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赤坂で楽しむ富山湾神秘の味
歓送迎会や友人との語らいに
東京都心にあって、緑に囲まれた閑静な
中に佇む富山県赤坂会館。
会館では、富山湾の春を告げるホタルイ
カ料理が大変好評です。
ご存知滑川のホタルイカは全国に名をと
どろかせるブランドです。特にホタルイカ
の刺身や、足の部分は素麺にたとえイカ
ソーメンと呼ばれ、通の方には応えられな
い味です。
また、しゃぶしゃぶや天婦羅、あるいは辛
子酢味噌和えなどは一度口にするとやみつ
きとなることうけあいです。
一方、富山湾の宝石として名高い「しろ
えび」漁も４月１日から解禁され、１１月
中頃まで珍味が楽しめます。
５～７センチほどの子エビを、そのまま
かき揚げにしても美味しく、殻から押し出
すように剥き身にして刺身や寿司にします
が、薄いピンク色をしたその身はフルーツ
のような甘さがあり、愛好家の中では評判
の一品です。歓送迎会や親しい友人との語
らいに、お仲間同士でぜひご利用ください

サンケイスポーツ代表 佐野慎輔さん

遅 い 春 へ の 憂 い

今年の春の訪れは、いつになく遅れた。四月
一日（わたぬき）となったのに、まだ重いコー
ト姿を街で見かける。
でも、こんな年だからこそ、桜の開花がうれ
しい。一年の雌伏の後ようやく大学生となる
甥っ子の、今を満喫する姿を眺めながら、しみ
じみそう思う。
就職セミナーでの漢字一文字は「歪」
過日、さる就職セミナーで大学３年生を前に
話をする機会があった。新学期、４年生となる
彼らに社会の環境は依然厳しい。熱く、それで
いて不安げな表情の中から、こんな質問が飛ん
だ。「いまを漢字で一文字で表すとしたら、ど
んな漢字だと思いますか」
う～ん、一文字か。少し呻る。「いま、世の
中の軸がぶれている気がする。だから、ぶれ
る。でも漢字はないから『歪』かな」
頭には、政治があった。消費増税はいずれさ
けて通れない道ではあるが、前段階で果たすべ
き方策はとられたのか。
社会保障との一体改革とは聞こえがいいが、
言葉だけが泳いでいる。そして、外交政策。安
全保障に領土問題・・・・、この国のかたちが
歪んでいる。

国民不在の政治の混迷は震災復興にも影響
国民不在の政治の混迷は、東北大震災の復
興、復旧を遅らせた。被災者の多くの方たち
は、再建への道を歩み出しているとはいえ、未
だ「３・１１」の時空を彷徨う。家族を失い、
ふるさとを離れ、桜は咲いても春の訪れをどれ
ほど実感されているだろうか。
経済環境は円高不況こそ脱したようだが、閉
塞感は解消されていない。就職を控えた大学生
の憂いはここに起因する。そして、オリンパス
やAIJ投資顧問の不正・・・。
スポーツ界にも一連の騒動で歪みが
私の専門のスポーツ界でも、プロ野球の巨人
軍をめぐる一連の騒動がフアンの興を削ぎ、日
本オリンピック委員会（JOC）元幹部による
助成金の不適切処理問題が夏のロンドン五輪に
影を落とす。
どこか立つ軸がぶれ、貫くべき芯が歪んでい
るとしか言いようがない。
春の憂いだろうか。話が重たくなった。いや
心は、歪みを正した後に来る春を待ちたいの
だ。桜の開花を寿ぎたいのだ。
わがふるさとは、これから古城公園の花見
み、御車山祭りと一気に華やいでいく。
そうだ。東京にいる私は、千鳥ケ淵から弁慶
橋と桜を愛で歩き、赤坂まで富山湾の春の恵
み、蛍烏賊やしろえびを味わいに行こう。

写真は千鳥ケ淵の桜

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

＊4日前までにお申し込みください。
＊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
＊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、ゲンゲ鍋

