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流れゆく世の姿を後世に

エスエスグループ代表 中平等真知子さん

いきいき富山館で毎週火曜日
７月上旬まで、お早めにどうぞ
「富山県赤坂会館」と「いきいき富山館」
のタイアップにより生まれた、富山の味覚
たっぷりのこだわり弁当「富山味物語」
は、かまぼこの昆布巻き、赤巻蒲鉾、シロ
エビかき揚げ、里芋田楽、甘海老焼、赤ず
いき甘酢漬、湿地御飯など彩り豊かな特製
弁当です。
毎週火曜日の限定販売で7月～8月は、暑
さで弁当の販売は中止いたしますので、７
月２日（火）までの販売となります。 ８
８０円税込で、１個からでもお電話でのお
取次ぎも承ります。
富山の味をご家庭や職場、また、お友達
同士や親しい友人達との語らいにどうぞお
気軽にご利用ください。
以前お求めいただいた方々からは、「とて
もおいしかった」「８８０円は安い」などの
ご意見を多くいただいております。

詳しいお問い合わせは下記まで
販売所 東京都千代田区有楽町2－10－１
東京交通会館地下１階
いきいき富山館物産館
電話０３－３２３１－５０３２

富山市で起業

子供のころからカメラに興味を持っていた私
は昭和３５年に富山市で建築写真撮影のビジネ
スを始めた。
創業当時の日本の経済は戦後という時期を完
全に払拭して高度経済成長に向かっていた。
富山県でも住宅関連はもとより富山電電公社
や富山県民会館、富山商工会議所、呉羽カント
リークラブなど建設されていた。４年後は東京
オリンピックも開催され新幹線も開通し、隣の
石川県の片山津温泉も随分活況し私の撮影業務
も大変忙しくなった。
その後大阪万博EXPO７０が開催され、日本
は急成長を遂げて行きました。
全国各地の建造物を撮り続ける中、変わりゆ
く世の中の流れを体感しこの姿を後世に残して
行くのは私達の使命だと強く感じていた。
３５年当時の撮影は
木製暗箱カメラでピントグラスで読み取り、
フイルムは乾板を置き換えての暗幕をかぶって
の撮影であった。
おそらく皆さんも一度は写真館や学校などで
経験をされたことが有るかと思います。
一般のカメラは戦後爆発的なブームとなった
２眼レフカメラから３５ミリレンズシャター

カメラに変わり、１眼レフカメラのニコンＦや
キャノンフレックス、アサヒペンタックスＫ等
が台頭してきた。
３５ミリのロールフイルムを少しでも安くす
るために、いちいち暗室でパトロネに詰めてい
た事が思い出させられる。カメラの価格は約1
万円～７万円程度で当時は超高級品であった。
購入者は１２回～２４回払いの月賦を利用さ
れていた人も多く、昭和５０年頃から白黒から
カラーフイルムに変わり、フジ、さくら、コ
ダックの競争が激化していた。その後３５ミリ
のマニアルカメラから全自動化のカメラが普及
し、今日のデジタルカメラに変化して行くまで
にはそう時間がかからなかった。
ＤＶＤの制作
その後建築写真とは別に、時代の流れをDV
Ｄに収録し、パッケージ化へのビジネスを進め
て行った。その中で鉄道シリーズの「小海線の
旅」「只見線の旅」は鉄道愛好者に大変喜ば
れ、海外の「スイスの鉄道」「ドイツの鉄道」
へと繋がった。
また、平成１８年に上野から盛岡駅までの東
北本線の美しい風景を運転室よりリアルタイム
に撮影をしたDVDは、東日本大震災で寸断さ
れた路線も多く、今では貴重な記録となり、早
い復興を願い、関係者にこのＤＶＤを進呈して
おり、とても喜ばれております。
ＤＶＤを１０セット進呈（先着順）
最後に東北本線の路線のDVDを希望される
方は、平澤支配人あてに申し込んで下さい。
リバーサイ
ドミュージ
アム
（スコット
ランド）
写真提供
（株）ＳＳ

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
＊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

