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富山版成長戦略（私案）について

（社）民間放送連盟事務局長 大寺廣幸さん
沖縄成功物語の富山版はないでしょうか。
約20年前に利用がオープンになったイン
ターネットですが、今ではインターネットなし
の社会は想像できません。

六本木、ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝまでは徒歩圏内
ﾒﾄﾛで新宿まで6分、渋谷まで5分
富山県赤坂会館はメトロ青山１丁目駅から
徒歩10分、交通の要所として渋谷、青山、
六本木、新宿、モノレール浜松町駅などメト
ロご利用の場合、いずれも５分～１０分で目
的地へ。近くにはTBＳ赤坂サカスやACТシ
アター、東京ミッドタウンやサントリー美術
館などがあり、国立新美術館、六本木ヒルズ
も港区ちーバスを利用すれば１００円で美術
館近くまで行けます。

富山県の先進性は驚くものがある

あまり知られていませんが、この分野の富
山のポテンシャルは驚くものがあります。イン
ターネットの基幹光ファイバー網は当然、富山
と全国、全世界を結んでいます。高い情報通信
技術をもった企業や人材は県内に多くいます。
ここに、実空間でも仮想空間でも堅牢性を誇り
巨大な処理能力をもつデータセンターが加われ
今、富山県のみならず全国各地で、元気を取 ば鬼に金棒です。データーセンターは、免震構
５つの割引プランで益々お得に
造をもつビルの中にサーバーや自家発電装置な
赤坂会館では、次の宿泊割引プランを実施 り戻し明るい未来を築く「成長戦略策」が模索 どが収容される無機的なイメージをもたれるか
しており、大変好評をいただいております。 されています。沖縄に、ちょっとしたアイデア もしれません。しかし、データーセンターは、
と呼び水で成功した事例があります。
①宿泊された方に次回の宿泊割引券進呈
新産業創出・雇用増のきっかけになる裾野の広
沖縄の成長戦略とは
②土日祭日に宿泊される方の割引
がりをもつ基盤です。
今から十数年前、沖縄に、東京都内の電話番
③宿泊当日の１３時以降に予約した方の割引
富山にインターネット網の
号案内を行うNTTのコールセンターが立ち上
④４名以上のグループ・団体割引
巨大ターミナルの立地が必要
⑤クラブ活動割引 県内高校生以下が各種大 がりました。政府の沖縄振興策の一つです。わ
「一般的な情報の蓄積」はいうに及ばず、
ずかの数のオペレータで始まったNTTのコー
会や競技等に参加の場合
一室１名ご利用の場合は、1,000円、一室 ルセンターはオペレータ600名まで拡大し、こ クラウドコンピューティングのプログラム・ソ
２名以上ご利用の場合は１名500円を割引さ の成功がきっかけになり、通販や銀行・証券、 フトウェアの集積などの役割や、遠隔地のコン
ピューターシステムのモニター機能などが期待
せていただきます。また、高校生以下の場合 コンピュータなどの企業が全国をカバーする
コールセンターを沖縄にオープンしました。総 できます。この分野の研究開発、実用化をおこ
は、一律3,600円となります。
ビジネスに、ご家族や友人、グループでの 務省沖縄総合通信事務所にいた私は、金融やコ なう拠点として発展することも可能です。特に
思い出づくりに、今年の秋は赤坂会館を拠点 ンピュータの専門知識をもつオペレータをどう 分散立地、バックアップの必要性を改めて認識
確保するのか聞いたところ、返事は意外なもの させた東日本大震災のあとでは、日本海側の富
に楽しい旅をお過ごしになりませんか。
山にインターネット網の巨大ターミナルを立地
でした。
することは、さらに重要性が増しているので
人材確保についての意外な答え
「電話での受け答えがきちんとできる社会経 す。情報通信に着目して述べてきました。「灯
験がある人を採用します。本土で社会経験をつ 台下暗し」です。富山の強みを発揮できる領域
んで沖縄に戻りたい人はたくさんいます。専門 は多数あり、富山版成長戦略の青写真とその実
知識は、採用後の社内研修、資格取得で身につ 現を期待します。
最後になりましたが、赤坂の奥座敷である
けることができます。」沖縄県庁も支援にのり
出し、今よりかなり高かった沖縄と本土との専 赤坂会館に、これからもしばしば、お邪魔し、
四季折々に郷土の味を楽しみたいと思っていま
用回線料金のコスト軽減を助成しました。
す。
（筆者は富山県高岡市出身）
写真は紅葉の神宮外苑イチョウ並木
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 サゴシ
秋刀魚昆布〆
菊蕪
甘鯛朴葉焼き
シロエビ掻き揚
栗飯
新港紅ずわい蟹
氷見うどん

