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赤坂会館は、富山の受験生を
全力でバックアップします。
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。青山一丁目、赤坂
見附などの拠点駅にも近く、都内各地の
大学へのアクセスにもとても便利です。
会館では今年も頑張っておられる受験生
やご家族の皆様に特別なご宿泊プランを
ご用意いたしました。大切な入試の日を
迎える受験生やご家族の皆様に安心して
お過ごしいただきますようスタッフ一
同、心を込めてお世話をさせていただき
ます。ご宿泊料金は通常料金より、一室
１人ご利用の場合は1，000円、一室２
人以上ご利用の場合は１人につき500円
割引させていただきます。（割引後の料金
は、次のとおりです）

ご利用料金
利用料金 １人利用 ２人利用
洋シングル 6５00円

設備
バストイレ付

洋ツイン

5700円 4200円

バストイレ共用

和６帖

5700円 4200円

バストイレ共用

和６帖DX 7000円 5100円トイレ応接セット付
２段ベット 4200円 4200円

上市町長 伊東尚志 さん

町 の 宝 を 活 か す

新幹線開業まであと２年 町の宝を活かす
平成２７年春の北陸新幹線開業まであと２年
余りとなってまいりました。新幹線の開業によ
り今まで以上に首都圏と富山は近くなり、更な
る交流人口の増加が期待されているところであ
り、上市町においても開業に向けて、町の宝を
活かした観光振興に取り組んでいるところであ
ります。
森林浴で癒しの時間を過ごす楽しみが
町では昨年３月に森林セラピー基地の認定を
受け、内外のお客様に豊かな自然環境の中で森
林浴による癒しの時間を満喫していただけるよ
うに、大岩、眼目（さっか）、馬場島の３か所
で森林セラピーロードの整備を進めています。

バストイレ共用

プラン特典
１ 学業成就グッズをもれなくプレゼント
２ 電気スタンド無料貸し出し
３ 富山の名水又は缶コーヒー１本サービス
４ １階食堂に受験生用電子レンジ備え付け
５ 合格祈願特製おにぎり（要予約350円）
６ 1階ロビーインターネット室備え付け
写真はイオンやリラックス効果のある森林浴を楽しむ皆さん

おもてなし力を高め、プロガイドの養成も
またこれらの環境整備と並行して、より効果
的に、森林セラピーなどの自然資源のほか、町
の伝統・文化や生活習慣を感じ体験していただ
けるように、町民のおもてなし力を高めるとと
もに、地元の方と旅行者の皆様を仲介する「プ
ロガイド」の養成にも取り組んでおります。
「おおかみこどもの雨と雪」が海外でも話題に
昨年の夏に公開され大ヒットとなりました当
町出身の細田守監督のアニメーション映画「お
おかみこどもの雨と雪」は、上市・立山・滑川
が舞台モデルとなっています。舞台となった古
民家には、全国はもとより海外からも多くのみ
なさんが訪れ、家主さんをはじめとした心地よ
いもてなしにふれ、とても喜んでいただいてお
ります。
映画には自然あふれる情景とそこに暮らす
人々の温もりが描かれており、映画を観て訪れ
ていただける方に、映画そのままの暮らしを体
感していただけるように交流を進めながら、上
市町ではこれからも安心・安全を軸に暮らしや
すい町づくりを進めていきたいと考えておりま
す。
山岳信仰の一端を窺う物語づくりを進める
観光振興のもう一方の方向として、町にある
観光資源を楽しんで頂ける物語づくりも進めて
います。
上市には古来山岳信仰の一端を窺うことので
きる遺跡や古刹が黒川（穴の谷）、眼目、大岩
とあります。これらの資源を結びつけ、中世か
ら近代へと流れてきた立山曼陀羅の歴史を学ん
でいただき、巡っていただけるようなコースづ
くりも進めているところです。
今年町制６０周年を迎え、歴史ある「市」の
まちに多くの皆様が訪れていただけるように努
力し、一層飛躍できるように頑張ってまいりま
す。なお、東京で故郷を感じる赤坂会館には
又、訪ねたいと思っております。

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
鰤大根
鰤焼
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
：未来を担う美術家たち
～2月3日
：ｱｰﾃｨｽﾄ･ﾌｧｲﾙ現代
の作家たち～4月１日