＊4日前までにお申し込みください。

先付け こごみ粕漬
お造り 細魚昆布締め 烏賊
才巻海老
飛竜頭
鱸焼
穴子柳川
白エビ掻揚
鯵マリネ
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。

＊２１，７００円～２６，２００円

美術館・劇場情報 201３ 初夏

イベント・催し物・エトセトラ

＊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
～７月15日

～6月2日 ｱﾌﾘｶﾝ・ﾌｪｱ
ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜
6月4日 県人会総会
ホテルﾆｭｰｵｰﾀﾆ
6月4日ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本対ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国立競技場
6月10日 築地獅子祭
6月7～8日 銀座画廊夜会 24か所21時まで
＊東京国立科学博物館
6月11～14日 国際食品工業展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
休月：ｸﾞﾚｰﾄｼﾞｬﾆｰ
6月13～16日 東京おもちゃｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
人気の旅
～6月9日
6月15・16日 隅田稲荷神社例大祭
＊東京国立近代美術工芸館休月ﾎﾞﾃﾞｲ36月25～9月1
6月18日 内視鏡手術最前線３Dからロボッ
＊東京国立近代美術館 ﾌﾟﾚｲﾊﾞｯｸ・ｱｰﾃｨｽﾄ・ﾄｰｸ
ト手術まで
国際ﾌｵｰﾗﾑ
6月14日～８月14日 休月
6月19～21日日本ものづくりﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館
休月：常設展
6月23日 ﾎﾟｹﾓﾝ30n3 ｺﾛｺﾛｶｯﾌﾟ 〃
＊江戸東京博物館 休月 ～7月15日
：ﾌｧｲﾝﾊﾞｰｸﾞ・ｺﾚｸｼｮﾝ展 江戸絵画の奇跡
6月22・23日 小笠原諸島母島返還祭
＊東京都現代美術館 休月
6月23・24日 ほおずき縁日 愛宕神社
：ﾌﾗﾝｼｽ・ｱﾘｽ展、桂ゆき展～6月9日
6月26～28日 国際文具紙製品展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～6月23日
〃
ﾃｰﾌﾞﾙｳｪｱ
〃
梅佳代展ほか収蔵作品展
6月28～7月1日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ 幕張ﾒｯｾ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 ～6月16日 休火
6月29・30日郡上踊りin青山 秩父宮 駐車場
「もののあはれ」と日本の美
＊三菱一号館美術館 6月22日～9月8日 休月
〃
ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞﾝｽﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ代々木公園
浮世絵 floating world 珠玉の斉藤ｺﾚｸｼｮﾝ
〃 次世代ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾋﾞｰﾌｪｱ 幕張ﾒｯｾ
＊森美術館：love展ｱｰﾄに見る愛のかたち会期中無休
～6月30日 松坂屋ﾃﾞﾊﾟｰﾄ閉店セール
～9月1日 ｼｬｶﾞｰﾙから草間弥生まで
7月3日～6日 20回国際ﾌﾞｯｸﾌｪｱ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ 6月22日～9月16日 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰ展
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休～6月16日 7月13・14日日本ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ市民友好ﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
代々木公園
：現代ｽﾍﾟｲﾝ・ﾘｱﾘｽﾞﾑの巨匠 ｱﾝﾄﾆｵ・ﾛﾍﾟｽ
7月20日・21日ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ
〃
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～6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
7月20日～28日国立ﾎﾞﾘｼｮｲｻｰｶｽ東京体育館
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～6月23日
7月27、28日 ﾀｲﾌｴｱ
代々木公園
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
赤坂会館３階庭園のつつじが満開
：巴里、パリ日本人が描く1900-1945
＊松岡美術館～9月23日 休月
：印象派とその時代
＊東京都美術館～6月30日休月ﾚｵﾅﾙﾄ・ﾀﾞ・ﾋﾞﾝﾁ展
＊根津美術館休月6月1日～7月15日やきものが好き
浮世絵も好き 萩焼と浮世絵
＊出光美術館 ～6月30日 休月
：古染付と祥瑞 日本人が愛した青の茶陶
＊東京国立博物館 休月 ～6月23日
：国宝遍上人伝絵巻
＊三井記念美術館 休月 ～6月16日
：河鍋暁斉の能・狂言画