＊4日前までにお申し込みください。

煮物
焼物
揚物
蒸し物
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 秋
＊国立新美術館
10月28日～12月４日
：日展

～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
：法然と親鸞 平成館10月2５日～12月4日
＊国立西洋美術館 10月22日-1月29日
：ﾌﾟﾗﾄﾞ美術館所蔵

ｺﾞｱ光と影

＊江戸東京博物館
：～12月11日世界遺産ヴェネツィア展
＊国立科学博物館
：特別展 科学者展 ～12月11日
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 10月26日～12月4日
：開館５０周年記念

南蛮美術の光と影

＊三菱一号館美術館 ～12月25日
：ﾄｩｰﾙｰｽﾞ・ﾛｰﾄﾚｯｸ展

イベント・催し物・菊花展・エトセトラ
10月30日まで旧古川庭園バラﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
10月30日まで日比谷ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｰ
10月30日ﾊﾛｳｨｰﾝｷｯｽﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞ ﾗﾗﾎﾟｰﾄ豊洲
10月27～11月3日神田古本まつり
10月27～29日電気自動車展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
10月28～30日住まいのﾘﾌｫｰﾑ展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
11月3日まで国営昭和記念公園ｺｽﾓｽ祭
11月1～23日東京都観光菊花展日比谷公園
11月2～6日東京ﾗｰﾒﾝｼｮｳ駒澤ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園
11月3日 山梨ヌーボー祭 日比谷公園
11月3～6日 2011楽器ﾌｪｱ ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜
11月5日まで靖国神社奉納菊花展
11月9～11月13日神代植物公園菊花大会
11月5日美空ひばりﾒﾓﾘｱﾙｺﾝｻｰﾄ東京ﾄﾞｰﾑ
11月15日まで浅草菊花展
11月23日まで明治神宮菊花展
写真は国営昭和記念公園のｺｽﾓｽ

＊森美術館～１月15日
：メタポリズムの未来都市展

ツアン・キンワー

＊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～11月20日
池大雅ー中国へのあこがれ

＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～11月13日
：モーリス・ドニ

＊ブリジストン美術館10月２8日～12月25日
：特別展

野見山暁治展

＊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～12月4日 子供の情景
畠山直哉展～12月４日

＊東京都庭園美術館 ～10月30日
11月１日～休館
：アール・デコの館
＊根津美術館～11月6日
：開館７０周年・春日の風景

麗しき聖地のイメージ

＊出光美術館10月29日～12月18日
：長谷川等伯と狩野派
ルオーとムンク
＊東京都現代美術館～1月9日 ゼロ年代のﾍﾞﾙﾘﾝ
私達に許された特別な場所の現在
＊東京ドーム11月28日・30日エアロスミス公演
＊新橋演舞場～10月26日花形歌舞伎 京人形
江戸っ子繁昌記 11月1日～25日歌舞伎 傾城反
魂香 道行初音旅 三津五郎 時蔵 松緑
：11月26日 舟木一夫シアターコンサート
＊赤坂ＡＣＴｼｱﾀｰ10月21日～24日
ＴＡＯ和太鼓エンターテイメント
：10月27日～29日立川志の輔
：11月19日～12月19日 中島みゆき夜会

スタッフ紹介 ベッドメイク委託 本間淑子

赤坂サカスで匠の技紹介
高岡の金属加工（株）ナガエ製作
花器や錫のﾋﾞｱｸﾞﾗｽなどが評判
日本全国で生産されている陶芸や木工、
和モダンと称される現代的なデザインを持
つ最先端のプロダクトまで、あらゆる工芸
品の中でも特に匠の技を生かした製品の展
示会が９月30日～10月16日まで赤坂サカス
で開催。高岡から金属製品の加工や鋳造で
有名な株式会社ナガエが参加。独創的な一
輪差しやﾋﾞｱｸﾞﾗｽなどが大きな評判を呼ん
写真はﾅｶﾞｴ久末アート事業部長
でいた。

