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８月 炎天下の高岡にて

恩賜財団済生会理事長

炭谷 茂さん

ﾒﾄﾛで渋谷まで5分、新宿まで７分
六本木や表参道にもとても便利！

学ぶことを止めた高齢者の会話は、自分の病
気、昔の自慢話、1年1度の海外旅行の３つに
終始してしまう。

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～１
０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。

新環境産業を起こす
高岡に滞在したとき私が会長を務める「北陸
グリーンエネルギー研究会」役員会を開催。4
年前に発足したこの研究会では、富山、石川、
福井3県の大学、企業、住民、行政の4者が協
働する。類似の組織はない。新エネルギーの開
発を行い、環境の向上に貢献することが目的。
単なる研究でなく事業の開発・普及に力点があ
る。
役員会では廃アルミを原料にした水素エネル
ギーの製造・利用という国内初の成功をベース
に産業化方策が議論された。

５つの割引プランで益々お得に
赤坂会館は、次の宿泊割引プランを実施
しており大変好評をいただいております。
①宿泊された方に次回の宿泊割引券進呈
②土日祭日に宿泊される方の割引
③宿泊当日の１３時以降予約した方の割引
④４名以上のグループ・団体割引
⑤クラブ活動割引 県内高校生以下が各種
大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２名以上ご利用の場合は１名500円を割
引させていただきます。また、高校生以下
の場合は、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
の思い出づくりに、赤坂会館を拠点に楽し
い旅をお過ごしになりませんか。

写真は表参道原宿

真夏の大学
今年8月9日から11日まで高岡に滞在。5年
前から続けている高岡法科大学で集中講義を行
うためである。90分間の講義を1日に3回。今
年の夏は、例年にない酷暑。教室は冷房がフル
回転。私以外の講義はない。でも30名余の学
生は、熱心である。時には集中力が失われる。
そこは教師の腕が問われる。
大学で客員教授や非常勤講師の肩書で講義を
始めて29年。教えた大学は、１０を超える。
大学で教えることは楽しいが、もっと大きな効
用がある。教えるためには常に体系的に新しい
学問の進歩を吸収する。毎年の講義内容は、前
年の３分の１は改める。新しいノートを必ず作
る。これを怠ると講義は、迫力がなくなる。学
生は敏感に反応するから恐ろしい。
老いて学べば
人間は、どんな努力家でもインセンティヴが
ないと怠ける。現在5大学で行政学、医療論、
社会福祉学、環境論、人権論など幅広く講義を
担当している所以はここにある。佐藤一斎の
「壮にして学べば老いて衰えず。老いて学べば
死して朽ちず。」は、私の指針である。

経済を活性化してこそ
日本の産業の衰退は目を覆う。経済力は、日
本が世界で生きていくための基礎条件。日本が
競争力を発揮できる分野として環境、医療、福
祉がある。いずれも私がこれまで従事してきた
分野である。現在私は、これらの分野でいかに
国際的に通用する産業が起こせるか取り組み中
である。
３Ｒ、再生可能エネルギーは、新産業の宝の
山。欧米に水を開けられた医薬品の世界の市場
規模は75兆円。介護ロボットの時代は目前。
富山県の伝統産業は、この分野で活用可能な技
術を十分に保有している。
ウオーキングをしながら
毎日2時間のウオーキングは、高岡滞在中も
怠りなく。朝6時お寺の梵鐘に目を覚まし、ホ
テルから市内をぐるぐる歩く。東京ではウオー
キングの愛好者は多いが、高岡では本当に少な
い。古城公園の緑は美しい。路上の彫刻は魅力
的。早朝の清涼な大気がもったいない。健康の
ためにもっと愛好者が出て欲しいと強く感じ
た。

