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赤坂だより
秋の行楽・お泊まりは赤坂会館で
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URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

赤坂会館が多くの方に愛され続けることを 人事院公平審査局長 江畑賢治さん

東京スカイツリーで絶景を楽しむ
新装歌舞伎座の魅力再発見も
東京スカイツリーのオープン以来、1年４
カ月を経過、当日券で超高層展望デッキ
（350ｍ）から、パノラマ絶景を満喫する
人が増えています。東京駅では、大改装の
駅地下ショッピング、旧東京中央郵便局の
キッテビルでは様々なお店を満喫、一方銀
座では新装の歌舞伎座に多くのファンが観
劇や見学に訪れ、大勢の人で賑わっており
ます。

５つの割引プランで益々お得に
赤坂会館では、次の宿泊割引プランを実
施、大変好評をいただいております。
①宿泊された方に次回の宿泊割引券進呈
②土日祭日に宿泊される方の割引
③宿泊当日の１３時以降に予約した方の割
引
④４名以上のグループ・団体割引
⑤クラブ活動割引 県内高校生以下が各種
大会や競技等に参加の場合
一室１名ご利用の場合は、1,000円、一
室２名以上ご利用の場合は１名500円を割
引させていただきます。また、高校生以下
の場合は、一律3,600円となります。
ビジネスに、ご家族や友人、グループで
の思い出づくりに、赤坂会館を拠点に楽し
い旅をお過ごしになりませんか。
写真は地上３５０ｍスカイツリーからの展望

人事院の仕事
昨年４月から人事院に勤務しております。人
事院と聞くと国家公務員の給与の勧告や採用試
験を思い浮かべる方も多いかと思いますが、メ
ンタルヘルス対策など国家公務員の健康管理や
仕事と育児・介護との両立支援の推進なども大
事な仕事です。昨今、育児休業のあり方などに
ついて随分議論がされていますが、介護に携わ
る職員の働き方についての課題は、故郷に高齢
の両親を抱える身にとって、特に切実に感じま
す。
富山での思い出はつきない
早いもので富山を離れて１０年半になりま
す。四季折々の立山連峰や黒部峡谷、世界遺産
五箇山や砺波のチューリップ、おわら風の盆や
むぎや祭り、利賀の国際演劇祭。そして、ホタ
ルイカのゲソ、岩がき、昆布締め、黒作りなど
豊かな海の幸を肴に味わったキレのいい辛口の
冷酒、ゴルフにスキー等々、思いっきり堪能し
た日々を思い出します。２０００年国体の開催
も強く印象に残っています。冬季国体で開会式
の前日に大雪が降って奇跡的に雪不足が解消さ
れたということもありました。また、本当に多
くの皆さんと知り合うことができました。あり
がとうございました。

＊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 柿胡麻酢和え
お造り 平目 昆布締め
秋刀魚
菊蕪
鱸焼
幻魚鍋
白エビ掻揚
新湊紅ズワイ蟹
五箇山蕎麦

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

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。

＊JR はくたか 上越新幹線利用

赤坂会館への思い
当時は、東京出張の際は必ずと言っていい
程、赤坂会館を利用していました。一日中議員
会館や霞ヶ関を歩いた後でも、会館の皆さんの
お心遣いで、すっかり疲れを癒すことができま
した。東京出張と言えば苦い思い出もありま
す。ブリ会の翌日に県議会があるということ
で、赤坂会館宿泊を断念して、特急北陸のA寝
台を予約していたところ、上野までの移動時間
をよく考えずに北陸に乗り遅れ、泣く泣く、富
山まで急行能登の座席で一晩過ごす羽目になっ
てしまったことがありました。
北陸新幹線の開業に期待
今は、その特急北陸も急行能登も引退し、１
年半後には、いよいよ待ちに待った北陸新幹線
の開業。一気に富山と東京の距離が縮まります
ね。新幹線に乗って富山を訪れる日が待ち遠し
いです。開催が決まった２０２０年の東京オリ
ンピックに向けて、海外からも多くの観光客が
来日することが見込まれますし、国内外の多く
の方に富山の魅力を堪能していただく機会が増
えますね。
富山の魅力を発信する拠点として
赤坂会館も富山の魅力を発信する東京での拠
点として一層充実されることと思います。これ
からも赤坂会館が富山の皆さんや富山にゆかり
の方々の東京での安らぎの場、憩いの場とし
て、多くの方に愛され続けることを願っていま
す。
写真は紅葉の立山黒部アルペンルート

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
＊２１，７００円～２６，２００円

発行者
東京都港区赤坂７-５-５１
富山県赤坂会館 支配人 平澤 慶太郎
℡ 03-3586-0991 Fax 03-3584-6059
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美術館・劇場情報 201３ 秋
＊国立新美術館

