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新しい未来技術で社会に貢献を ㈱三桂制作所 代表取締役社長 池田隆さん

平成25年１０月６日（日）正午開演
富山ﾁｭｰﾘｯﾌﾟを育てた水野豊造物語
富山県赤坂会館では新しい試みとして、
「郷土の偉人を学ぶ」として、創作講談と
富山御膳を楽しんでいただく企画をいたし
ました。
初回は富山にチューリップ王国を築き
「チューリップの父」と称されている砺波
市生まれの「水野豊造（みずのぶんぞう）
」
氏の物語をとりあげました。
また、講談師の方とご一緒のお食事席を
ご用意いたしましたので、この機会に講談
師の方とのおしゃべりを楽しみながら、赤
坂での粋な時間をお過ごしになりません
か。なお、定員になり次第締め切りとさせ
ていただきますので、お早めにお申し込み
ください。
１ 日程 平成25年10月6日（日）
正午 お食事 １階レストラン
13時 講談会 ２階大広間
2 会費 3,500円
3 講談師 一龍斎貞橘 一龍斎貞鏡
4 定員 30名（先着順）
5 お問い合わせ、お申し込みは
電話
03-3586-0991
FAX
03-3584-6059
写真は砺波市のチューリップフェア

日本の製造業やものづくりの歴史は、時代の
変遷と共に社会の要請や消費者のニーズにより
常に変化してきましたが、製造業は日本の基幹
的な産業であり、その発展は、国民生活の向上
や雇用の拡大など国民の経済に大きな影響を与
えてきました。
当 社 は 社 是 で あ る Ｋ Ｉ Ｐ、す な わ ち Ｋ
(Knowledge 知 識 )、Ｉ (Invent 発 明 )、Ｐ
(Produce 製造）をモットーに、組織の中で
は常に若い活力を喚起し、独創性ある技術開発
の充実に心がけております。
また、いかなる環境変化にも素早く対応でき
るよう、バイタリティあるフレキシブルな企業
体質を作り、激動する不透明な時代にあっても
常に一歩進んだ先取り経営を目指しています。
電線管やフレキシブル製品のトップメーカー
現在は、各種電線保護管の製造や販売が主な
業務となっておりますが、中でも金属製可撓
（かとう）電線管の分野では、当社の『プリカ
チューブ』はそのパイオニアとなっておりま
す。
また、金属製や合成樹脂製のフレキシブル製
品は、工作機械やプラント工事に大いに利用さ
れ、その簡便性と高い品質は市場から高い評価
をいただいております。

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
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。

雪プラン６千円

月プラン７千円

花プラン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 海月胡麻味噌和
お造り 平目 昆布締め
才巻海老
荒煮
鱸焼
鮎塩焼
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

こちらは雪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

今後も生命の尊重とやすらぎの心を大切に
今後もお客様のニーズを見据えた製品開発に
努めると共に、技術革新や品質管理に一層の努
力を重ね、社会への貢献度を更に高める一方、
当社の日本庭園に見られるように、常にやすら
ぎと憩いの心を忘れず、生命の尊重を経営の基
本として企業の発展・飛躍を続けたいと思って
おります。
私と赤坂会館とのご縁は
ところで富山県赤坂会館の平澤支配人さん
は、私と同郷の上市町の出身であり、私が東京
上市郷友会の会長在任中（平成24年までの約
10年間）何かとお世話になり、郷友会の発展
には勿論、色々とご協力をいただきました。
昨年の郷友会の総会で一身上の都合により会
長職を辞任いたし、現在は人格、識見共に優れ
た広田保会長に引き継いでいただき、活発な活
動を展開しておられます。
そのような理由で、上市郷友会の年次総会、
懇親会は6年前より赤坂会館で開催することが
恒例となっております。
赤坂会館の魅力は富山の魚や美味い酒
赤坂会館の魅力は、他の会場であれば会場費
や時間制限など何かとコストがかかる要因が多
くありますが、融通がきく上、何よりも富山の
魚など海の幸や美味い酒に時間を忘れ、楽しい
話題で花を咲かせることができます。
先ずは赤坂会館で自慢のキトキト富山料理を
味わいませんか。。
写真は三桂本社の庭園
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夏本番、各地の花火を楽しもう