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 夏

イベント・催し物・エトセトラ

＊国立新美術館

休火
：具体展 ～9月10日
：与えられた形像 辰野
登恵子 柴田敏雄
～１０月22日

東京お土産ランキングの結果！

たかが土産、されど貰うととても嬉しいもの
がお土産ですね。特に名産やなかなか買えない
もの、日頃から食べたいなーと思っていても
おいそれと手に入らないものなどいろいろで
す。このたび1都３県在住の622人にｱﾝｹｰﾄ。
＊東京国立科学博物館
帰省土産として買っていきたい東京土産は？
：元素の不思議
～10月8日 休月
1位 東京ばな奈「見いつけた」 210人
＊戸栗美術館 休月
2位 ねんりん家のﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ 175人
：初期伊万里展ﾞ～９月23日
国際ﾌｵｰﾗﾑ 3位 とらやの羊羹 110人
＊国立西洋美術館 ～9月17日 休月
4位 ｶﾞﾄｰﾌｪｽﾀﾊﾗﾀﾞのﾗｽｸ 91人
9月10～16日池上本門寺松濤園限定公開
：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
5位 舟和の芋ようかん 84人
：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 9月13～16日口と足で描く世界の絵画展
家たち ﾌｴﾙﾒｰﾙ他
国際ﾌｵｰﾗﾑ 6位 巴里小川軒のﾚｲｽﾞﾝ・ｳｨｯﾁ 82人
＊江戸東京博物館 休月 ～９月23日
9月16日大江戸骨董市
〃 7位 東京ﾗｽｸのｼｭｶﾞｰﾗｽｸ 56人
：二条城展 狩野派の障壁画に彩られた歴史空間
9月21日ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ物語ｺﾝｻｰﾄ
〃 8位 洋菓子舗ｳｴｽﾄのﾘｰﾌﾊﾟｲ 54人
＊日本民芸館 休月
9月23日由紀さおり・安田祥子
〃 9位 麻布かりんと 48人
9月4日～11月24日
：琉球の紅型展
9月29日法隆寺ﾌｫｰﾗﾑ
〃 10位 文明堂のｶｽﾃﾗ 48人
＊上野の森美術館 会期中無休 ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝ展
年代別では、20～30・50代女性は「ねんりん
9月29日～30日大正ﾛﾏﾝ柴又宵祭り
柴又
黄金の秘宝と少年王の真実 ～12月19日
家のﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝが1位、60代女性は「とらやの
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 面白美術ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ～9月2日休火 9月29日～10月1日向島百花園月見会 百花園
羊羹」が1位、洋菓子舗ｳｴｽﾄのﾘｰﾌﾊﾟｲが僅か
＊三菱一号館美術館 ｼｬﾙﾀﾞﾝ展 静寂の巨匠
10月10～12日ＩＴﾌﾟﾛＥＸＰO2012 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
で2位、また男性の場合、女性ほど和洋菓子に
9月8日～23１月６日 休月
10月10～12日国際計量計測展
〃
関心があまり高くないせいか「東京ばな奈」に
＊森美術館：ｱﾗﾌﾞ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ展 ～10月28日
10月6日～ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館展東京都美術館
回答が集中した結果、総合ﾗﾝｷﾝｸﾞ1位に押し上
会期中無休
ﾐﾚｰやｺﾞｯﾎなど約130点を厳選展示。
げたようで
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ大英博物館古代ｴｼﾞﾌﾟﾄ展 ～9月17日
ある。
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～10月8日 会期中無休
：国立ﾄﾚﾁｬｺﾌ美術館

8月25、26日ｱﾏﾁｭｱ無線ﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ

国際
ﾌｵｰﾗﾑ
8月25日 浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ
浅草
9月2日王女の男ﾄﾞﾗﾏﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺﾝｻｰﾄ
東京国際ﾌｫｰﾗﾑ 韓国版ﾛﾐｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ
9月2日大江戸骨董市
国際ﾌｫｰﾗﾑ
9月5～7日ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
9月8,9日東京ＪＡＺZ2012ｔｈｅＨＡＬＬ

ｲﾘﾔ・レーピン展

＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休月～9月30日
：ﾏﾘｰ・ﾛｰﾗﾝｻﾝとその時代展
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～9月8日