休火
：ｱﾒﾘｶﾝﾎﾟｯﾌﾟｱｰﾄ展
～10月21日
：印象派を超えて点描の
画家たち～12月23日

＊東京国立科学博物館
休月：日本のあざみ
の秘密 ～11月10日

イベント・催し物・エトセトラ

創作講談「水野豊造」物語盛況で終了

10月20日まで世界最大のﾋﾞｰﾙ祭り 横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫
10月12日～11月24日ﾛ-ｽﾞﾌｴｽｨﾃﾊﾞﾙ神奈川花菜ｶﾞｰ
日比谷公園
10月25日～31日 ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｳ
10月27日 ｺﾐｯｸｼﾃｨｽﾊﾟｰｸ8
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
11月1日～23日 東京都観光菊花大会
〃
〃
11月2日～3日 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪｽﾀ
11月2日Jﾘｰｸﾞﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ決勝
国立競技場
11月8日～10日家具大ﾊﾞｻﾞｰﾙ
幕張ﾒｯｾ
11月9日～10日冬ｽﾎﾟWINTERSPORTﾌｪｽﾀ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
11月9日～10日 ﾐｷﾊｳｽﾗﾝﾄﾞin幕張
幕張ﾒｯｾ
11月13日～15日2013国際放送機器展
幕張ﾒｯｾ
富山県赤坂会館では、新しい試みとして「郷
11月16日東日本ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技大会 国立競技場
土の偉人を学ぶ」として、10月6日正午から
11月17日 大江戸骨董市
国際ﾌｵｰﾗﾑ

＊東京国立近代美術工芸館休月ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ工芸～
12月8日
＊東京国立近代美術館 MOMATｺﾚｸｼｮﾝ
～1月13日 休月ｼﾞｮｾﾌ・ｸｰﾃﾞﾙｶ展 １月13日
＊東京国立博物館平成館 休月～12月1日
：京都洛中洛外図と障壁画の美
「創作講談」と「富山御膳」を楽しんでいただ
11月22日 日本の四季写真展
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立博物館東洋館 休月上海博物館
く企画を実施いたしました。
11月22日～25日 技能五輪全国大会
幕張ﾒｯｾ
中国絵画の至宝 ～11月24日
初回は富山にチューリｯプ王国を築く基礎を
11月23日～12月1日第43回東京ﾓｰﾀｰｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館 休月～11月17日
作った「チューリｯプの父」と呼ばれている砺
：ｼｽﾃｨー礼拝堂500年記念 ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ展天才の奇跡 11月28日～12月1日ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ銀座ﾊﾞｰｹﾞﾝ国際ﾌｵｰﾗﾑ
波市生まれの「水野豊造」氏の物語。
＊江戸東京博物館 休月 ～12月8日
12月5日～7日 SPORTEC 2013
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
当日は、34人の出席者が鱒ずしやヒラメの昆
：明治の心ﾓｰｽが見た庶民の暮らし
12月7日～8日ﾊﾞﾄﾝﾜｰﾘﾝｸﾞ全国大会
幕張メッセ
布じめ、シロエビのかき揚げなど「富山御膳」
＊東京都現代美術館 休月
：吉岡徳仁ーｸﾘｽﾀﾗｲｽﾞ～1月19日
有楽町で富山・岐阜観光物産フェア を楽しんだ。その後、講談師の一龍斎貞橘さん
が水野豊造氏の活躍を情感を込めた語り口で講
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～12月23日
演、神妙な中にも軽妙な笑いを誘うところもあ
五線譜に描いた夢ー日本近代音楽の150年
り、一同感心する場面も。
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～11月10日休火 酒器のある情景
＊三菱一号館美術館 ～1月5日 休月
なお、夏野修砺波市長も駆けつけ「もうすぐ
近代の眼差し 印象派と世紀末美術
北陸新幹線も開業するので、ぜひ砺波にもお越
＊森美術館：ｱｳﾄ･ｵﾌﾞ・ﾀﾞｳﾄ展 会期中無休
し願いたい。」とＰＲ。
～1月13日
また、一龍斎貞鏡さんも出演、その模様は自
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ ～1月5日 ｽﾇｰﾋﾟｰ展
身のブログにつづられていますので、ぜひご覧
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 会期中無休～11月18日
ください。
：ﾊﾞﾙﾋﾞｿﾞﾝへの道 山寺後藤美術館コレクション展
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～11月4日 休月
有楽町いきいき富山館情報館
：加山又造と近代絵画の巨匠 ｾｷ美術館名品展
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～11月10日 休月
農商工連携ﾌｪｱ ～10月20日まで
去る9月21日、22日に有楽町駅前広場で
：ﾄｽｶｰﾅと近代絵画 もう1つのﾙﾈｯｻﾝｽ
富山の伝統技術を活用して制作された新商品
富山県と岐阜県の観光物産フェアが開かれ
＊ブリジストン美術館～12月29日 休原則月
た。会場では、富山を代表する「こきりこ 等を展示。工夫を凝らし、日常生活に役立つも
：ｶｲﾕﾎﾞｯﾄ展ー都市の印象派
節」や「むぎや節」の踊りが披露された。 のや心が和むもの、ｲﾝﾃﾘｱにぴったり商品。
＊松岡美術館～12月23日 休月
会場を訪れた石井富山県知事は「27年春
：ｺﾚｸｼｮﾝでめぐる旅
に北陸新幹線が開業すると、富山と東京が
＊東京都美術館～12月18日 休月 ﾀｰﾅｰ展
２時間余りで結ばれ更に岐阜県飛騨地方も
＊根津美術館休月11月2日～12月15日
名古屋経由に比べて短時間で結ばれるの
井戸茶碗 戦国武将が憧れたうつわ
で、両県が首都圏の皆様に身近になる。ぜ
＊出光美術館～11月14日 休月：仙涯と禅の世界
ひ、多くの方に両県へお越しいただきた
＊三井記念美術館 休月 ～11月24日
い。」と呼びかけた。
：国宝卯の花がきと桃山の名陶 志野・黄瀬戸・織部
＊山種美術館 10月22～12月23日 休月
その後、両県にちなんだｸｲｽﾞ大会では、
：古林古径生誕130年記念 古径と土牛
石井知事とﾐｽﾕﾆﾊﾞｰｽ富山代表から正解者
＊大倉集古館休月～12月15日
に富山のお土産が手渡され、ｸｲｽﾞ参加者に
描かれた都開封・杭州・京都・江戸
も両県のお菓子やﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄが配られた。