1月27日～3月24日伊豆大島椿まつり
～2月11日葛西臨海公園水仙まつり
2月3日 節分、豆まき池上本門寺
2月3日、17日 大江戸骨董市 国際ﾌｵｰﾗﾑ
～2月4日 ﾌﾗﾝｽｶﾒﾗ展 日本ｶﾒﾗ博物館
＊東京国立科学博物館
：チョコレート展
2月6～8ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～2月24日 休月
2月7日～13日富山の観光物産展東急吉祥寺
＊東京国立近代美術館工芸館 寿ぎのうつわ展
2月8日富山県の地酒きき酒会
〃
休月～2月11日花咲く工芸 2月19～5月6日
2月9日 杉山清貴ｺﾝｻｰﾄ 中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ
＊東京国立近代美術館 常設展
2月9日、21日王子稲荷神社 凧市、国重要
＊国立西洋美術館
休月
：常設展
美術品顔面着色鬼女図公開
＊江戸東京博物館 休月 ～2月2４日
2月11日 建国記念の日奉祝パレード
：尾張徳川家の至宝
＊東京都現代美術館 休月 ＭＯＴｱﾆｭｰｱﾙ2012
明治公園、明治神宮
：風が吹けば桶屋が儲かる ～2月3日
2月16日～24日世界らん展日本大賞東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～3月24日
～2月17日 東京 ﾄﾞｰﾑｼﾃｨLOVEｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
荒井淳一の布 伝統と創生
2月17日 第47回青海マラソン
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～3月31日 休火
2月19～22 国際ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
歌舞伎座新開場記念 歌舞伎 江戸の芝居小屋
2月24日 東京マラソン2013 ﾋﾞｯｸｻｲﾄほか
＊三菱一号館美術館 ～5月26日 休月
奇跡のｸﾗｰｸ・ｺﾚｸｼｮﾝ ﾙﾉﾜｰﾙとﾌﾗﾝｽ絵画傑作
2月27日～3月1日 国際太陽光発電ｼｽﾃﾑ、
＊森美術館：会田誠展 天才でごめんなさい
風力発電展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～3月31日 会期中 無休
3月2,3日巨人、福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｵｰﾌﾟﾝ戦
＊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
東京ﾄﾞｰﾑ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休
3月8～12日 ﾜｰﾙﾄﾞｸﾗｼｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ 〃
～2月24日 白隠展
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～3月10日休月
：大谷ｺﾚｸｼｮﾝ
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～2月17日

各地の梅だより、熱海、水戸、湯島天神
熱海梅園梅まつりは1月12日から3月3日まで
開かれている。明治19年に開園の同園は樹齢
100年を超える梅の古木を含め、46４本、58品
種の梅が咲き誇り、早咲き、中咲き、遅咲きと
順番に開花し見事である。また、運が良ければ
熱海芸妓連演芸会や琴演奏会、甘酒無料ｻｰﾋﾞｽ
などが楽しめる。
一方、水戸では日本三名園のひとつ偕楽園で
2月20日～3月31日まで梅まつりを開催。
1,842年（天保13年）水戸藩第9代藩主徳川斉昭
が「衆と偕（とも）に楽しむ場」として開設、
約100品種、3,000本の梅が植えられ、期間中の
日曜日は野点茶会や梅大使・水戸黄門一行との
写真撮影サービス、琴の演奏会などがある。
また、湯島天神梅まつりは2月8日～3月8日ま
で開催。江戸時代より約300本が咲き誇り梅の
名所として多くの庶民に親しまれてきた。祭日
には太鼓や中国雑技団の披露、神輿渡御、野点
などがあり、毎年約45万人の人出で賑わう。