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

2泊3日プランも
あります。

先付け 蛍烏賊沖漬
お造り 蛍烏賊
焼物
蛍烏賊石焼
温物
鰤しゃぶ
揚げ物 白エビ掻揚
酢の物 新湊紅ずわい蟹
食事
氷見うどん
水菓子

＊JR はくたか 上越新幹線利用

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。

＊２４，９００円～２６，２００円

美術館・劇場情報 2012 春～

イベント・催し物・エトセトラ

東京都内のお花見を楽しもう

＊国立新美術館

休火
：ｾｻﾞﾝﾇーﾊﾟﾘとﾌﾟﾛﾌﾞｧ
ﾝｽ ～６月11日

４月15日 第81回早慶ﾚｶﾞｯﾀ両国橋ｽﾀｰﾄ
４月15日 高尾山春の大祭お稚児ﾊﾟﾚｰﾄﾞ
４月21～22日 すみだｶﾞﾗｽ市
錦糸町
＊東京国立近代美術館
４月21～23日 春の大祭古武道・日本舞踊
：生誕100年ｼﾞｬｸｿﾝ・ﾎﾞ
など盛り沢山
靖国神社
ﾛｯｸ展～5月6日休月
＊国立西洋美術館
４月21日 泣き相撲赤ちゃんを抱き土俵上
：ﾕﾍﾞｰﾙ・ﾛﾍﾞｰﾙ一時
で鳴き声を競う
浅草浅草寺
間の庭 ～5月20日 休月 注５月GWは各美術館
4月22日 近藤勇と新撰組墓前供養
＊江戸東京博物館 休月
も開館予定
４月24～25日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 丸ﾋﾞﾙ
：ｻﾞ・ﾀﾜｰ都市と塔の物語 ～5月6日
いけばな草月流による富山ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの
＊国立科学博物館 休月
はなびら１００、０００枚の世界へ
：ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ「発見」100年ｲﾝｶ帝国展
～6月24日
４月25日～5月5日 池上本門寺植木市
：ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭの最新研究 ｲﾝｶ帝国展 3月10日～
＊東京国立博物館平成館 休月 ﾎﾞｽﾄﾝ美術館日本 ４月28日 こんこん靴市靴専門業者が集ま
美術の至宝～ ６月10日
り靴やﾊﾞｯｸﾞの安売
台東区玉姫神社
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 毛利家の至宝 大名文化の精粋
5月 6日 ﾄﾞｰﾙｽ・ﾊﾟｰﾃｲ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
国宝雪舟「山水長巻」公開 ～5月27日 休火
5月23日～26 MR,CHILDREN 東京ﾄﾞｰﾑ
＊三菱一号館美術館 ＮＡＴＡＧＡＭＩｓｔｙｌｅ
5月22日 東京ｽｶｲﾂﾘｰ開業
世界が恋した日本のﾃﾞｻﾞｲﾝ～5月27日 休月
＊森美術館：ｲ･ﾌﾞﾙ展「私からあなたへ、私だけに」 6月30日～ﾏｳﾘｯﾂﾊｲｽ美術館展東京都美術館
ﾌェﾙﾒｰﾙ「真珠の耳飾りの少女」ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄ
～5月27日 ﾎーﾂｰﾆｪﾝ～5月27日 無休
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ 無休
７月7日～大英博物館古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ展 森ｱｰﾂ
：ＯＮＥ ＰｉＥＣＥ展 ～6月17日
ｾﾝﾀｰ ﾐｲﾗﾏｽｸやﾊﾟﾋﾟﾙｽｺﾚｸｼｮﾝ
＊渋谷Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 4月23日休
7月28日二条城展 松鷹図 江戸東京博物館
：ﾚｵﾅﾙﾄﾞ・ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ美の理想 ～6月10日
10月6日～ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館展東京都美術館
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休月
観光新名所は新大久保の韓流街
：ﾖｰﾛｯﾊﾟ絵画に見る永遠の女性美～5月27日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～７月１日 休月

アニョンハセヨ！コリアタウン

：薔薇と光の画家ｱﾝﾘ・ﾙ・ｼﾀﾞﾈﾙ展

JR山手線の新大久保駅から徒歩５秒、山
手線の高架下をくぐると、もうそこは韓国
：開館60周年記念 あなたに見せたい絵があります
です。大久保通りには、韓国料理のレスト
＊横浜美術館～6月24日 休木
：ﾏｯｸｽ・ｴﾙﾝｽﾄーﾌｨｷﾞｭｱ×ｽｹｰﾌﾟ、美術館ｺﾚｸｼｮﾝ ランや健康志向のコスメ製品、土産物や食
品、韓流・K-POPグッズ、韓国スターのポ
＊東京都庭園美術館
11月１日～休館中
＊根津美術館 ＫＯＲＩＮ展 国宝燕子花図 休月 スター、うちわなどファンにはたまらない
商品が並んでおり、一度はまると病みつき
：ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館所蔵 八橋図～5月20日
に。ぜひ一度訪ねてみませんか。
＊出光美術館～6月10日 休月
：悠久の美ー唐物茶陶から青銅器まで
＊東京都現代美術館 ふたたび虹のかなたに
田中敏子展 ～5月6日 休月
＊三井記念美術館 「北斎展」生誕250年
ﾎﾉﾙﾙ美術館所蔵 4月14日～6月17日 休月
＊山種美術館
～5月20日 休月
＊ブリジストン美術館

