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「柿の実三つ」と「お陰様」

現世では豊かさを味わえるが、後世に残すも
のは傲慢の精神と破壊への序章である。
繁栄する大都市と衰退する地方
「繁栄する大都市」、「衰退する地方」、あ
たかも対立的構図で語られている。しかし、二
つが合わさっての日本である。食料、水、電
気、豊かさの提供元は明らかである。地方あっ
ての都市、都市あっての地方である。「柿の実
一つ」は土に帰さなければ、いずれ柿木は枯れ
ることになる。「一つは鳥に食べさせなけれ
ば」人間の一人勝ちになる。そして、その結末
は明らかである。
我々は歴史の中での一区間ランナー
我々は長い日本の歴史の中での“一区間のラ
ンナー“に過ぎない。だからこそ精一杯「欅の
重み」を肩に感じ、一生懸命、真面目に走って
次世代に欅を繋ぐ責任がある。また、お互いに
見えない所、気付かない所で、助け合いながら
団体戦で走っているのだ。こうした気持ちが根
底にあって、初めて切磋琢磨、競争する意味が
生まれるのだと思う。
怯まず、諦めず、謙虚に富山を、日本を担ぐ
『駕籠（かご）に乗る人担（かつ）ぐ人、そ
のまた草鞋（わらじ）を作る人』がいる。草履
を作る人に感謝し、駕籠の重みを肩に食い込ま
せて多くの仲間と力を合わせて担げば良い。
「怯まず、諦めず、そして謙虚に」富山を、日
本を高々と担ぎ挙げて貰いたい。

富山湾のとれたて鮮魚直送
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。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、その味にこだわる人も多い。焼酎
では米どころ滑川の「米騒動」も一度口に
した方は、再び注文されます。ワインでは
富山市の「ホーライサンワイン」などがあ
り、今年のヌーボーの出来具合も素晴らし
いようです。

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評
判が良く、何処で購入出来るか聞かれるお
客さんもおられます。職場の皆さん、同窓
会やクラス会、親しい友人達との語らい
に、富山の味をお楽しみください。

（株）熊谷組 代表取締役社長 大田弘さん

小学生の時、祖母の「柿三つの話」
昭和30年代、私が小学生の時、祖母が柿木
を指して、次のように言った。
「良く聞きな、あの木に柿が三つなっている。
一つは食べて良い。もう一つは鳥にやる。そし
て最後の一つはそのままにして土に帰すんだ
よ。」
50年前に祖母から教えられた「柿三つ」の
話。歳を重ねるに連れてその言葉の意味する所
が私の心の中で益々大きくなっていく。
人は自分だけの力で生きているのではない
「市 場 原 理」と「格 差 社 会」、「持 続 的 成
長」と「環境問題」・・・。生き方の根幹に関
富山県宇奈月町（現黒部市）生まれ。59歳。北海道大
わる課題が我々日本人に突きつけられている。 学土木工学科卒 昭和50年熊谷組入社 平成17年社長
人は自分だけの力で生きているのでもなけれ
ば、今、現在だけを生きているのでもない。自
然の恵みを享受しながら、懐に抱かれながら、
また、先人達が苦労して築きあげた財産を使わ
せてもらいながら今を生きている。
そういう「有難さ」「お陰様で・・」を忘れ
てしまうと、柿の実三つを全て自分だけで食べ
てしまいたくなる。

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

蕪寿司
鰤 平目 目地鮪
鰤昆布巻
真名鰹西京焼
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
新湊紅ずわい蟹
氷見うどん

＊4日前までにお申し込みください。

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

2泊3日プランも
あります。

先付け
お造り
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

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 冬

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

＊東京国立科学博物館
：チョコレート展
～2月24日 休月

＊東京国立近代美術館
休月～1月14日
：60周年記念

ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ日本近代美術の100年
＊国立西洋美術館 ～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

休月

～1月27日

：浮世絵の中の忠臣蔵ー江戸っ子が憧れたヒーロー
＊東京都現代美術館 休月 ＭＯＴｱﾆｭｰｱﾙ2012
：風が吹けば桶屋が儲かる ～2月3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 ～1月20日
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 森と湖の国ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾀﾞｻﾞｲﾝ
～1月20日 休火
＊三菱一号館美術館 ｼｬﾙﾀﾞﾝ展 静寂の巨匠
～１月６日 休月
＊森美術館：会田誠展 天才でごめんなさい
～3月31日 会期中 無休
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｽﾀｰ・ｸﾙｰｽﾞ・ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ～2月11日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休
12月22日～2月24日 白隠展

＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休月～12月26日
：大谷ｺﾚｸｼｮﾝ
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～12月24日

12月1日～2月28日日本の美伊勢神宮写真展
渡辺義雄 富士ﾌｲﾙﾑ写真博物館
～12月24日ｽﾛｳﾞｧｷｱ切手展逓信総合博物館
12月28日～1月7日 日活映画の100年、日本
映画の100年国立近代美術館ﾌｲﾙﾑｾﾝﾀｰ
12月14～赤穂義士祭、義士行列 泉岳寺
12月15～16日 世田谷ﾎﾞﾛ市
12月17～19日 羽子板市 浅草
12月23日 天皇誕生日一般参賀 皇居
12月29日 ｶｼｵﾍﾟｱ3RD 東京国際ﾌｵｰﾗﾑ
12月31日 王子狐の行列
装束稲荷神社
1月1日 ｻｯｶｰ天皇杯決勝 国立競技場
1月3日 第66回ﾗｲｽﾎﾞｰﾙ 東京ﾄﾞｰﾑ
～１月20日田中一光とﾃﾞｻﾞｲﾝの前後左右
六本木21-21DESIGN SIGHT
～2月4日 ﾌﾗﾝｽｶﾒﾗ展 日本ｶﾒﾗ博物館
～2月17日 東京 ﾄﾞｰﾑｼﾃｨLOVEｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
～1月11日 ｼﾞｪｲｼﾃｨ東京ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
2月9日 杉山清貴ｺﾝ
ｻｰﾄ 中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ

六本木、赤坂のクリスマスイルミネーション
6年目を迎えた東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝｽﾀｰﾗｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ
2012．今年も11月15日から芝生広場に敷き詰め
られた、約28万個のLEDが壮大で幻想的な宇宙
を創出、光と音のｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄショーは見事で
す。寒いにもかかわらず若いカップルや家族連
れが肩を寄せ合い楽しむ光景が。

一方赤坂ｻｶｽは、ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄにある仲町通りに
架かる「天空のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」。2020年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
招致ﾛｺﾞｶﾗｰをﾓﾁｰﾌにした、特別のﾗｲﾃﾝｸﾞで
す。また、都内最大級のｽｹｰﾄﾘﾝｸが今年もｵｰ
ﾌﾟﾝして大勢のお客で賑わいを見せている。

写真はミッドタウンの
雪ダルマ スノウマン

注目の新名所や観光スポット Ⅲ
休月

銀座、押上、お台場など

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
介します。
＊2012年3月16日 銀座コマツ
中央通りに面した東館と、すずらん通り
に面した西館からなる商業施設。東館の１
～12階はﾕﾆｸﾛの世界最新・最大となるｸﾞ
＊東京都美術館 ～１月４日 休月
ﾛｰﾊﾞﾙ旗艦店がｵｰﾌﾟﾝ。西館では、パリ発
：ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館展大地、海、空ー400年の美への旅 祥の「ﾛｰｽﾞﾍﾞｰｶﾘｰ」が入る。
＊根津美術館：新春の国宝 那智瀧図
＊2012年5月22日 すみだ水族館
休月 1月9日～2月11日
東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ内にｵｰﾌﾟﾝした水族館
＊出光美術館 ～12月16日 休月
は、8つの展示で構成されている。ﾍﾟﾝｷﾞﾝ
：琳派芸術Ⅱ酒井抱一とその高弟鈴木其一を中心に江 やｵｯﾄｾｲが間近で見られるほか、ｸﾗｹﾞの水
戸琳派の粋美
槽や小笠原諸島の海を再現した大水槽など
＊東京国立博物館～12月24日休月 博物館140周年 見所がいっぱい。
古事記1300年、特別展「中国王朝の至宝」
＊2012年４月19日 ｷｮﾛちゃんのおかし屋
＊三井記念美術館 休月 ～１月26日
お台場 日本初の森永製菓のお菓子をまぜ
ゆくとしくるとし：茶道具と丸山派の絵画
こんだｿﾌﾄｸﾘｰﾑ、ﾊﾟﾌｴをはじめｵﾘｼﾞﾅﾙ
＊山種美術館 文展から日展へ 高山辰雄、奥田元栄 ｸﾞｯｽﾞの販売もあるｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ。
休月～１月27日
この項ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲＴＯＫYOより
：絵画を巡る７つの迷宮

終わりのない探究
＊ブリジストン美術館～12月24日 休原則月
：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
美術
＊松岡美術館～12月19日 休月
：ｶﾗﾌﾙ四季の色彩応挙・雅邦・大観・観山等の描い
た日本の四季：ｶﾗﾌﾙ・ﾁｬｲﾅ陶磁器

ダニエル・オスト氏のクリスマスツリー

やったぜ、富山勢 4年連続日本一！
去る10月26日～11月４日まで、駒沢オリ
ンピック公園で開かれた東京ラーメン
ショー2012年で、県内９店で構成した「富
山麺友会」が出店。「富山シロエビらーめ
ん」は、11月3日に日別最多の4572杯を売
上、5日間で40店舗中過去最多の1万4645杯
の売り上げを記録、日本一に輝いた。
スタッフ全員が当赤坂会館に泊まり込
み、英気を養った。 写真は天高くの栗原代表

12月3日ホテル西洋銀座に、ベルギー王室ご用達
花装飾家で、世界で活躍のダニエル・オスト氏が
手掛けたクリスマスツリーがお見みえした。ホテ
ル西洋の「最後のクリスマスに、25年分の感謝を
込 め て」が テ ー マ。訪 れ る オ ス ト フ ァ ン の 人 々
は、歓声をあげながらツリーを背に記念写真を
撮っていた。ダニエル・オスト氏は当館にもお越
しになり、特に和室がお好みのようである。

有楽町いきいき富山館情報
富山のさかな食べに来られ

2013年1月
16日19：30～ｻﾞ・ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 会費7,000円
富山を代表する紅ずわい蟹、鰤、シロエビ、深
層水あわびなどや地酒などが堪能出来ます。
可愛い干支商品がそろい踏み
五箇山和紙人形、とやま土人形や高岡銅器の干
支商品が盛沢山、お気に入り人形をどうぞ。

実りのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

11月１０、１１日
去る11月10日～11日、東京日比谷公園で開か
れた全国実りの祭典に富山県からも出店、新米
のｺｼﾋｶﾘ、鱒寿司やｼﾛｴﾋﾞ煎餅、塩麹みそなど
が並べられ、お客さんの反応も上々であった。

あ と が き
今年の流行語大賞は、「ワイルドだぜぇー」に決まった
が、何とカタカナや横文字の言葉が多いことか。
「ダイバーｼﾃｲ」=多様性、「アジェンダ」=行動計画、「リス
ペクト」＝敬意を表すなど。看板も横文字で溢れており、
何のお店か、商売か分からないことも。国際化も進む中
であるが、日本語表示もお願いしたいものである。