有楽町

２０１１年にオープンした新名所
数多くのビルやミュージアムも
今年も数多くの建物やショップ、ショッピン
グセンター、グルメファンを虜にする新名所が
オープン。すぐにも行ってみたい多くの魅力が
満載の注目施設内容の一部を紹介。観光スポッ
ト、遊びと癒しを満喫してください。
＊3月品川阪急大井町ｶﾞｰﾃﾞﾝ・ｱﾜｰｽﾞｲﾝ阪急
ﾎﾃﾙ、百貨店大井食品館、温浴施設、ﾃﾆｽ
ｺﾞﾙﾌﾚｯｽﾝ場などが併設
＊3月二子玉川ﾗｲｽﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
20代～30代の女性にぴったりのおしゃれ専門
店157店も。地下には東急ｽﾄｱなどが出店。
＊3月東京ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｲ京葉ｽﾄﾘｰﾄ
2010年11月にｵｰﾌﾟﾝした８ｼｮｯﾌﾟにｴｷﾅｶ12
を加え18ｼｮｯﾌﾟがｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ。
＊4月経堂ｺﾙﾃｲ
シンボルの大階段や気持ちの良い屋上庭園、
ｽｰﾊﾟｰなど47店舗のｼｮｯﾌﾟ。
＊7月池袋ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ「満天」
全天周映像システムに世界最高レベルの画質
で音響もより迫力と臨場感がすばらしい。
＊9月川崎市藤子・Ｆ・不二雄ﾐｭｰｼﾞｱﾑ
富山県が生んだ偉大な漫画家の様々な展示や
ｼｮｯﾌﾟが楽しめる。漫画読み放題や作品にちな
んだﾒﾆｭｰが食べら
れる。
この項レｯﾂ・ｴﾝｼﾞｮｲ東京
より抜粋。
写真は藤子・F・不二雄
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

富山を舞台に夫婦の絆を描く感動の名画

松竹より「ＲＡＩＬＷＡＹＳ２」
第２の人生、あなたは誰と生きたい
ですか、大人たちへ贈る感動作！
人生は鉄道に乗った長い旅ー人生を鉄道にな
ぞらえて描く名画。人生の節目に直面し、これ
からの生き方を模索する一組の夫婦が主人公で
す。雄大な北アルプスを望む富山の美しい田園
風景を舞台に、歳を重ねてこそ感じる迷いや焦
り、喜びと幸せ、そしてかけがえのない絆を描
きます。これからの人生をよりよく、輝いて生
きていこうとする大人たちへの勇気と希望を与
えてくれる感動作が誕生しました。

いきいき館情報

富山の酒とかまぼこフェア２０１１
1０月16日大盛況のうちに終了
北アルプス立山の伏流水と良質の酒造好適
米、そして杜氏の技が醸す富山の酒。富山を
代表する１６の蔵元が約１００銘柄の清酒を試飲
販売、同時に海の幸をベースに老舗の技から
生まれる極上かまぼこの試食販売が行われ、昼
の部、夕方の部も多くのファンで賑わった。
縁があり平成２３年４月よりベッドメイクや清
掃担当として勤務。新潟県出身。以前は、40年あ
まり事務職一筋に携わる。今の仕事は未知の経験
であり、戸惑いもあったとか。ホテル業の表の部
分と違い、裏方の苦労や厳しさを身をもって体験
することに。プライベートでは掃除や片付けは余
り 得 意 で は な い が、仕 事 は 気 合 十 分、驚 き、発
見、楽しみながらこなす。趣味は読書で推理、歴
史時代物何でもござれ。魚は富山の寒鰤が大好
き。仕事後の一杯が楽しみで、今宵も美味いビー
ルが飲めるよう頑張る可愛い女性です。

あ と が き
行楽の秋、スポーツの秋、菊花展が各地で開かれ、1
年かけて心血そそいで愛しむように育てた大輪の花が
見事に開く季節である。一方新米や秋の味覚に食欲が
大いに増す季節でもある。
1年のご労苦に想いをはせながら実りの秋に感謝したい

