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忘年会・新年会は赤坂会館で

多様さとは日本の四季と地域の特性

富山湾のとれたて鮮魚直送

次の「多様さ」とは、狭い国土ながら日本
の四季と地域の特性がそれぞれ明確であること
を意味している。全国各地に郷土料理があり、
それぞれユニークで美味しい。また、春夏秋冬
それぞれの旬の食材がある。場所と季節、旬の
食材と調理法の組み合わせの多様さは世界一で
あり、どれだけ長生きして健啖を発揮しても尽
きることはない。
国によっては単調さのため、長期滞在する
と飽きてしまうこともないわけではないが、日
本はそうでない。「自国の身贔屓」であること
を割り引いたとしても、、。

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。

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
素材は抜群です。

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
の数々が楽しめます。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、焼酎では米どころ滑川の「米騒動」も
評判です。

氷見うどん・大門素麺なども好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も大
好評です。職場の皆さん、同窓会やクラス
会に富山の味を楽しみませんか。

写真は
鰤しゃぶ

日本の良さや悪いところも再認識
それぞれの国の今の姿は、それぞれの気
候、地形、歴史、文化などが長い時間をかけて
織りなした独自の絵姿である。外国に行くと日
仕事柄、外国へ出張することが多い。異国の 本の良さも悪さも実感できる。政治、経済、社
文化に触れて驚くことは多いが、一方で日本の 会。日本の悪いところは直せばよいし、日本の
良さを再認識することも少なくない。「灯台下 良いところは守り続けるべきである。言うは易
しく行うは難しいことではあるが、、。
暗し」とはよく言ったものである。
冬の富山の恵みが赤坂に
他の国にない日本の良さは、「自然を大切に
冬の富山の恵みが今年も赤坂会館にやって
すること」と「多様さ」ではないかと感じてい
る。食文化を例にすると、フランス料理や中国 きた。鰤もよし蟹もよし。かぶら寿司もよし。
日本に、そして富山に生まれ育ったことに
料理は様々な手が加えられ、技巧の極致という
ことができる。一方の日本料理は刺身に見られ 感謝する季節である。
るように素材の良さを楽しむところが大きな違
写真
いのように思われる。もちろん刺身でも、松皮
はｹﾆｱ国
造り、紙塩など精緻な技術もあるし、懐石を食
連会議で
べると日本の精密機械工業発達もむべなるかな ﾅｲﾊﾞｼｬ湖
と思わされる繊細な仕事の総合作品であると実 畔のキリ
感させられる。しかしながら、日本料理の本質 ンを背景
は素材の良さを引き出すことが第一であるとこ に
ろにあり、そこがフランス料理や中国料理との
違いであるように思われる。走り回って最善の
食材を得て客に供することが「もてなし」の心
だとする「ご馳走」という言葉が、それを物
語っている。

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
＊２４，５００円～３８，２００円
＊３日前までにお申し込みください。

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がお得です。
＊フライトスケジュールが選べます
＊1名様より出発OK
＊お申込は、当会館ホームページ・ビジネスパック

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

のご案内・ANA「旅作」をクリック願います。

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 蕪寿司
お造り 鰤 目地鮪
深層水あわび
鰤大根
甘鯛朴葉焼き
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
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
温物
揚げ物
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 ２０１１～2012 冬

イベント・催し物・エトセトラ

＊国立新美術館

12月8～12日EXILE･LIVE･TOUR 東京ﾄﾞｰﾑ
：野田祐示絵画のかたち
14日
赤穂義士祭
泉岳寺
1月18日～４月2日
15・16日 世田谷ﾎﾞﾛ市 世田谷ﾎﾞﾛ市通
＊東京国立近代美術
17～19日 羽子板市
浅草寺境内
工芸館
22～25日 B’ｚ LIVE-GYM 東京ﾄﾞｰﾑ
：人間国宝と近代工芸の
名品 ～1月29日
30・31日 KinKi KIDSｺﾝｻｰﾄ
〃
＊国立西洋美術館
31日 ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
増上寺
：ﾌﾟﾗﾄﾞ美術館所蔵 ｺﾞｱ光と影～1月29日
31日～1日ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ海開き 小笠原父島
＊江戸東京博物館：絵で楽しむ忠臣蔵～1月29日
１月2日皇居新年一般参賀
皇居内
：平清盛展 １月２日～２月５日
2～3日 箱根駅伝
＊国立科学博物館
7～15日ふるさと祭り東京2012 東京ﾄﾞｰﾑ
：ﾉｰﾍﾞﾙ賞110周年記念展 ～1月22日
日本のまつり故郷の味
＊東京国立博物館 北京故宮博物院200選1月2日～24
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 ：殿様も犬も旅した広重、東海道
12日県人会文京おわらﾁｰﾑ出演
五十三次 12月17日～1月5日
20～28日 国際ｷﾙﾄﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 東京ﾄﾞｰﾑ
＊三菱一号館美術館 ﾄｩｰﾙｰｽﾞ・ﾛｰﾄﾚｯｸ展
２月4日～12ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ東京ﾄﾞｰﾑ
～12月25日
18日～26世界らん展日本大賞
〃
＊森美術館：ﾒタポリズムの未来都市展
写真はﾐｯﾄﾞﾀｳﾝのﾋﾞｯｸﾞｻﾝﾀﾌﾞｰﾂ
ツアン・キンワー ～１月15日
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ：没後150年歌川国芳
～2月12日
＊渋谷Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ
：ﾐﾔｹﾏｲｸﾛ展 12月23日～
：ﾌｴﾙﾒｰﾙからのﾗヴﾚﾀｰ 12月23日～３月14日
17世紀ｵﾗﾝﾀ絵画から読み解く人々のﾒｯｾｰｼﾞﾞ
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館：新春ｺﾚｸｼｮﾝ展～1月29日

＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館

：百椿図椿をめぐる文雅の世界

１月7日～２月12日

＊出光美術館～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 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～1月9日
＊新橋演舞場～12月25日年忘れ喜劇藤山直美ほか
＊新橋演舞場１月6日～26日 壽新春大歌舞伎
相生獅子・連獅子ほか菊之助、三津五郎ほか
＊赤坂ＡＣＴｼｱﾀｰ ﾓﾝﾃｲ・ﾊﾟｲｿﾝのｽﾊﾟﾏﾛｯﾄ
１月9日～22日
＊赤坂ACTｼｱﾀｰ 金閣寺 1月27日～2月12日

花のちからを信じて 栂野恵美子さん
11月3日～8日まで勅使河原茜・家元継承就任10
年 を 記 念 し、「花 の ち か ら を 信 じ て」を テ ー マ
に、第９３回草月いけばな展が日本橋高島屋で盛
大に開催された。
茜さんは、2001年に第4代家元に就任、2011年
は全国で祝賀イベントを開催。
今回の特別展では、富山県から栂野恵美子さん
が参加され、お祝いの意味を込めた朱色を使い、
永遠に続くことを表す年輪と温かみを持つ木材を
組み合わせた作品が、多くの来場者の感動をよん
でいた。

今年も街中にクリスマスソングが流れる季節
となりました。12月11日には11年ぶりに皆既月
食が都内でも見られました。ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝのｲﾙﾐ
ﾈｰｼｮﾝは12月25日まで、約2000㎡の広大な芝
生広場に28万球のLEDが描く「ｽﾀｰﾗｲﾄｶﾞｰﾃﾞ
ﾝ」が更にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ。「Terra～地球～」を
ﾃｰﾏに、壮大な宇宙の物語を描きます。

一方六本木ヒルズでは、恒例のけやき坂通りを
白と青のLEDで彩るイルミネ―ションが登場、
純白の雪が、青い輝きを伴って光の結晶となっ
たｲﾒｰｼﾞで、「雪の森」に迷い込んだかのよう
な幻想的な空間を演出しています。

今年の赤坂サカスは和がﾃｰﾏ

：アルプスの画家ｾｶﾞﾝﾃｨーﾆー光と山～12月27日
今年の赤坂サカスは和がテーマ、優美で
：日本赤十字社所蔵ｱｰﾄ展 東郷青児、ﾋﾟｶｿほか
日本情緒あふれる「竹あかり」で幻想的に
１月７日～２月１9日
演出、柔らかな光に彩られた日本ならでは
＊ブリジストン美術館 野見山暁治展～12月25日
：開館60周年記念 ﾊﾟﾘへ渡った石橋ｺﾚｸｼｮﾝ1962年春 の和みの世界を心ゆくまでお楽しみくださ

1月7日～3月13日
＊横浜美術館 ：松井冬子展 12月17日～3月18日
＊東京都写真美術館 ｳｨｰﾝﾌｨﾙ&ﾃｨｰﾚﾏﾝ・ﾍﾞｰﾄｰ
ﾍﾞﾝ全交響曲ｼﾈｺﾝｻｰﾄ 12月10日～28日
映像をめぐる冒険、日本の新進作家展～1月29日
＊東京都庭園美術館
11月１日～休館中
＊根津美術館 中国の陶磁・漆・青銅～12月25日

六本木のクリスマスイルミネーション

有楽町いきいき富山館 情報

い。ビルの間を繋ぐ天空のイルミネーショ
ンも眩い光と荘厳さが必見。また、4回目を
迎える冬のイベント「ホワイトサカス」。都
RAILWAYS全国公開記念展
内最大級の屋外スケートリンクが今年もｵｰ
1月17日まで好評開催中
ﾌﾟﾝ。2月19日までの営業で子供から大人ま
人生は鉄道に乗った長い旅・人生を鉄道にな
でが楽しめる。エリアを彩る10ｍのｼﾝﾎﾞﾙ
ぞらえて描く名画「愛を伝えられない大人たち
ﾂﾘｰ「ﾄﾖﾀ・ｱﾙﾌｧｰﾄﾞﾂﾘｰ」も必見です。
へ」をテーマに12月3日、全国松竹系映画館で
遂にロードショーがスタートした。
いきいき富山館では、富山県内の撮影場所の
一覧、撮影で使われた三浦友和さんの特注オー
ダーメイドの運転手衣装、主な出演者の顔写
真、名場面の一部を再現した写真などを展示。
また、ボールペンやキーホルダー、富山地方鉄
道のミニ電車（ブルーバックカー）などの記念
グッズを展示販売。なお、三浦友和さんが映画
公開に合わせて、男の生き方全てを語った初め
ての自伝的人生論「相性」（小学館から発売）
やったぜ、 3年連続日本一！
の本も特別にサイン入りで展示されている。

富山ブラック麺屋いろは
第３回東京ラーメンショーで偉業
11月２日～11月6日まで駒澤ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念
公園で開催された第3回東京ラーメンショー
で、麺屋いろはが3年連続売上第一位を獲得
5日間で1万4585杯の新記録、一日の売り
上げでも5日に4252杯を販売、スタッフは今
年も赤坂会館で宿泊、英気を養いながら
大きなイベントを成し遂げ大満足。
写真は麺屋いろはの栗原清会長

あ と が き
東日本大震災から９カ月、復興や原発事故処理もなか
なか進まないうちに2012年を迎える。
恒例の2011年を表す漢字一文字は「絆」であった。日
本だけでなく世界中の人たちが「絆」の気持ちと心を1つ
に応援。2012年は災害が起きないように祈りたい。

