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富山の風景と味覚
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赤坂で楽しむ富山湾神秘の味
５月上旬まで予約受付中！
富山県赤坂会館では、富山湾の春を告げ
るホタルイカ料理を提供しております。
ご存知滑川や魚津を始め富山のホタルイ
カは全国に名をとどろかせるブランドで
す。特にホタルイカの刺身や、足の部分は
素麺にたとえイカソーメンと呼ばれ、通の
方には応えられない味覚です。
また、しゃぶしゃぶや天婦羅、あるいは
辛子酢味噌和えなどは一度口にするとやみ
つきとなることうけあいです。
一方、富山湾の宝石として名高い「シロ
エビ」は、甘味と旨みのもととなるアミノ
酸、グリシン、アラニン、アルギニンが豊
富に含まれており、富山湾でしか獲れない
貴重な品。漁は４月１日から解禁の予定で
すが１１月中頃まで珍味が楽しめます。
５～７センチほどの子エビを、そのまま
かき揚げにしても美味しく、殻から押し出
すように剥き身して刺身や寿司にします
が、薄いピンク色をしたその身はフルーツ
のような甘さがあり、愛好家はもとより、
全国のファンも虜にする評判の一品です。
写真は見事なホタルイカの刺身

富山を知らない人はかわいそう？

富山は全国の中で人口が少なく，面積が小さ
いため，県外の人にはあまり印象が強くないよ
うである．新幹線もまだなく，空路も限られて
いて，遠くて行きたくないという人もいる．そ
う言われて悔しい気持ちになったことがある
が，富山を知らない人はかわいそうでもある．
東京に住む私もそう頻繁には富山を訪れてい
ないが，富山で生まれ育ち，富山で慣れ親しん
だ風景と味覚は，忘れられない．
赤坂会館は、東京にいながら富山の味を楽し
める所として、時々訪れており重宝している。

川人貞史さん

富山ならではの味覚が盛沢山
刺身といえば，夏のザスの昆布締め，フクラ
ギ，冬のブリ，鱈の子付けもおいしい．逆に，
子供の頃にマグロをあまり食べた記憶がない．
ブリはブリしゃぶなどで有名になり，どこでも
食べられるが，フクラギは富山以外ではあまり
重宝されていない．ザスや鱈の子付けは北陸独
特の食べ方のようで，よそでは見たことがな
い．刺身以外でもズワイガニや鮎，ひぶく（フ
グの干物）など海川の幸がなつかしい．
祖母のかぶら寿司は冬の味覚
ブリを塩漬けの蕪にはさんで甘酒につけ込ん
だかぶら寿司は，生前祖母が毎年作っていて，
冬の味覚である．今ではお取り寄せでその味覚
を楽しんでいる．大きくりっぱで砂糖がふき出
たような富山干柿もほかに類を見ない富山の味
覚である．鱒の寿司，ホタルイカ，黒作り，昆
布巻きや大きな鯛や富士山の形をした引き出物
のかまぼこも富山ならではのものである．かま
ぼこは，はべんとよんでいた．
北陸新幹線の開業で富山のよさを
北陸新幹線の開業時には，富山に行き，富山
のよさを知る人が増えることを願っている．
（高岡市福岡町出身）

空に浮かぶ立山連峰
子供の頃，東の田んぼの彼方の空に立山連峰がぽっ
かりと浮かぶ風景を見て過ごしていた．特に冬には
雪をかぶったごつごつした尾根が朝日に輝いてとて
もきれいだった．これが当たり前の風景だったが，
富山を離れて初めてあの風景が当たり前ではなかっ
たことに強い衝撃を受けたことを今でも覚えてい
る．

東京になかった甘海老
もう一つの驚きは，当時，ごく普通に食べて
いた甘海老の刺身が富山以外では食べられず，
海老といえば江戸前の蒸し海老しかなかったこ
とである．今では甘海老はどこでも食べられる
が，ほとんど輸入ものである．

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

ヌタ
鯛 細魚 ホタルイカ
鱈煮
鱒照り焼
ホタルイカしゃぶ
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
＊２７，６００円～２８，７００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。

＊２１，７００円～２６，２００円

美術館・劇場情報 201３ 春
＊国立新美術館

休火
：ｶﾘﾌｵﾙﾆｱ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ
1930-1965ﾓﾀﾞﾝ・ﾘﾋｳﾞｨﾝ
ｸﾞの起源 ～6月3日
：貴婦人と一角獣展
4月24日～７月15日