＊国立新美術館

休火
：ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ・ｸﾞﾙｽｷｰ展
～９月16日

今年も花火のシーズンがやってきました。世
7月20～9月1日からだの秘密大冒険幕張メッセ
8月3日ｱﾘｽｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵｰﾗﾑ 界でもお祝いや開会式、記念日などでは花火が
打ち上げられますが、夏に集中して各地で花火
8月4日大江戸骨董市
〃
＊東京国立科学博物館
大会が開催されるのはここ日本だけとか。
8月3、4日 骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
休月：特別展深海
大空に開く３尺玉の大輪の花、彩り鮮やかな
8月5～7日 ﾇｰﾄﾞﾙ世界2013
〃
～10月6日
スターマイン、ナイアガラ瀑布など今年も各地
ｲﾝﾀｰFOOD JAPAN
〃
＊東京国立近代美術工
の花火を楽しみませんか。
芸館休月ﾎﾞﾃﾞｲ3～9月1
8月9~11日ﾜｰﾙﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾏｰﾁﾝｸﾞｼｮｰ幕張ﾒｯｾ
：関東の人気花火大会ベスト１０
＊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 8月10～11日ｶﾘﾌﾞﾗﾃﾝｱﾒﾘｶｽﾄﾘｰﾄ代々木公園
会場
日程
打上数 人出予想
～８月14日 休月
8月10～12日 ｺﾐｯｸﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
1位 足立花火大会 7月20日 1万2千発 59万人
＊東京国立博物館特別展 休月～9月8日
8月15~19日国立ﾎﾞﾘｼｮｲｻｰｶｽ公演 幕張ﾒｯｾ
：和様の書
2位隅田川
7月27日 2万5千発 95万人
8月16~18日 国際鉄道模型ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館 休月：ﾋﾟｶｿが描いた動物たち
3位葛飾納涼
7月23日 1万2千発 58万人
8月16~18日 WAVE LIVE
代々木競技場
＊江戸東京博物館 休月 ～9月1日
4位東京湾大華火 8月10日 1万2千発
？
8月23~9月8日 ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾄﾞﾗｷｭﾗ 東京ﾌオーﾗﾑ
：花開く江戸の園芸
5位鎌倉
7月23日 2千500発 14万人
8月23~24日全国高等学校鉄道模型ｺﾝﾃｽﾄ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京都現代美術館 休月
6位江戸川
8月3日 1万4千発
：ﾌﾗﾝｼｽ・ｱﾘｽ展 手塚治虫×石ﾉ森章太郎～9月8日 8月24～25日 うどん日本一決定戦 代々木公園
（江戸川区と市川市で139万人）
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～6月23日
8月29~9月1日ｱｻﾋﾋﾞｰﾙｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｴｽﾄ日比谷
7位神奈川新聞
8月1日 1万5千発 19万人
梅佳代展ほか収蔵作品展
8月31日浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ
浅草
8位さかい茨城
7月23日
3千発 14万人
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～8月25日休火 生誕250年谷文晁
9月４～6日ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊三菱一号館美術館 ～9月8日 休月
9位いたばし
8月3日 1万1千発 52万人
浮世絵 floating world 珠玉の斉藤ｺﾚｸｼｮﾝ
藤井武さん個展銀座で開催
10位厚木鮎祭
8月3日
1万発 49万人
＊森美術館：love展ｱｰﾄに見る愛のかたち会期中無休
藤井武さんの個展が画廊惣で6月20日～29日
～9月1日 ｼｬｶﾞｰﾙから草間弥生まで
開かれた。テー
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ ～9月16日 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰ展
マは「永遠の
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休～8月4日
：ﾚｵﾅｰﾙ・ﾌｼﾞﾀ ﾎﾟｰﾗｺﾚｸｼｮﾝを中心に8月10日～ 命」ﾎﾛｺｰｽﾄで
生死の境地に苦
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～9月2３日 休月
しんだ大勢の人
：没後10年 人間国宝松井康成展
に思いを込めな
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～8月25日 休月
がら作品表現。
：遊ぶｼｭﾙﾚｱﾘｽﾞﾑ 不思議な出会いが人生を変える
＊ブリジストン美術館～9月18日 休原則月
：色を見る色を楽しむﾙﾄﾞﾝの「夢想」「ﾏﾁｽのｼﾞｬｽﾞ」
＊松岡美術館～9月23日 休月
：うつわのかたち

