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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第３０号

赤坂だより
初秋のお泊まりは赤坂会館で
六本木、表参道にも交通至便！
都心ど真ん中でもとても静寂です
都心にありながら、緑に囲まれた閑静な中
に佇む富山県赤坂会館。
周辺にはカナダ大使館、ドイツ文化会館が
あり、カンボジア大使館やアフリカのレソト
王国大使館などもすぐ近くにあり、正に国際
色豊かな雰囲気が漂う場所です。
六本木やミッドタウンまで歩いて１５分、
表参道まで徒歩２０分、銀座まではメトロで
１０分、今話題の東京スカイツリーまでは、
メトロ半蔵門線で押上駅まで２６分です。

永ちゃんのお店で大人の夜を過ごす
また、当館より１分の場所に矢沢永吉さんが
経営するお店「ダイヤモンドムーン」があり
ます。ここでは、永ちゃんのライブ映像を見
ながら昔ながらの「ハイボール」やカクテル
などが比較的リーズナブルな値段で楽しめま
す。大人の夜をこの様なところで過ごすのも
一興かと思いますがいかがでしょうか。

今夏さまざまな団扇でお迎え
当館でも電力削減を求められております
が、従来からの節電に加え各お部屋に様々な
団扇を備えました。古来団扇は日本の風物詩
を伝えるおしゃれな小道具として商売、儀式
などに広く使われていましたが、お部屋に
入ってほっと一息、安らぎと涼しさを感じて
いただければ幸いです。
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毎年「富山うまいもの会」開催

お わ ら の 秀 歌
株式会社インテックソリューションパワー
代表取締役社長 宮地秀明さん

ほとんどない。昭和の初期、八尾を訪れた詩人
野口雨情がこんなおわら歌を詠んだ。

軒端雀がまた来てのぞく
けふも糸引ゃオワラ手につかぬ
養蚕は古くは和紙作りとともに町の主要な
産業であった。ちょっと気になる町の若い男を
雀にたとえて、ああ今日も来て私を見てるわ、
と一日仕事場で繭から糸をつむぐ自分の姿を軒
先から覗き見られる、女の密かな期待と恥じら
う心の内を詠んだものであろうか。往時の八尾
富山からのお客様がお持ちくださった手土産
の情景を忍ばせるおわらの秀歌である。
の和菓子の箱に、栞が添えられていて、挿絵と
ともにおわら歌が一首印刷されていた。

仲間と富山の酒を楽しむ

八尾坂道わかれて来れば
つゆかしぐれかオワラはらはらと
もうじき「風の盆」の季節である。ゆっくり
と息の長いおわら節の旋律が、三味線と胡弓の
渋い響きに重なって狭い町中に流れ、編み笠に
揃いの衣装の若い男女の列が長い坂道を踊り下
りてくる。こんな情景が毎年多くの人を井田川
に沿った富山県の山あいの町八尾に呼び寄せて
いるのだが、憂いと郷愁を乗せたあの節まわし
をよく聞き込んでみると、このような柔らかい
言葉づかいがおわら歌の歌詞に潜んでいる。
上の歌は画家小杉放庵が詠んだ「八尾四季」
のうちの一首である。その中からもう一首、

俺たちにも富山のうまい魚を食べさせろよ
と男声合唱の仲間から求められ、ならばと富山
県赤坂会館さんにお願いして、毎年、寒鰤の時
期に「紐育男声東京合唱団」の「富山うまいも
の会」をやらせていただいている。ぶりしゃぶ
といっしょに、これでもかと言うくらいにうま
い富山の酒を飲ませていただくのは言うまでも
ない。まだ半年先になるが、今年もその頃にな
ると、鰤は来たか、と首を長くしてその日を待
つことになろう。（筆者は富山県八尾町出身）

ゆらぐつりばし手に手をとりて
わたる井田川オワラ春の風
おわらの歌詞にはこのように男女の間で微妙
に揺れる心の内を詠んだものが結構多い。むし
ろこの季節の祭りにしては豊年万作を祈る歌が
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～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

＊列車が選べます

先付け 鰯ぬた
お造り 鯛 才巻海老
梶木昆布〆
穴子煮凝
鮎塩焼き
鱸しゃぶ
シロエビ掻き揚
平目マリネ
氷見うどん

＊4日前までにお申し込みください。

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。

こちらはＡプランの例となって
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 の料理

美術館・劇場情報 ２０１１ 初秋
＊国立新美術館

赤坂サカスで人気番組を体験しよう
かっての人気番組から現在放送中の
ものまで思いでに残るテレビ番組など
８月２８日（日）まで

～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～９月2５日：空海と密教美術展
＊国立西洋美術館 ～9月25日
：大英博物館 古代ギリシャ展

＊江戸東京博物館 ～9月10日
東京の交通１００年博 都電、バス、地下鉄の今昔
：９月２３日～１２月１１日世界遺産ヴェネツィア展

子供も、子供だった大人も楽しめるＴＢＳ
の番組パーク「夏サカス２０１１～笑顔の
扉～」かっての人気番組から現在放送中の
番組まで、１９５１年から６０年間、ＴＢ
Ｓが発信し続けている様々なコンテンツが
飾られています。数々のスターが登場した
歌番組「ザ・ベストテン」「関口宏の東京フ
レンドパークⅡ」「３年Ｂ組金八先生」など
様々な体験ができます。親子の皆さんで試
してみませんか。 金八先生の像と体験コーナー

＊国立科学博物館
：恐竜博２０１１

～10月22日

＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 8月10日～10月10日
：開館５０周年あこがれのヴェネチアン・グラス展