＊東京国立科学博物館
休月：ｸﾞﾚｰﾄｼﾞｬﾆｰ
人気の旅
～6月9日

＊東京国立近代美術工芸館休月花咲く工芸～5月6日
＊東京国立近代美術館ﾌﾗﾝｼｽ・ﾍﾞｰｺﾝ展～5月26日
＊国立西洋美術館
休月：ﾗﾌｧｴﾛ～6月2日
＊江戸東京博物館 休月 ～5月6日
：ＮＨＫ大河ﾄﾞﾗﾏ特別展「八重の桜」

＊東京都現代美術館

休月

：ﾌﾗﾝｼｽ・ｱﾘｽ展、桂ゆき展４月6日～6月9日

＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ

4月13日～6月23日

梅佳代展ほか収蔵作品展

＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 4月17日～6月16日

休火
「もののあはれ」と日本の美
歌舞伎座新開場記念 歌舞伎江戸の芝居小屋３月３1日
＊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
＊森美術館：love展ｱｰﾄに見る愛のかたち会期中無休
4月26日～9月1日 ｼｬｶﾞｰﾙから草間弥生まで
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～5月19日 ﾐｭｳｼｬ展パリの夢
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休～4月21日
：ﾙｰﾍﾞﾝｽ・栄光のｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ工房と原点のｲﾀﾘｱ

＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～5月26日休月
：ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾋﾞｭｰﾃｨｰ、描かれた日本美人
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館4月20日～6月23日
休月：ｵﾃﾞｨﾛﾝ・ﾙﾄﾞﾝ
＊ブリジストン美術館～6月9日 休原則月

イベント・催し物・エトセトラ
4月2日 歌舞伎座こけら落とし
4月3日～5日ﾃﾞｻﾞｰﾄ、ｽｲｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ展ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
食肉ﾜｲﾝ、ｸﾞﾙﾒ展
〃
4月6日 桜と花火のｺﾗﾎﾞ3000発 舎人公園
4月6,7日 世界ﾄﾞｯｸﾞｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月13日 適職発見live東京
〃
4月13、14日 ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾘｰﾑ2013
〃
4月7日 大江戸骨董市
国際ﾌｵ-ﾗﾑ
4月11～14日 世界ﾌｨｷﾞｭﾞｱ国別対抗
代々木競技場
4月13日富大OBおやじｺﾝｻｰﾄ 赤坂ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
4月14日 ﾍﾞｽﾄﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 国際ﾌｵｰﾗﾑ
4月17～20日金属ﾌﾟﾚｽ加工技術展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月19～20日ｼﾞｬﾝﾎﾞﾋﾞｯｸﾘ見本市
〃
4月19～21日 V６ﾗｲﾌﾞﾂｱｰ 代々木競技場
4月20、21日槇原敬之ｺﾝｻｰﾄ 国際ﾌｵｰﾗﾑ
4月21日 大江戸骨董市
〃
4月24～26 ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月25～27日 2013ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
〃
4月28日 ﾄﾞｰﾙｽﾞ・ﾊﾟｰﾃｨｰ
〃
4月27、28、30、EXILEﾗｲﾌﾞﾂｱｰ 東京ﾄﾞｰﾑ
5月1日、22、23日 〃
〃
7月20～9月23日ﾙｰﾌﾞﾙ美術館展 東京都美術館

旧東京中央郵便局、JPﾀﾜｰｵｰﾌﾟﾝ
3月21日、ＪＲ東京駅丸の内南口より徒歩1
分、ＪＰﾀﾜｰ低層棟に新商業施設「KITTE」
（ｷｯﾃ）がｵｰﾌﾟﾝした。
旧東京中央郵便局の局舎を一部保存・再生し
た部分と新たに建築された部分で構成されてお
り、日本の「心地よさ」「奥深さ」「愉しさ」を
テーマに、全国の食の名品や名店、人気雑貨な
ど98のショップやレストランが勢揃い。
低層棟には、他に中央郵便局やゆうちょ銀行
などが入り、高層棟は、次世代のビジネスビル
としての高い性能と丸の内エリアの歴史的景観
を未来に伝えるランドマークとして、地下4
階、地上38階の威容を誇っている。
丸の内で人と人、街と街、時代と時代を結び
つけ、多くの「ワクワク」を提供し、いろいろ
なヒト・モノ・コトなどの出会いをつなぐ。
この項ﾆｯｹｲﾄﾚﾝﾃﾞｨより一部抜粋

