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東京大学名誉教授 上野千鶴子さん

神 通 川 の 鮎

鰤の刺身のうまさに驚く
十代の終わりに家を出た。旅に出て、出され
たぶりの刺身を食べて、そのうまさにおどろい
た。こんなうまいものを今まで知らずにいたの
か、と思った。それからは出されたものは何で
も食べた。見知らぬ土地へ行ったら、初めて見
るものはひととおり口に入れずにはいられない
ほどになった。そして今では、食べられないも
のはないほどの悪食である。あのまま家にいた
ら偏食は治らなかっただろう。
今では人も喰う？
今では「何か召し上がれないものはあります
か」と訊かれたら、「いいえ、ありません、な
んでも食べます」...人も喰う、くらいですから
（笑）、と言うほどになった。変われば変わる
ものである。
唯一食べた魚は神通川の鮎
そのわたしが子どもの頃から唯一食べた魚が
ある。川魚の女王、鮎である。毎年鮎漁が解禁
になると、神通川の鮎を笹に通して籠いっぱい
に持ってきてくださる方がいた。さわやかな草
の匂いがした。
焼くと香ばしい皮まで平気で食べられた。骨
抜きの方法を教わって、きょうだいで争って食
べた。清流を泳ぎまわった天然鮎は身が締まっ
て、骨が気持ちよく脱けた。これが養殖ものだ
と、背骨に脂肪がまとわりついて、ぐずぐずの
骨が途中でぽろりと折れる。
これからもささやかな願いは天然の鮎
一年で一度でいい、天然鮎が食べたい。これ
が今に至るまでのわたしのささやかな望みであ
り、この季節が来ると気が気でない。
今年は幸いにも赤坂会館の支配人平澤さんの
ご配慮で、天然の鮎を口にすることができた。
果たして来年はどうだろうか。

スカイツリーや東京おかしランド
ラーメンストリートなど名所が続々！
富山県赤坂会館はメトロ青山１丁目駅か
ら徒歩10分、交通の要所として東京駅、渋
谷、青山、六本木にも近い。
最近の新名所ぶらりコースとして、東京
スカイツリーや併設の東京ソラマチまで行
かれる方が多くなりました。
特にここでしか買えないグッズやお土産
などが盛沢山。スカイツリーへは青山１丁
目から、メトロ半蔵門線で押上駅（スカイ
ツリー前駅）まで約26分で行きます。
また、10月1日にリニューアルオープン
した東京駅の夜景を見た後、地下商店街で
ショッピングを楽しむ方も大勢おられます。
（青山1丁目から乗り換えを含め約1３分）
東京おかしランドは、江崎グリコ（株）、
森永製菓（株）、カルビー（株）と日本を代
表する製菓メーカーのアンテナショップが
集まった店舗。
東京駅八重洲地下中央口から出てすぐ、
東京ラーメンストリートにつながっており
いろいろなお菓子が楽しめます。
ビジネスに、ご家族や友人、グループで
の思い出づくりに、赤坂会館を拠点にして
楽しい旅をお過ごしになりませんか。
写真は神宮外苑のイチョウ並木

子供の頃の思い出
写真は岡戸雅樹氏撮影
子どものころは偏食児童だった。
肉も魚も食べなかった。泳いでいる魚を見た
ら、それが数時間後には殺されて自分の口に入
ると想像するだけでおびえた。肉が食べられな
くなったのは、肉屋へお使いにいって、鉤から
ぶらさがった枝肉を見たときからだと思う。
あの血の色をしたなまなましい肉塊が、自分
の食べ物になるとは思いたくなかった。
動物タンパクは卵とかまぼこだけ
その結果、動物タンパク質で食べられたの
は、卵とかまぼこだけ。卵は生きているように
は思えなかったし、かまぼこは原型をとどめて
いなかった。だから食べられた。そのせいで、
給食のときにはほんとうに苦労した。カレーの
肉はすべてよけた。先生の監視のもとでむりや
り食べさせられたカレーは、吐き出した。とり
のぞくことができないように母が挽肉でつくっ
たカレーからも、ひとつぶのこらず肉をとりの
ぞいた。まさかと思われるかもしれないが、そ （東京大学名誉教授・立命館大学特別招聘教
授）
のくらい、神経質な子どもだったのだ。

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 菊花和え
お造り 秋刀魚昆布〆 鰤
梅貝
眞子鰈奉書煮
落鮎塩焼
シロエビ蒸
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 秋

イベント・催し物・エトセトラ

＊国立新美術館

休火
：ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ華麗なる
侯爵家の秘宝
～12月23日
：日展
11月2日～12月9日

