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URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

感謝の気持ちを忘れずに 中央日化サービス（株）代表取締役社長 山本豊三さん

職場や親しい友人達との語らいに
富山湾の幸で心ゆくまでおもてなし！
富山県赤坂会館では、忘年会や新年会など
でご利用いただく冬の宴会プランとして、
富山の味覚たっぷりの素材にこだわり、皆
様をお待ち申し上げております。

鰤のしゃぶしゃぶ・鰤大根やゲンゲ鍋
新湊の紅ズワイ蟹やシロエビなど
刺身では梶木鮪の自家製昆布〆や甘海
老、富山湾でしか獲れない珍味シロエビの
かき揚げや、新湊漁港から直送したみずみ
ずしい紅ズワイ蟹、深層の珍味ゲンゲのす
まし汁や鍋料理、魚の王様寒鰤を使った
しゃぶしゃぶや鰤大根、塩焼きなど富山の
素材にこだわったメニューです。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
お酒では、富山を代表する砺波の銘酒
「立山」はやや辛口ながらバランスの取れ
た味わい、黒部の「銀盤」はそのまろやか
な舌ざわりと味。また、最高の品質を追求
した大吟醸「米の芯」、岩瀬の「満寿泉」は
絶妙の味わいで多くの方が堪能され、五箇
山の「三笑楽」は隠れファンが多く、その
味にこだわる人も多い。焼酎では滑川の
「米騒動」も一度口にした方は虜に。

氷見うどん・大門素麺なども好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も評
判です。職場の皆さん、親しい友人達との
語らいに、富山の味をお楽しみください。

一冊の本、会社員として
先日駅の書店で、“会社で生きることを決め
た君へ”という題名の本を買い求めました。タ
イトルに大変興味を持ったからです。「自分の
37年間の会社員としての経験・人生観と比べ
てみたい。又、もし納得いく本であるなら、長
男（4月に会社員になったばかり）に贈ってや
りたい。」と思ったからです。完読し、「概ね
良い本である」という思い、そこで早速コメン
トを添えて長男に郵送しました。
すると、翌日、長男から『父さん“本”有難
う。本への先入観を持つといけないので、コメ
ントは後で読むからという電話』12月末、久
しぶりに帰省する長男と、本人の寮生活のこと
や、又、この本への感想・評論を共にする事
を、大変楽しみにしております。
私は会社員生活を通じ、いろんな皆様のお世
話になり、気がつくと37年、来年には還暦を
迎えます。まだ、中間点にいる私が申しあげる
のは、烏滸がましいのですが、「人生長い目で
みれば１００、帳尻が合う」と自分に言い聞か
せて行動してきました。
「良い時は、いっそう謙虚に。悪い時は、“良
くなるんだ”」という気構えで、これからも取
り組んでいきたいと思っております。

写真は剱岳（上市伊折地内から望む）撮影は土肥章二さん

＊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
眼地鮪 鰤 烏賊
昆布巻き
鱸焼
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
新湊紅ズワイ蟹
五箇山蕎麦

＊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。

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

のご案内・ANA「旅作」をクリック願います。

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
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
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

上市の山間部に生まれて
私が生まれ育ったのは、富山県上市町東種と
いう部落です。上市市街地から１０キロ程奥に
入った山間地（海抜３００M）で、近くには上
市川ダムがあります。
地鉄上市駅からタクシーで約25分、坂を上
り切ったところに村の入り口“追分”がありま
す。この追分に立つと、東に剱岳が聳え、西に
富山湾を見下ろすことができます。私はこの場
所が好きです。「村を出る時、村に帰る時」必
ずここを通り、決意を新たにしてきたからで
す。小学生の頃「へき地教育」という教育プロ
セスを受けた事を微かに覚えています。社会人
になり“へき地”という言葉に違和感を感じた
時がありましたが、今は『私は、上市の山間地
出身です』と挨拶するようにしております。
「感謝」の気持ちを忘れず、常に持ち続けて
子供の頃、祖母は私に『“あんま（方言で長
男のこと）”人様に会ったら、お辞儀をするん
だよ』と、常に言い聞かせてくれました。母は
感謝の気持ちを表すとき『気の毒なぁ、気の毒
なぁ』と言いながら、何度も何度も繰り返し頭
を下げておりました。その姿を忘れることはあ
りません。祖母、母、そして厳格な父のおかげ
で、知らず知らずのうちに「人様の接し方」が
身につき、今の自分になっておりました。
『気の毒なぁ』という感謝の気持ちを忘れず、
常に持ち続け、今後とも“社会的責任”を果た
していき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
＊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 冬
＊国立新美術館 休火
：日展
～12月8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：大恐竜展ーｺﾞﾋﾞ
砂漠の驚異～2月23日