＊山種美術館 6月8日～8月4日休月
：生誕140年記念川合玉堂

＊大倉集古館

日本のふるさと日本の心

休月 6月8日～7月28日

伝える技

新作日本刀研磨外装 刀職技術展覧会
＊東京芸術大 休月～7月7日夏目漱石の美術世界

一般財団法人富山会館理事会開かれる
去る5月22日、一般財団法人としての初めての理
事会が開催されました。
議題として「平成24年度事業報告及び決算につ
いて」審議、適正にかつ間違いなく処理されてい
る旨監事より報告があり、次に「平成25年度第２
回評議員会の招集について」が審議され、いずれ
の議案も原案どおり承認されました。

江戸そばの由来 ・ 御三家とは
たかがそば、されど江戸の３大そばとなると
由来と特徴、違いを知ればそばを食べるのが
もっと楽しくなるかも。
：更科 麻布永坂に店を構えていた信州更級群
出身の布屋太兵衛が、寛政元年（1789）～文化
初年（1804）頃、そばやに転業が始まり。
故郷の更級と麻布に屋敷を構えていた保科家に
基ずく。そばの実をひと皮だけでなく更にむき
芯の部分の更科粉を使用、色は薄く気品ただよ
う光沢で淡泊な味わい。
：藪 江戸時代、雑司ｹ谷の鬼子母神近くのそ
ば屋が藪の中にあったことが由来。千駄木の団
子坂にも藪そばがあり、この看板を神田連雀
町、浅草並木店、上野池端店がつぎ藪御三家。
そばの実を一皮むいた二番粉を使用、更科より
色が濃く風味が強い。
：砂場 豊臣秀吉の大阪城築城の際、工事現場
の砂場で（津国屋）（和泉屋）がそばをまかな
いとして出したのが始まり。いつしか江戸に進
出、寛永4年（1751）薬研堀（現東日本橋）で
大阪砂場が流行ったと記録あり。この項冊紙日本橋よ
り一部抜粋

写真は砂場赤坂店

有楽町いきいき富山館情報
越中福岡の菅笠展～６月３０日
国の重要無形民俗文化財である福岡の菅笠
は、スゲ草栽培から笠骨づくり、笠縫、笠問屋
による出荷まで全工程を現在も維持しており、
全国の約９割を出荷しているといわれています
江戸時代から昭和初期まで必需品として、人々
の生活と地域の心を支えてきた菅笠の存在を未
来へ伝えていきたいと考えています。

6月２２・２３日菅笠作りの技披露

今年も赤坂会館３階庭園のつつじが満開
東京初公開！実演菅笠作りとスゲ民芸品販売。
に咲いて宿泊客や会議のお客さんの癒しと
和みに効果を発揮。会議のお客さんからも
「まあ、綺麗に咲いているわ」「ホッとする
わ」など思わぬ効果に、日頃水やりなど除
草に汗をかいた支配人もニンマリ。

富大OB「おやじバンド」赤坂を席巻！
去る４月１３日赤坂ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞで富山大学
OB「ｻｳｽｱｲﾗﾝﾀﾞｰｽ」の演奏会が開かれ、富
大出身者など大勢のﾌｧﾝが応援。皆さんはﾊ
ﾜｲｱﾝバンドとして日頃富山で活動している
富山の酒とかまぼこﾌｪｱ2013
が、今回は２回めの東京公演となった。
6月16日（日）
「南国の夜」のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞに始まり最後は
「ｱﾛﾊ・ｵｴ」で全員が合唱、再公演の要望 東京交通会館12F
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ
も多く名残尽きない夜を楽しんだ。
前売り券好評発売
中、お早めにお求
めください。

14時～

あ と が き
最高の株高に沸く一方、こちらは最高齢エベレスト登
頂の三浦雄一郎さん。世界の同世代の人に勇気と
感動を与えた。三浦さんは若い頃立山で歩荷（ボッ
カ、強力）をして体力を鍛えていたことはあまり知ら
れていないが、今の快挙の原動力に一役かも。

