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赤坂で味わう富山旬の味覚
同窓会や友人との語らいに！
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しております。
梶木鮪の昆布〆、甘海老、シロエビかき
揚げ、深層水アワビ、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」などです。

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
写真は氷見うどん
味をお楽しみください

高 岡 市 長 高 橋 正 樹 さん

「歴史都市・高岡」で待っとっちゃ！

高岡市は国宝や重要文化財などの宝庫
高岡市は、越中国守であった万葉歌人大伴家
持が詠んだ雨晴海岸・二上山、西山丘陵や散居
村などの水と緑が織りなす美しい自然・景勝地
のほか、国宝瑞龍寺をはじめ重要文化財の勝興
寺、そして山町筋や金屋町などの趣きある古い
町並みや高岡古城公園などの歴史的・文化的資
産が数多く残されており、「高岡らしい」風
情、情緒、たたずまいを醸し出しています。
高岡御車山祭りなど歴史と伝統の祭りも多い
また、高岡御車山祭、伏木曳山祭（けんか
山）、戸出七夕まつり、高岡七夕まつり、中田
かかし祭、福岡町つくりもんまつり、高岡万葉
まつり（万葉集全２０巻朗唱の会等）、日本海
高岡なべ祭りなどの歴史と伝統のあるまつりや
イベントが四季を彩っています。
昨年６月に国の歴史都市の認定を受ける
昨年６月、法に基づく歴史まちづくり計画が
国の認定を受け、いわゆる「歴史都市」の仲間
入りを果たしました。高岡は、「ものづくり」
のまちであるとともに、今後は、歴史・文化資
産とその周辺環境とを一体的に磨きあげ、国の
内外に「歴史都市」としての情報発信に努めて
いきます。

市民の皆様が、高岡の歴史と伝統に誇りと愛
着を持ち、本市を訪れる多くの方々に対してお
もてなしの心を持ってその魅力を広くアピール
できる「歴史都市・高岡」の確立を図っていき
ます。
北陸新幹線の開業が大きな転機に
平成２６年度の北陸新幹線の開業まで３年を
切りました。新幹線新駅や現高岡駅の周辺整
備、幹線道路整備などの完成形が徐々に見え始
め、北陸新幹線の開業を契機としたまちづくり
に手応えと確信を強めているところです。
より多くの方々に高岡を訪れていただきたい
北陸新幹線の開業により、多くの方々に高岡
を訪れていただく機会が増えることから、高岡
の魅力の推進力ともなる「歴史都市・高岡」の
取り組みをさらに加速させていきたいと考えて
います。そんな魅力あふれる高岡にぜひお越し
ください。
“みなさん、高岡で待っとっちゃ！”
緑に囲まれた閑静な中に佇む富山県赤坂会
館は、東京にいながら、ふるさと富山を感じる
ことのできる大変貴重な場所です。今後も機会
を見つけて、ぜひ利用させていただきたいと
思っています。
写真は国宝瑞龍寺の本殿

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

＊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

＊4日前までにお申し込みください。

先付け 蛍烏賊沖漬
お造り 梶木昆布〆 甘エビ
深層水あわび
水雲豆腐 五三竹
鮎塩焼
鯛しゃぶ
白エビ掻揚
梅貝酢
氷見うどん

2泊3日プランも
あります。

煮物
焼物
酒肴
揚げ物
酢の物
食事
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 初夏

イベント・催し物・エトセトラ

新名所ぶらり散歩を楽しもう

＊国立新美術館

休火
：大ｴﾙﾐﾀｰｼﾞｭ美術館展
～７月1６日

6月14日～17日 おもちゃｼｮ- ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月19～20日 ﾘﾌｫｰﾑ産業ﾌｪｱ
〃
6月29,30日 TUBEｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵ-ﾗﾑ
＊東京国立近代美術館
6月30日～ﾏｳﾘｯﾂﾊｲｽ美術館展東京都美術館
：吉川霊華展 近代に生
まれた線の探究者
ﾌェﾙﾒｰﾙ「真珠の耳飾りの少女」ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄ他
～7月29日 休月
7月4～6日 国際文具紙製品展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
ベビー&ｷｯｽﾞEXPO
〃
：越境する日本人ー工芸家が夢見たアジアﾞ～7月１6日
東京デザイン製品展
〃
〃
＊国立西洋美術館 ～9月17日 休月
７月7日～大英博物館古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ展 森ｱｰﾂ
：ﾍﾞﾙﾘﾝ国立美術館展 学べるﾖｰﾛｯﾊﾟ美術の400年
ｾﾝﾀｰ ﾐｲﾗﾏｽｸやﾊﾟﾋﾟﾙｽｺﾚｸｼｮﾝ
：ｸﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ16世紀前半ﾄﾞｲﾂにおける小画面の版画
家たち
7月9日 映像で魅せる立山賛歌 護り伝え
＊江戸東京博物館 休月 ～7月１6日
たい自然と文化 品川区立総合区民会館
：日本橋描かれたﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ４００年
7月12日とやまﾌｱﾝ俱楽部会員交流会
＊国立科学博物館 休月
ﾎﾃﾙﾌﾛﾗｼｵﾝ青山
：ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ「発見」100年ｲﾝｶ帝国展
～6月24日
＊東京国立博物館平成館 休月 ﾎﾞｽﾄﾝ美術館日本 7月20日～8月1日ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｴｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ
「ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ」
東京ﾌｵｰﾗﾑ
美術の至宝～ ６月10日
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 沖縄復帰４０周年記念紅型
7月28日二条城展 松鷹図 江戸東京博物館
BNGATA-琉球王朝のいろとかたち～7月22日 休火
8月3日～5日 骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊三菱一号館美術館 バーン＝ジョーンズ展
8月5日､19日 大江戸骨董市 東京ﾌｵｰﾗﾑ
装飾と象徴 ６月２３日～８月19日 休月
8月9日～12日ｽﾀｰｳｵｰｽﾞINｺﾝｻｰﾄ
〃
＊森美術館：ｱﾗﾌﾞ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ展 ～10月28日
8月17日～19日国際鉄道模型ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 〃
会期中無休
〃
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～7月29日 会期中無休 8月25、26日ｱﾏﾁｭｱ無線ﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ
8月25日 浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ
：ｽｲｽの絵本画家 ｸﾗｲﾄﾞﾙﾌの世界
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休月～7月8日
「おおかみこどもの雨と雪」をご一緒に！
：浮世絵に見る江戸美人の化粧 白、紅、黒、3色の美
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～７月１日 休月
富山県上市出身の細田守氏が監督
：薔薇と光の画家ｱﾝﾘ・ﾙ・ｼﾀﾞﾈﾙ展