10月28日まで日比谷公園ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｰ2012
都市緑化ﾌｪｱTOKYO同時開催
10月15～11月16日 浅草菊花展 淺草寺境内
10月16～11月5日 靖国神社菊花展
10月21～11月23日 27回亀戸天神菊祭
10月31～11月25日 神代植物公園菊花大会
10月27～11月3日 63回神田古本祭り
10月27～11月5日ｵｰﾀﾑ銀座2012 銀座ﾚｽﾄﾗ

＊東京国立科学博物館
：日本鳥学会100周年記
念 鳥類の多様性～12月9日

＊東京国立近代美術館
：60周年記念

休月

休月

ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ日本近代美術の100年

～1月14日
＊国立西洋美術館 11月3～13・１月27日 休月
：所蔵作品を中心としたﾛﾀﾞﾝとﾌﾞﾌﾚﾃﾞﾙの彫刻と素描

＊江戸東京博物館
：維新の洋画家

休月

東京駅が大正３年（１９１４年）の姿に復元

～12月2日

川村清雄

＊日本民芸館

休月
：琉球の紅型展 ～11月24日
＊上野の森美術館 会期中無休 ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝ展
黄金の秘宝と少年王の真実 ～13・1月20日
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 お伽草子 この国は物語にあふれ
ている。～11月４日 休火
＊三菱一号館美術館 ｼｬﾙﾀﾞﾝ展 静寂の巨匠
～23・１月６日 休月
＊森美術館：ｱﾗﾌﾞ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ展 ～10月28日

ﾝｳｲｰｸやｷﾞｬﾗﾘｰなど大人がときめくおもて
なしをﾃｰﾏに様々なｲﾍﾞﾝﾄ開催

11月1～11月30日 高尾山もみじ祭り
11月3日 東京時代祭り浅草
11月17～12月9日 神宮外苑いちょう祭り
11月23日 一茶祭り 足立区炎天寺
11月28日 どぶろく祭り 日本橋小網神社
写真
は日
比谷
ｶﾞｰﾃﾞ
ﾆﾝｸﾞ
ｼｮｰ
2012

世界の表玄関として更なる飛躍へ
東京駅が開業当時の姿を取り戻した。「赤レ
ンガの駅舎」として国の重要文化財であり、鉄
道交通の要として、１日１００万人を超える多
くの人々が行き交うターミナルとして、大きな
役割を果たしてきた東京駅。約５年半にわたり
保存、修復工事が進められてきたが１０月１日
遂に完成、夜のライトアップもあり、観光名所
のスポットとして人気急上昇中である。特に１
階のｾﾝﾀｰ通路には、ﾍﾞｰｶﾘｰや駅弁、お土産
やギフト商品が並ぶ。
３日には併設のｽﾃｰｼｮﾝホテルも開業し、一
層賑わいを見せている。また、ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗ
ﾘｰも復活し、芸術ﾌｧﾝには堪らない楽しみが。
記念ｲﾍﾞﾝﾄが去る９月22日、23日に丸の内側
広場でｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞｮﾝの上映があり、音と光の
ﾌﾙCG映像の投影は多くの人々が楽しんだ。
日本はもちろんのこと、世界の表玄関として
の大きな役割に期待せずにはいられない。

会期中無休

＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ荒木飛呂彦原画展 ～11月４日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～12月9日 会期中無休

注目の新名所や観光スポット Ⅱ

：ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ大学ｳｨｯﾄﾜｰｽ美術館展

＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休月～11月25日
：小村雪岱展 大正・昭和のｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～11月11日