ここが注目の桜名所人気スポット
桜満開の春を楽しみませんか

都心の桜ｿﾒｲﾖｼﾉが22日満開になったと
気象庁が発表した。昨年より15日も早く
1953年の統計開始以降2番目の早さ。都心の
有楽町いきいき富山館情報
：巴里、パリ日本人が描く1900-1945
定点観測している靖国神社「標本木」で8割
＊松岡美術館～4月14日 休月
以上のつぼみが開き満開の発表となった。
：しあわせの予感 うつわにめでられた花と鳥たち
チューリップフェア＆立山黒部アルペ
ちなみに、都内の桜名所ｽﾎﾟｯﾄのベスト
しあわせの予感 額装の花鳥図
５は、1位に千鳥が淵沿道、2位は目黒川桜 ンルート展 ～５月１２日
＊東京都美術館 ～４月7日 休月：ｴﾙ・ｸﾞﾚｺ展
並木、3位は上野恩賜公園、4位は墨田公
富山を代表するチューリップ５００品種、１
＊根津美術館休月～4月7日：遠州・不味の美意識
園、5位は新宿御苑である。 写真は千鳥が淵 ００万本のチューリップが咲き誇る２０１３と
4月20日～5月19日国宝燕子花図屏風、仁清と乾山
なみチューリップフェアや雄大な立山黒部アル
＊出光美術館 4月6日～5月19日 休月
ペンルートの見どころを紹介。
：土佐光吉没後400年源氏絵と伊勢絵 描かれた恋物語
また、チューリップフェアグッズや立山黒部
＊東京国立博物館 休月 4月９日～6月2日
アルペンルートグッズなども展示。
：国宝大神社展
立山黒部アルペンルート4月16日に
＊三井記念美術館 休月 4月20日～6月16日

全線開通

：河鍋暁斉の能・狂言画

本年度は雪の大谷ウォーク20周年、黒部ﾀﾞﾑ
誕生50周年となり、室堂には巨大雪の迷路や黒
部ﾀﾞﾑでも関連ｲﾍﾞﾝﾄが行われる。
富山の酒とかまぼこﾌｪｱ2013 14時～
6月16日（日）有楽町東京交通会館12F

＊山種美術館4月6日～6月2日休月
：百花繚乱花言葉・花図鑑

＊大倉集古館

休月 4月6日～5月26日

大倉ｺﾚｸｼｮﾝの精華

中世、近世の絵画

スタッフ紹介 フロント・応接 藤澤美子
フロント、応接職員として平成2４年12月より勤
務。大学在学中に、アメリカワシントン州立大学
へ1年間留学、その後復学卒業し、近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ
に入社、その豊富な海外経験と抜群の語学力を活
かしﾎﾘﾃﾞｲﾂｱｰ専属添乗員として活躍。
その後ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸなどを経て当会館に。趣味は当
然旅行で国内、海外を問わず飛び回り、自分でﾚﾝ
ﾀｶｰを乗り回すこともしばしば。性格は明るくお
となしいので、好かれるﾀｲﾌﾟかも。
食べ歩きも大好きで特にｽｨｰﾂには目がない。

世界の人に愛される歌舞伎を目指して
2010年に建て替えのため閉場していた歌
舞伎座が遂に開場、“広く”“見やすく”を
ｷｰﾜｰﾄﾞに「懐かしいおもかげを継承しつ
つ、新しい装い」として開場より125年、
第五回目の新施設誕生となった。
4月2日から柿葺落興行が始まるが、これ
に先立ち3月27日には、歌舞伎役者約60人の
「お練り」が銀座で行われ、歌舞伎ﾌｱﾝは
もとより大勢の人が新歌舞伎座を祝った。

あ と が き
去る３月２２日、財団法人富山会館理事会・評議
員会が開催され、「一般財団法人への移行認可」の
報告や「平成25年度事業計画及び予算案」等が承
認されました。今後もお客様から“利用して良かっ
た”と喜ばれるよう職員一同頑張りたいと思います。

