどの富山
地方鉄道の電車、観光地としての魅力あふれ
る富山が紹介されます。

隅田川花火大会2万発
震災の影響で延期されていた「第34回隅田
川花火大会」が8月27日に2会場で開催される
午後7時５分打ち上げ開始。例年の人出予想は
９４万人。人も熱気で最も暑い１日に。

東京スカイツリーの展望台料金
６３４ｍと世界一高い電波塔。来年５月２
２日に開業決定。入場料は第１展望台（３５
０ｍ）が２千円、第２展望台（４５０ｍ）が
１千円、両方では３千円、ちなみに東京タ
ワーは２５０ｍで１４２０円、六本木ヒルズ
は２３８ｍで１８００円、高いと感じるか、
安いと思うかは今後のお楽しみ。

あ と が き
雨に濡れたアジサイの青さが浮かびあがる季節。
内閣不信任案が可決寸前で否決され管総理が土壇
場で踏みとどまった。「一定の目途がついた段階で、若
い世代に責任を引き継ぎたい」の真意は如何に。
退陣の時期をめぐってひと波乱。夏か、大連立構想も
あるが、海外メディアは国民不在のサーカスと伝える。
福島原発の事故もなかなか先が見えない今、被災者
の御苦労が連日報道されている時の権力闘争である。
「がんばろう、日本」の掛け声で全国民が厳しい中、
頑張っている時期に何と空しいことか。
そんな中富山を舞台にした映画が完成。観光の富山
をアピールする良い機会であり上映が待ち遠しい。