＊三菱一号館美術館 ～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～8月28日
：フレンチ・ウィンドウ展：デュシャン賞にみるフラ
ンス現代美術の最前線

＊渋谷Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ
：～12月22日改修工事のため休館
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館～8月28日 相撲錦絵の世界
＊山種美術館～9月11日
：日本画の動物園

＊ブリジストン美術館～9月4日
：没後１００年青木繁展

花火で日本の風物詩を楽しもう

よみがえる神話と芸術

＊横浜美術館 ～11月6日
：ヨコハマトリエンナーレ２０１１
＊東京都写真美術館～９月９日 子供の情景
江成常夫展昭和史のかたち～９月２５日

＊東京都庭園美術館 ～9月25日
：国立エルミタージュ美術館所蔵皇帝の愛したガラス

＊根津美術館～8月14日
：古筆切ーともに楽しむために

＊出光美術館 ～9月４日 ：明清陶磁の名品
＊池袋ｻﾝｼｬｲﾝ～8月28日 ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
＊東京ドーム11月28日・30日エアロスミス公演
＊新橋演舞場～８月2７日花形歌舞伎 花魁草 櫓
のお七 夏魂まつり 福助 橋之助
：９月１日～２５日舌出三番叟 染五郎、吉右衛門
＊赤坂ＡＣＴｼｱﾀｰ～8月21日 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｴｲﾐｭｰｼﾞ
ｶﾙ「ｺｰﾗｽﾗｲﾝ」
＊日生劇場 ８月２６日～２８日フアミリーフェス

富山の女性頑張っています
日独交流１５０周年記念・震災復興
願う若手アーティスト展覧会開催
今年、日独交流１５０周年を祝い若手アー
ティストの「団・ＤＡＮＳ」の第８回展覧
会が8月９日までドイツ文化会館で開かれ
た。この中で富山県の女性作家二人が参
加。射水出身の大垣さんは１５０年の世界
の出来ごとを星座をモチーフに表現、黒部
出身の赤摩さんは幸せを呼ぶ鯉を人間の靴
に例えて表現。大きな反響を呼んでいた。

ティブァルバレー「コッペリア」
：松竹主催公演「少年たち～格子無き牢獄」9月5日～9
月29日松竹主催公演「坂東玉三郎」10月2日～2６日 右から赤摩さん、大垣さん、大垣さんの夫佐藤雅晴さん

スタッフ紹介 フロント応接 島先孝太郎

関東の人気花火大会
今年も日本の風物詩を楽しむ花火が各地で行
われます。ただ、今年は震災の影響で関東の多
くの花火大会（世田谷区たまがわ花火大会、東
京湾大華美大会、せいせき多摩川花火大会な
ど）が中止になりました。
ちなみに、関東の人気花火大会ベスト１０は
下記のとおりですが、次の日程で開催されま
す。ぜひご覧になりませんか。
ランク
日程
打上数 人出予想
１位34回隅田川
8月27日 2万発
94万人
２位97回足利栃木 8月6日
2万発
44万人
３位60回おやま栃木8月1日
53万人
４位神宮外苑
8月6日
1万発
10万人
５位45回葛飾納涼 7月26日 7千発
37万人
６位33回足立
10月8日 1万発
54万人
７位26回神奈川新聞 8月17日 6千発 31万人
８位62回熊谷
8月13日 1万発 45万人
９位横須賀開国
8月6日 4千発 26万人
１０位横浜八景島 8月6日1・10日～15、20日

富山を舞台に大人たちへ送る感動の映画

松竹より「ＲＡＩＬＷＡＹＳ２」
全国共通特別券を当館で発売中
窓口一般１８００円を１０００円で
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
が紹介されています。
主演は三浦友和、余喜美子、小池栄子などそ
うそうたるメンバー。また富山出身の西村雅彦
や立川志の輔などが作品を盛り上げます。会館
利用者に限り全国共通鑑賞券を特別料金で提供
しています。申込はフロントへ

有楽町 いきいき館情報 案内
８月８日～９月７日越中八尾おわら
風の盆歴代ポスター展開催中
古い家並みを残す坂の町八尾を舞台に３日
３晩くり広げられる「おわら風の盆」の季
節となりました。

越中座公演９月３０日・富山の酒かま
ぼこﾌｪｱ１０月１６日開催

平成２３年４月より主に夜間フロント職員として なお、９月３０日に日本消防会館で寄席
勤務。２０歳、富山市出身。
越中座公演が。１０月１６日交通会館で富
現在東京工業大学在学中。勉学に励みながらフ 山の酒とかまぼこフェア予定。チケットは
ロント応接業務、夜間出入者の確認、自衛消防隊 いきいき館でお早目にお求めください。
員として非常時の対応や近隣見所案内など多岐に
わたる。元々、初対面の人とのコミュニケーショ
ンは得意でなかったが、勤めて４カ月、ようやく
仕事にも慣れ接客業務も板についてきた。
得意分野は、数学や物理で典型的な理科系人
間。今は情報科学の世界に魅入られている。趣味
はパソコンや読書、独学で始めたピアノ。時間の
合間にはウオーキングを兼ね美術館巡りを楽しむ

あ と が き
残暑お見舞い申しあげます。
暦のうえではもう立秋。しかし全国的にも暑い日が続く
季節に。８月は青少年の野球、柔剣道、バレーボール大
会などが東京で行われ多くのお客様が来館されておりま
すが、暑さの中ご健闘をお祈りいたしたい。