＊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
： ｼﾞｮｾﾌ・ｸｰﾃﾞﾙｶ展 ～1月13日 休月
＊東京国立博物館 休月 1月15日～2月23日
：ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ美術館展・名画でたどる日本の美
＊東京国立博物館 休月人間国宝展生み出された美
：伝えゆくわざ 1月15日～2月23日
＊国立西洋美術館 休月 12月7日～3月9日
：ﾓﾈ風景を見る眼・

ｴﾄﾞｳﾞｧﾙﾄﾞ・ﾑﾝｸ版画展

＊江戸東京博物館 休月

～12月8日

：明治の心ﾓｰｽが見た庶民の暮らし1月2日～浮世絵展

＊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
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～12月23日

：五線譜に描いた夢ー日本近代音楽の150年
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～1月13日休火 平等院鳳凰堂の国宝
＊三菱一号館美術館 ～1月5日 休月
：近代の眼差し 印象派と世紀末美術
＊森美術館：ｱｳﾄ･ｵﾌﾞ・ﾀﾞｳﾄ展会期中無休～1月13日

＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ ～1月5日 ｽﾇｰﾋﾟｰ展
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 休館中12月25日まで
：1月2日～3月19日 ｼｬｳﾞｧﾝﾇ展
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～12月25日 休月
：ﾛﾏﾝﾁｯｸ・ﾊﾞﾚｰの世界
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 休館1月10日まで
＊ブリジストン美術館～12月29日 休原則月

イベント・催し物・エトセトラ１２月～１月

赤坂・六本木クリスマス・イルミネーション

9日まで神宮いちょう祭り
神宮外苑
13～15日ARASHI、TOUR
東京ﾄﾞｰﾑ
13日東京FM夢の第九ｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
14日 赤穂義士祭
泉岳寺
16日ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ
東京ﾄﾞｰﾑ
17日～19日羽子板市
浅草寺
20日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰｵﾝｸﾗｼｯｸ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
22・23日ｷｴﾌ・ﾊﾞﾚｰくるみ割り人形
〃
23日 皇居一般参賀
皇居
23・24日ｺﾞｽﾍﾟﾙｼｽ＆ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ヴｨﾅｰｽﾌｵｰﾄ
24日 納めの地蔵
とげぬき地蔵尊
27日THE・TGERS
東京ﾄﾞーﾑ
27～29日そごう西武歳末感謝ｾｰﾙ 東京ﾌｵｰﾗﾑ
31日 ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝと海開き
小笠原村
1月3日67回ﾗｲｽﾎﾞｰﾙ
東京ﾄﾞｰﾑ
1月10日～19日ふるさと祭り
〃
1月11･12日骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
1月22～25日国際宝飾展
〃
1月23日～29日国際ｷﾙﾄﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
東京ﾄﾞｰﾑ

今年もわくわくする季節がやってまいりまし
た。東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝは上戸彩さんが
点灯、11月14日～12月25日まで芝生広場で繰り
広げられるｽﾀｰﾗｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ。光が立体交差する
世界発の新技術で宇宙空間の広がりを演出。毎
年500万人を超える見物客が押し寄せる人気ｽ
ﾎﾟｯﾄは、一見の価値ありです。

赤坂サカスでアイススケートを楽しむ
恒例となった赤坂サカスのアイススケー
トリンクが遂にオープン。都内最大級の屋
外リンクで2014・３月2日まで開かれる。
初心者の方でも安心して楽しめる教室の
開催や、各種ｲﾍﾞﾝﾄが開かれるなど盛りた
くさんの企画があります。