～6月24日

休4月15、23日

桜・さくら・SAKURA－美術館でお花見

＊新橋演舞場

～4月25日

仮名手本忠臣蔵

＊新橋演舞場

松録

四月大歌舞伎

獅童ほか

5月1日～25日五月大歌舞伎

西郷と豚姫 椿説弓張月 染五郎 ほか
＊赤坂ＡＣＴｼｱﾀｰ怪盗ｾﾌﾞﾝ大地真央 ～4月22日

（財）富山会館理事会・評議員会開催される
去る3月15日、東京富山会館において当財団の理
事会・評議員会が開催された。理事、監事及び評
議員計１９名が出席し「２４年度事業計画及び収
支予算」や「（財）富山会館所有資産の富山県へ
の譲渡」など７つの議案が審議され、全て原案ど
おり承認。中でも第１号議案の公益法人制度改革
に伴う移行方針が原案どおり承認されたことによ
り、２５年４月１日の一般財団法人への移行に向
け、所要の手続きを進めることになりました。

早くも大人気！自転車お貸しします
レンタサイクル

写真は霞ｶﾞ関

今年も春の訪れを一番感じさせる桜の開花が始
まった。都内に桜の名所はたくさんあるが、お
花見人気スポットランキングのご紹介。
1位 千鳥カ淵緑道 日本全国から毎年100万人
以上が訪れる。皇居西側を沿う全長７00ｍの遊
歩道にソメイヨシノやオオシマザクラなど約
260本が見事な桜のトンネルを作る。
2位 上野恩賜公園 江戸時代から桜の名所と
して知られ、園内には、約１000本の桜が咲き
誇り、毎年約200万人の花見客が。ボンボリが
ともる夜桜も大勢の人が押し寄せる。
3位 赤坂サカス およそ１00本、11種類の
様々な桜が植えられ、5月上旬まで楽しめる。
中心にある紅枝垂は、日本三大桜の一つ福島県
三春町の「滝桜」の子孫樹でサカスのシンボル
4位 六義園 シダレザクラやソメイヨシノな
ど50本、中でも高さ15ｍのしだれ桜は圧巻。
5位 目黒川 約3･8㎞の川両岸に800本のｿﾒｲﾖ
ｼﾉが。おしゃれなｶﾌｪもありﾃﾞｰﾄには最高。
この項ﾚｯﾂ・ｴﾝｼﾞｮｲ・ﾄｳｷｮｳより抜粋。

有楽町アンテナショップ情報

立山黒部アルペンルート展
開催中 ４月10日～5月１３日
今年は例年になく多くの雪が降った立山連
峰。立山黒部アルペンルートは4月17日（火）
全線開通（予定）となります。
期間中に行われるいろいろなイベントや観光
スポットを紹介します。ＧＷ、夏休みには是非
立山や黒部峡谷、世界文化遺産五箇山にお出か
けください。
立山では人気№１の絶景・高さ20ｍに迫る雪
の大壁（大谷）を歩きませんか（6月10日ま
で）。弥陀ヶ原、室堂、黒部ダムなどの人気ス
ポットを紹介。また雷鳥やオコジョなどのグッ
ズ販売を行うほか、立山、弥陀ヶ原高原のホテ
ルを始めとする宿泊施設の紹介をします。
お気軽にご相談ください。

銀輪で散歩を

当会館には永年にわたり使われていない
自転車が。これは、研修で来館された方や
アルバイトの学生などが利用しなくなり、
置かれていたもの。このたびこれらの自転
車を整備しお客様に貸し出することといた
しました。種類は、マウンテン車、変速機
付車、ミニ折りたたみ自転車など７台。早
速お花見や神宮外苑巡りなどお客様の反応
は上々のようです。赤坂や銀座など四季
折々の季節を銀輪で散歩をしませんか。

あ と が き
震災の悲しみから１年余り、復興の計画はまだまだのよ
うであり、早い実現に期待したいものである。
一方待望のスカイツリーが、５月２２日にオープンする
が、多くの人たちがその瞬間をワクワクしながら待ってい
る。春を迎え、当会館も新たな気持ちでお客様をお迎え
したいと思っております。