＊ブリジストン美術館7月14～10月14日

アニメーション映画監督細田守氏の最新

休原則月 作「おおかみこどもの雨と雪」が今年7月21
：ﾄﾞﾋﾞｭﾂｼー音楽と美術 印象派と象徴派とのあいだで 日から、全国３００カ所以上の東宝系映画
＊松岡美術館～9月23日 休月
館で上映される。作品のテーマは「親と
：ﾓﾃﾞｨﾘｱｰﾆ、藤田、ﾋﾟｶｿ、ﾊﾟﾘに生きた外国人画家

写真は押上駅から

5月22日の開業以来1週間で120万人を超える
人々が押し寄せたｽｶｲﾂﾘｰ。ぶらり散歩の人気
ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝスポットです。
東京スカイツリー 敷地面積36、900㎡に世界
一の高さを誇る634ｍの自立式電波塔が完成。
地上350ｍと450ｍの展望台からは東京の大ﾊﾟﾉ
ﾗﾏが堪能。特に450ｍの第２展望台の外側には
ｽﾊﾟｲﾗﾙ状の空中回路がある。併設の商業施設
「東京ｿﾗﾏﾁ」はお土産やレストラン雑貨、ｶ
ﾌｪがあり、女性の‘きれい’‘かわいい’‘お
いしい’の願いをかなえるための空間が。また
地域の台所機能として、生鮮食品や和洋惣菜の
店もあり新しい下町は活気に溢れている。

有楽町いきいき富山館情報

子」20代の女性を主人公に出会い、結婚、
出産、別れ、子供の自立などを通して「親
万葉の里高岡展 開催中
：ﾏｳﾘｯﾂﾊｲｽ美術館 ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ絵画の至宝
と子の絆」、親になることのすばらしさを郷
＊根津美術館：中世人の花会と茶会 休月～7月16日
～大伴家持がみた越の国～
土「富山」の大
＊出光美術館～7月22日 休月
自然を舞台に描
６月1２日～７月１日
：日本の美発見 MATSURI 遊・祭礼・名所
く感動の名作。
日本最古の歌集「万葉集」の編者とされる大
＊東京都現代美術館～7月8日 休月ﾄｰﾏｽ・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ
この映画が日
伴家持は、国守として、5年間越中国府（現在
＊三井記念美術館～8月26日 休月
本で、そして世
の高岡市伏木）に赴任していました。
：日本美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ大辞典
界でより多くの
この間、家持は越中の素晴らしい風土に触れ
＊山種美術館
～7月22日 休月
皆さんに鑑賞さ
223首もの歌を万葉集に残しています。
：福田平八郎と日本画モダン
れることを期待
＊新橋演舞場 ～6月29日 六月大歌舞伎
特別セミナー情報6月17日14時～
しております。
：小栗栖の長兵衛 ヤマトタケル 市川猿之助
高岡の万葉と和菓子
＊新橋演舞場 7月4日～29日 七月大歌舞伎
高岡市万葉歴史館統括研究員新谷秀夫氏によ
＊東京都美術館

6月30日～9月17日 休月

：ヤマトタケル

将軍江戸を去る市川中車 市川團子
＊世田谷文学館 地上最大の手塚治虫展 ～７月1日

（財）富山会館理事会・評議員会開催される

ﾎﾟｽﾀｰは２０１２「お
おかみこどもの雨と
雪」制作委員会より

坂の街に助っ人登場、感謝いたします

る、大伴家持が越中国守として在任中に詠んだ
歌とエピソード。そして、これに因んだ和菓子
のお話で綴る1時間。入場は無料申し込みは先
着20名。３２３１－５０３２まで

去る５月28日、富山県赤坂会館において当財団
匿名の方から電動自転車を寄贈
の理事会・評議員会が開催されました。
いただきました！
理事、監事及び評議員計１７名が出席し「平成
２３年度事業報告及び収支決算」及び「新法人へ 当会館では、各種変速機付自転車、ミニ
の移行に伴う最初の評議員の選任方法等につい 自転車などをレンタサイクルとして貸し出
しておりますが、このたび篤志家の方から
て」審議があり、原案どおり承認されました。
「赤坂は、坂が多いので普通の自転車では
大変でしょう、今までお世話になっており
お礼として、電動自転車を寄贈したい」と
申し出がありました。本当に有難く感謝申
しあげ、有効に活用させていただきます。
写真は万葉集朗唱の会

あ と が き
TBS世界ふしぎ発見で富山県が大きくクローズアップ。
剣岳に氷河が存在したこと、多くの雪と地形がもたらす
水の恵みや富山に潜む世界的ミステリー１万年前の森が
海底に。また、ホタルイカ驚異の生態や蜃気楼現象など
多くの話題が取り上げられた。郷土の豊かな自然と環境
に感謝し、いつまでも守り続けたいものである。