注目の新名所や観光スポット Ⅳ
休月

木更津、押上、原宿など

今、注目の新名所や観光スポットが続々
誕生。既にオープンした施設を紹介。
＊2012年4月 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ木更津
東京湾ｱｸｱﾗｲﾝの木更津金田ＩＣ近くに
ｵｰﾌﾟﾝ。ﾚﾃﾞｨｽ、ﾒﾝｽﾞﾌｱｯｼｮﾝ、ｷｯｽﾞ、ｽ
ﾎﾟｰﾂ&ｱｳﾄﾄﾞｱなど多彩な国内外の有名ﾌﾞﾗ
＊東京都美術館 ～４月7日 休月
ﾝﾄﾞが150店舗が集積。
：ｴﾙ・ｸﾞﾚｺ展
＊2012年5月 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ天空
＊根津美術館休月～2月11日：新春の国宝那智瀧図
東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ（R）７階にｵｰﾌﾟﾝし
：遠州・不味の美意識～4月7日
たﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ。傾斜型の座席が採用され映
＊出光美術館 ～3月24日 休月
像が正面から迫る臨場感が味わえる。
：中近東文化センター改修記念オリエントの美術
＊2012年４月東急ﾌﾟﾗｻﾞ表参道原宿
＊東京国立博物館～4月7日休月 飛騨の円空 千光
「ﾄﾐｰﾋﾙﾌｨｶﾞｰ」ほか「世界一の朝食」
寺とその周辺の足跡～3月3日日中国交正常化40周年 で知られる「bills」など計27店が出店。
：ﾌｨﾅｰﾚ選抜奨励展

輝く１２の視座
＊ブリジストン美術館～3月10日 休原則月
：ｺﾚｸｼｮﾝ展 印象派から抽象絵画まで
＊松岡美術館～4月14日 休月
：しあわせの予感 うつわにめでられた花と鳥たち
しあわせの予感 額装の花鳥図

特別展「書聖王義之」
＊三井記念美術館 休月

伝統工芸青山スクエアに寄りませんか
豊かな自然と日本の風土。人の知恵によって生
まれた生活を支える道具たち。手しごとによるそ
の匠の技は、「作り手」と「使い手」が相互に刺
激しあいながら歴史を紡ぎ現代の私達の暮らしに
合ったﾃﾞｻﾞｲﾝ性のものへと進化しています。このｽ
ｸｴｱは全国の伝統工芸品が一堂に集まる日本唯一
のｷﾞｬﾗﾘｰｼｮｯﾌﾟ。現在雛人形特集が開催中であり大
勢のお客で賑わっています。場所は赤坂8-1-22
当館より徒歩4分、お気軽にお立ち寄りください。

有楽町いきいき富山館情報
富山県認定トライアル発注商品展示販
売会 ２月1３日～２月２４日
富山を代表するアイディアあふれる新商品を
「トライアル（試し買い商品）」として認定、
販路開拓や商品開発を支援しています。
写真は見
事なガラ
ス徳利や
朱肉入れ

出会いが効く富山のくすりフェア

～4月7日

三井家のおひなさま特別展示「酒の器」
＊山種美術館：琳派から日本画へ 和歌の心 絵の心
休月～3月31日
＊大倉集古館～3月17日画の東西・近代絵画美の競演

写真は熱海の梅園

この項ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲ
ＴＯＫYOより
写真は東急プラザ表参
道原宿

２月２６日～３月３日
熊胆円、六神丸、赤玉、反魂丹など富山を代
表する置き薬を中心に販売します。期間中1千
円以上購入された方には素敵なﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ贈呈。

ｚ能作の製品青山スクエアでも好評！
伝統工芸青山ｽｸｴｱに高岡銅器の株式会社
「能作」の金箔をあしらった干支のぐい呑
が話題に。能作は大正5年に創業、仏具、茶
道具、花器を中心に最近ではｲﾝﾃﾘｱ雑貨照
明器具や建築金物など幅広い。
2009年日本橋三越に出店、2011年銀座松
映画「脳男」写真展
屋、2012年ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ東京出店、海外でもｲﾀ
２月7日～２月２４日
ﾘｱやﾊﾟﾘでも多くの注目を集めた。
第46回江戸川乱歩賞受賞作を映画化した「脳
干支のぐい呑は毎年一つづつ種類が増え
男が、2月９日（土曜）全国東宝系映画館で公
１２年かけて集める楽しみがある。
写真は能作の磯岩さんと巳のぐい呑 開になります。この映画の紹介と富山県内ロケ
地のお勧めスポットなどを紹介。

あ と が き
1月30日富山でもスマホ向け放送局（NOTTV）の
開局が始まった。その開局に先立ち当会館で録画
撮りが。富山開局記念のｲﾝﾀﾋﾞｭｰなどがあり、会館
利用者の方々にも大いにご協力をいただいた。心よ
り感謝を申し上げたい。