銀座枝香庵にて「一族展」開かれる
去る９月24日、北日本新聞社文化ｶﾙﾁｬｰ教室講
師の徳永幸子さんの一族で、日本画、洋画、陶
芸、彫刻と色々な分野で、年齢も幅広く（生存者
だけで98歳～28歳）創作活動をしている姉弟、い
とこ、親子１３名で「一族展」と名付けた展覧会
が銀座枝香庵にて開かれた。長男の村嶋酉一、３
男の野上秀三（磨）は現・東京芸大を卒業、創作
にいそしみ、富山県内でもご存知の方も多い。
きっかけは、「お葬式等で会うだけでは悲しいね
何か楽し
いこと
を。」で
今回の実
現となっ
た。新幹
線開業の
27年に2
回目を予
定とか。

富山の和漢薬置き薬を店頭向けに販売
塩野義製薬は、「ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱがお客様の薬
箱になる」をｺﾝｾﾌﾟﾄにこれまで富山の置き
薬として長年愛されてきた医薬品を「薬都
富山の和漢薬ｼﾘｰｽﾞ」で8月26日から新発売
中身は廣貫堂の赤玉腹薬、熊膽園、胃腸
反魂丹、六神丸の４製品とも小容量で持ち
歩きに便利なｻｲｽﾞとなっているのが特徴。
置き薬の伝統を生かしたﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝと
なっており、若年層には目新しさを、ｼﾆｱ
層には懐かしさを感じさせる仕様。

蜃気楼の見える街魚津うまいもんﾌｪｱ
蜃気楼の見える街魚津市の魅力や見所を紹介
します。 １０月22日～27日まで
魚津市のうまいもんが勢揃い、かまぼこや海
産物、ｷﾄｷﾄの魚、魚津漆器、木工芸品や特産品
など盛沢山を販売します。
メルヘンの街小矢部市展 11月2日～17日
源平合戦の木曽義仲ゆかりの地として倶梨伽
羅合戦で有名な小矢部市。魅力溢れるスポット
を紹介します。
滑川観光展 11月18日～12月１日
ﾎﾀﾙｲｶや「正３尺玉」花火など様々な光を楽
しめる有名なまち滑川市。その魅力を紹介。

あ と が き
秋の行楽シーズン到来で日本列島は、秋の祭り、味
覚、もみじ狩り、ﾚｼﾞｬｰやｽﾎﾟｰﾂにおでかけ真只中。
待ちにまった北陸新幹線の名称も決まり関係者もﾎｯﾄ
一息、最速ﾀｲﾌﾟの「かがやき」停車ﾀｲﾌﾟの「はくたか」ｼｬ
ﾄﾙﾀｲﾌﾟは「つるぎ」に。 27年春の開業に向け今から夢
と期待が膨らみわくわくするばかりである。