注目の新名所や観光スポットが Ⅰ
東京、神奈川、千葉、埼玉など
休月

今注目の新名所や観光スポットが続々誕
：ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ王立美術館 ｼﾞｪｰﾑｽ･ｱﾝｿｰﾙ展
生。既にオープンしたビルやお店などを紹
＊ブリジストン美術館～10月14日 休原則月
介します。
：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 ＊2011年10月15日 ｿﾗﾘｱ西鉄ﾎﾃﾙ 場所は
＊松岡美術館～9月23日 休月
銀座、2階には女性に高い人気を誇るﾚｽﾄﾗ
：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
ﾝ「ＦＵＲＵＴＯＳＨＩ」が西麻布から移転。
＊東京都美術館 ～9月17日 休月
＊2011年10月15日 阪急ＭＥＮ‘ＳＴＯＫＹＯ
：ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾌﾗﾝﾄﾞﾙ絵画の至宝 ﾌｴﾙﾒｰﾙ真珠の首飾
本物を知る男達にふさわしい品が勢揃い。
りの少女
＊2011年12月 横浜三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
＊根津美術館：平家物語画帖 休月9月8日～10月21
みなとみらい21ｴﾘｱで横浜駅に最も近い。
＊出光美術館～10月21日 休月
原鉄道模型博物館はﾏﾆｱにとって憧れの場
：東洋の白い焼き物 宋代の白磁を中心に
所。本物の音や走りが模型とは思えない。
＊東京芸術大学美術館～9月17日 休月祭 契丹
＊2011年10月28日有楽町ﾙﾐﾈ 大人のﾙﾐﾈ
＊三井記念美術館～8月26日 休月
誕生、個性溢れるﾌｧｯｼｮﾝ店など107店舗。
：日本美術ﾃﾞｻﾞｲﾝ大辞典

＊山種美術館
～9月23日 休月
：東海道からパリまで
＊大蔵集古館～9月30日国宝古今和歌集序と日本の書
＊新橋演舞場 9月1日～25日 九月大歌舞伎
：寺小屋

河内山

染五郎

写真はとらやの羊羹

吉右衛門

「富山湾のシロエビ」 をご堪能ください
シロエビは富山湾の藍瓶「あいがめ」と呼ばれ
る水深100～300ｍ前後の水域に群泳しており、漁
期は4月～11月です。1996年「富山県のさかな」と
してブリ、ホタルイカと並んで指定。2011年には
「富山県推奨とやまﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」に認定されました。
現在新湊漁協、とやま市漁協、富山県漁連で「富
山湾のシロエビ」の名称で商標登録に向けＰＲ中
甘くとろける珍味の刺身、掻揚などは一度食べ
るとやみつきに。当会館でも料理提供中です。

写真はﾙﾐﾈ有楽
町、阪急ＭＥＮ
‘ＳＴＯＫYOな
どがあるﾏﾘｵﾝ
この項ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲＴ
ＯＫYOより

スタッフ紹介 フロント応接 萩原佑太

平成24年4月より主に夜間フロント職員とし
て勤務。朝日町出身。勉学に励みながらフ
ロント応接業務、夜間出入者の確認、自衛
消防隊員等非常時の対応や近隣案内など多
岐にわたる。昔から「自然な笑顔」が苦手
なので、基本的な接客マナーをしっかり身
につけたいとこの仕事に。
趣味は野球観戦、ﾊﾞｽｹｯﾄやｶﾗｵｹ。冬はｽ
ﾉｰﾎﾞｰﾄﾞを楽しむ。休日は友人と体を動かし
たり、神保町などの本屋街へ。お酒の付き
合いはほどほどに出来るとのこと。

この項ﾚｯﾂ・ｴﾝｼﾞｮｲ
ＴＯＫＹＯより抜粋

有楽町いきいき富山館情報

射水市×映画「あなたへ」公開
記念展開催中～9月6日まで
８月２５日全国東宝系ロードショー
映画「あなたへ」の公開を記念して富山県で
のロケ地となった射水市がＰＲします。
日本のベニスといわれる射水市内川や新湊大橋
（9月23日完成、日本海側最大級の斜張橋）
海の貴婦人といわれる帆船海王丸グッズの展
示、及び海王丸のポストカードなどを販売。

世界ポスタートリエンナーレトヤマ受
賞作品展 銀座グラフィックギャラリー
8月28日まで開催中（入場無料）

「富山の酒とかまぼこフェア」
１０月１４日（日）13:00
交通会館１２Ｆ

16:00

カトレアサロンＡ

あ と が き
ロンドンオリンピックが終わり、世界中の人たちが寝不
足から解放された。日本もアテネ五輪を上回り、メダル
ラッシュに大いに盛り上がった。20日に行われた好天の
銀座で、メダリストによる盛大な凱旋パレードを見て、あ
の時の感動がよみがえった。選手の皆さんには改めて
「お疲れ様でした。ありがとう」と言いたい。