有楽町いきいき富山館情報館

：ｶｲﾕﾎﾞｯﾄ展ー都市の印象派
＊松岡美術館～12月23日 休月
：ｺﾚｸｼｮﾝでめぐる旅

新湊大橋＆射水の鏝絵展～1月8日まで

＊東京都美術館～12月18日 休月
＊根津美術館休月～12月15日
井戸茶碗

ﾀｰﾅｰ展

戦国武将が憧れたうつわ

＊出光美術館～12月15日 休月：江戸の狩野派
＊三井記念美術館 休月 12月4日～1月25日
：楽茶碗と新春の「雪松図」
＊山種美術館 ～12月23日 休月
：古林古径生誕130年記念

一方六本木ヒルズでは、板野友美さんが点
灯。けやき坂は人の手で丁寧に紡がれたｽﾉｰﾌﾞ
ﾙｰの光の結晶が美しい。今年の特徴は、時間
帯によってﾌﾞﾙｰからﾚｯﾄﾞやｷｬﾝﾄﾞﾙに一変する
光の演出も見ごたえが。この時期にしか見れな
い冬の風物詩を大いに楽しみませんか。

一方イルミネーションでは、時間帯によ
り様々な音と光（照らす）をテーマにした
「おもてなし」も素晴らしい物語です。

富山新港の東西を結ぶ日本海側最大級の斜張
橋「新湊大橋」が平成24年9月に開通。新湊大
橋は黒部ダムを除く富山県内の建築物の中で最
も高い建物で、上層は車道、下層は自転車歩行
者道になっており、今回の展示では、新湊大橋
から見える風景写真などを展示。地上高47ｍか
ら見る風景を感じてください。とやま土人形、高岡
銅器干支商品も
好評発売中

古径と土牛

＊大倉集古館休月～12月15日
描かれた都開封・杭州・京都江戸
＊東京芸術大 休月 12月15～12

月24日
東京芸術大学大学院博士審査展

東京ラーメンショー２０１３開かれる
去る11月15日～11月24日にわたり、駒沢オリン
ピック記念公園で開かれた。過去4連覇を果たして
いる富山勢の今年は、立山ポーク豚肉（トンロー
麺）で挑戦、やわらかさが際立つ富山ブランド豚
立山ポークをじっくり煮込んだ贅沢な一杯。ｽﾀｯﾌ
は例年どおり赤坂会館で宿泊し奮闘、残念ながら5
連覇はならなかったが評判は上々であった。
写真は代表の栗原さん

２０１３年オープンの新名所 Ⅳ

鏝絵 かって加賀藩の宿駅であった小杉新町

（現在の小杉地区戸破）は交通の要衝として栄
え、町内には、技術的に優れた左官職人が多く
＊３月 ｂOｎ０（ﾎﾞｰﾉ）相模大野
約１８０店舗からなる大型商業施設、公 住んでいたといわれています。鏝絵の名工、竹
共公益施設、タワーマンション等からなる 内源造が残した鏝絵が展示されている竹内源造
記念館が来春リニューアルオープンします。鏝
大型複合施設。
絵は漆喰彫刻とも言われ、左官職人が鏝を使っ
＊４月 WATERRAS（ﾜﾃﾗｽ）御茶ノ水
安田不動産が手がけた御茶ノ水・神田ｴﾘ て土蔵の扉や窓枠に描きました。
ｱの巨大開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ。高層ﾀﾜｰと商業施設
を取り囲む約２万２０００平方メートルも
の巨大区域を一新。東京メトロ新御茶ノ水
駅から雨にぬれずにアクセスできる。
＊４月 東京スクェアガーデン 京橋
３０のショップ＆レストランが出店の環
境配慮型複合ビルが京橋駅直結で誕生。ベ
あ と が き
ビーカーでも気軽に通える。モンベルのフ
ラッグシップストアのほか、日本初出店の 今年も重大ニュースや流行語大賞などが決まった。ま
た日本の和食がユネスコの無形文化遺産に登録、和食
フィレンツェのワイナリー直営カフェ＆
の魅力が世界に広がることを期待したい。
パ ー ル「COLLE BERETO( コ ッ レ・ベ レ ー
北陸新幹線の試運転も始まり、県民みなさんで首都圏
ト」や日本初・山口の銘酒「獺祭」蔵元の のお客様を「おもてなし」。来るべき年は安全で物事が
日本酒バーなども出店。この項ﾚｯﾂｴﾝｼﾞｮｲより
全て馬く（上手く）いくよう祈りたいものである。