都内丸の内、新宿、新木場など

今注目の新名所や観光スポットが続々誕
生。既にオープンしたビルやお店などを紹
：ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ王立美術館 ｼﾞｪｰﾑｽ･ｱﾝｿｰﾙ展
介します。
＊ブリジストン美術館～12月24日 休原則月
＊2012年1月11日 丸の内ﾀﾆﾀ食堂 大人気
：きままにｱｰﾄ巡り印象派、ｴｺｰﾙ・ﾄﾞ・ﾊﾟﾘと20世紀 のﾚｼﾋﾟ本「体脂肪計ﾀﾆﾀの社員食堂」でお
美術
なじみのﾒﾆｭｰが。日替り定食800円、週替
＊松岡美術館～12月19日 休月
り定食900円、管理栄養士からｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを
：ｶﾗﾌﾙ四季の色彩応挙・雅邦・大観・観山等の描い 受けることも可能。
た日本の四季
＊2012年1月25日 KAPCOM BAR ｶﾌﾟｺﾝﾊﾞｰ
：ｶﾗﾌﾙ・ﾁｬｲﾅ陶磁器
ﾊﾟｾﾗﾘｿﾞｰﾂ新宿本店１Fに、本格的なｴﾝ
＊東京都美術館 ～13・１月４日 休月
ﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾊﾞｰがｵｰﾌﾟﾝ。人気ｹﾞｰﾑﾒｰｶｰ
：ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館展大地、海、空ー400年の美への旅
の「ｶﾌﾟｺﾝ」と｢ﾊﾟｾﾚ」がｺﾗﾎﾞした。
＊根津美術館：ZESIN柴田是真の漆工、漆絵、絵画
＊2012年2月12日 東京ｹﾞｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ新木場
休月 10月21～12月6日
海側から東京湾（都心）が一望できる新ｽ
＊出光美術館 11月1～12月16日 休月
：琳派芸術Ⅱ酒井抱一とその高弟鈴木其一を中心に江 ﾎﾟｯﾄが誕生。歩行者はｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用して
橋の上に上がることも。橋上からは東京ｽｶ
戸琳派の粋美
＊東京国立博物館～11月25日休月 博物館140周年 ｲﾂﾘｰ、羽田空港、ﾃﾞｲｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ、都心ビ
古事記1300年、出雲大社大遷宮・特別展「出雲 ル街、天気が良ければ富士山、房総半島、
筑波山等を眺めることが出来る。
ー聖地の至宝」
休月

有楽町いきいき富山館情報
富山県食品産業協会認証商品
旬の「野の幸」てんこもり 10月21日まで
協会認証の新商品約50点が勢揃い。鱒のいぶ
し寿司やするめいかの黒作りなど販売も。
きときと氷見にこられ～11月４日まで
紺碧の富山湾にそびえる立山連峰の大ﾊﾟﾉﾗﾏ
や天然のいけす富山湾から水揚げされるｷﾄｷﾄの
海の幸、市内各所には湯量豊富な温泉郷が。10
月5日に「氷見漁港場外市場ひみ番屋街」がｵｰ
ﾌﾟﾝ、隣には立ち寄り湯「氷見温泉郷総湯」市
街地には喪黒福造のﾓﾆｭﾒﾝﾄもお出迎えです。

この項ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲＴＯＫYOより

池田太一さん銀座シロタ画廊で個展
去る10月1日から6日まで個展が開かれた。今回
のテーマは『人々ー心ー自然」。池田さんの絵画
は１㎝四方の粘着ﾃｰﾌﾟをｷｬﾝﾊﾞｽに張りつけ無数の
格子状の空間を作り、これに根気よく色を塗ると
いう気の遠くなるような独特な手法。
池田さんは平凡でありきたりの日常風景を、そ
の背後に滔々として流れる永劫の時間を細かく切
断、その深い思いをｷｬﾝﾊﾞｽにぶつけている。
紹介文より一部抜粋

「ﾜｼﾝﾄﾝD,C,の景色」を背景に

スタッフ紹介 フロント応接 長谷川守

富山の酒とかまぼこﾌｪｱ大盛況で終了
去る10月14日富山の酒とかまぼこフェアが開
催され、両時間とも満員の盛況で約７００人を
超す入場者が。中年のおじさんに交じり若い女
性が多く、日本酒党が静かなブームになりつつ
平成24年９月よりフロント応接職員とし あると感じられた。新商品のワインのようなお
て勤務。新潟出身、60歳。若い頃は消防職 酒や、蒲鉾ではチップにしたものやｼﾞｬｶﾞｲﾓを
員を目指していたが、体力面から諦めﾎﾃﾙﾏ 入れたものなどに人気があった。
ﾝの道に。東京観光専門学校卒。ﾆｭｰｵｰﾀﾆ
あ と が き
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ、KKRホテル熱海、ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾘ
世界経済の減速や領土問題など暗いニュースが多い
ﾝ御徒町支配人を経て当館に。横浜住まい
中、明るい話題はﾉｰﾍﾞﾙ生理学・医学賞に、京大山中
なので、休日は浜の散歩や珍しいものが無
教授が選ばれたことがあげられる。
いか探すことだとか。大のﾋﾞｰﾙ好きで、飲
様々な種類の細胞に変化するIPS細胞は、今後の人
むほどに酔うほどに陽気になりｶﾗｵｹも。
類にとって大きな夢をもたらすことに。難病等で苦しんで
真面目な性格とﾕｰﾓｱで人気上昇中。
おられる方々に一日も早い治療の実現が望まれる。