＊東京都美術館～9月23日休月 ﾙｰﾌﾞﾙ美術館展
＊根津美術館休月7月27日～9月1日
曼荼羅展

＊出光美術館 ～8月18日 休月
：文字の力・書の力Ⅱ－書と絵画の対話
＊三井記念美術館 休月 ～９月1日
：大妖怪展ー鬼と妖怪そしてｹﾞｹﾞｹﾞー

＊山種美術館 8月10～10月14日休月
：速水御舟 日本美術院の精鋭たち
＊大倉集古館 休月 8月3日～9月28日
大倉ｺﾚｸｼｮﾝの精華 近代日本画名品展
＊東京芸術大 休月 9月3～11月4日
興福寺創建1300年 国宝 興福寺仏頭展
＊日本科学未来館 休火
～9月23日ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ博

富山ファン倶楽部会員交流会開かれる

日本教育公務員弘済会の指定施設に
平成25年４月１日より当赤坂会館は、日
本教育公務員弘済会の指定宿泊施設として
新たに登録されました。
他県の会員が宿泊の場合は、各県により
補助額が違います。
ちなみに富山県の会員の方が宿泊された
場合は、１泊３０００円、同行の配偶者・
親・子どもさんの場合には、1泊１０００円
が補助されます。（年５泊まで）
富山県の会員で宿泊を希望される方は、
あらかじめ予約状況を確認のうえ、富山市
千歳町1-5-1 公益財団法人日本教育公務員
弘済会富山支部 電話（076-432-6562）ま
でお申し込みのうえ、利用券発行の手続き
をお願いいたします。

花の芸術家ダニエル・オスト氏来館
去る6月中旬ベルギー王室ご用達のﾌﾗﾜｰ
ｱｰﾃｨｽﾄダニエルオスト氏が来館。花を愛す
るﾌﾗﾝｽの美しき名女優ｶﾄﾘｰﾇ・ﾄﾞﾇｰヴ。そ
んな彼女のお気に入りがダニエル・オスト
氏です。
オスト氏は、6月上旬よりﾍﾞﾙｷﾞｰ大使館で
行われたﾞ花の講習会に当館より通勤。講習
会には、日本はおろか世界各地から参加者
があり、国際色豊かな言語と彩り鮮やかな
会館庭にて
花で賑わいを見せていた。

去る7月17日ﾌﾛﾗｼｵﾝ青山において、県人づくり財
団の富山ﾌｧﾝ倶楽部会員交流会が開かれた。
先ず川田忠樹代表世話人の挨拶、続いて財団理
事長の石井隆一知事より「新幹線開業により観光
振興や産業の活性化につなげたい」の発言があり
その後乾杯。参加者は富山ゆかりの経済人、学識
者など160人で富山の新鮮な食材を楽しみながら郷
土の発展に貢献を誓い合い、最後に杉本正議長閉
会挨拶で盛況の内に終了となった。

有楽町いきいき富山館情報
南砺市展

8月1日～8月18日

キミに見せたいものがあるんだ
「恋旅」は、富山県南砺市を舞台としたオリ
ジナル・ショートアニメーション。南砺市に拠
点を置くP、A、WORKSがアニメーション製作を
担当。南砺市各エリアの美しい自然・風土・文
化などとともに３つのオリジナルラブストー
リーを描き出しています。

富山県食品産業協会認定商品
協会認証の新商品約５０点が勢ぞろい。「海の
幸」「山の幸」がわんさか 8月19日～9月5日

越中八尾おわら風の盆ポスター展示＆関連
グッズ販売
８月１９日～９月５日
秋の気配を感じる頃、格子戸や土蔵造りの古
い家並みを残す坂の町・八尾を舞台に３日3晩く
り広げられる
「おわら風の
盆」。哀愁を誘う
胡弓の音色や、
優雅で艶やかな
踊りは多くの
人々が酔いしれ
ます。
そんな人々を
魅了するおわら
の季節が今年も
やってきた。

あ と が き
各地でゲリラ的集中豪雨が降るようになり、土砂災害
や川の氾濫が起きている。富山の梅雨明けも例年より遅
れているようである。関東も戻り梅雨の影響か午後から
すさまじい夕立がある。
隅田川の花火大会が初の中止になるなど、今年は未
だ経験したことが無い夏のようである。

