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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第４５号

赤坂だより
必勝！受験生の皆様応援プラン
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URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

長寿社会での「健康寿命」の願い （株）パートナー代表取締役会長 東井和夫さん

赤坂会館は、富山の受験生を
全力でバックアップいたします。
都心にありながら、緑に囲まれた閑静
な中に佇む富山県赤坂会館。青山一丁目
駅から徒歩１０分、赤坂見附などの拠点
駅にも近く、都内各地の大学へのアクセ
スにもとても便利です。会館では今年も
頑張っておられる受験生やご家族の皆様
に特別なご宿泊プランをご用意いたしま
した。大切な入試の日を迎える受験生や
ご家族の皆様に安心してお過ごしいただ
きますようスタッフ一同、心を込めてお
世話をさせていただきます。ご宿泊料金
は通常料金より、一室１人ご利用の場合
は1，000円、一室２人以上ご利用の場
合は１人につき500円割引させていただ
きます。（割引後の料金は、次のとおりです）

利用料金

ご利用料金
１人利用 ２人利用

洋シングル 6５00円

設備
バストイレ付

洋ツイン

5700円 4200円

バストイレ共用

和６帖

5700円 4200円

バストイレ共用

和６帖DX 7000円 5100円トイレ応接セット付
２段ベット 4200円 4200円

バストイレ共用

プラン特典
１ 学業成就グッズをもれなくプレゼント
２ 電気スタンド無料貸し出し
３ 富山の名水又は缶コーヒー１本サービス
４ １階食堂に受験生用電子レンジ備え付け
５ 合格祈願特製おにぎり（要予約350円）
６ 1階ロビーインターネット室備え付け

ご存知、日本は最高クラスの長寿社会です。
男性
女性
（１）平均寿命 ：７９．５５
８６．３０
（２）健康寿命 ：７０．４２
７３．６２
健康寿命とは、平均寿命から介護年数を引い
た数です。
私達の願いは、長寿であるとともに、健康に
長寿を全うすることと思います。
お互いに、健康に人生を全うしたいものです。
長野県での「ぴんころ地蔵」との出会い
先日、二年連続で長寿日本一を達成した長野
県の佐久市を訪ねました。その中込地区の薬師
寺に、「ぴんぴんころり地蔵」（「ぴんころ地
蔵」）が設置されていました。
聞くところに寄ると、９２才のおばあちゃん
の希望で建立されたとのことです。
「ぴんぴん元気で長生きし、ころりとこの世を
去りたい」との願いからです。
今、近辺の高齢者の人達にとって、この地蔵
へのお参りは日課になっているとのことです。
加えて、市当局が全国の旅行業者と連携して
観光ルートに載せたところ、近時、年間約１０
万人のお参りの方々が訪ねてくるとのことで
す。私が訪問した当日も、大阪方面から３台の
バスで約１００人のおばあちゃん達が訪ねて

＊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
鰤大根
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
温物
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

いました。お地蔵さんの周りの１０数件のテン
ト店や近辺の食堂もにぎわっていました。
ぴんころ地蔵で上市町の活性化を
私は、この度、３つの目的で上市町に「ぴん
ころ地蔵７姉妹（７地蔵）」の設置を提言して
います。
第１は、町の高齢者への外出の機会の提供で
す。近在や各町内のお年寄りが、毎朝孫達を連
れて外出し、町のお寺や神社（町内に計４地
蔵）の地蔵さんを回遊的にお参りする。帰途に
町の無料休憩所でお茶を飲み、皆で談笑し合う
機会を設けることです。
第２は、ラリー大会等による町民の健康促進
です。大岩山日石寺・穴の谷・眼目寺（計３地
蔵）に当地蔵を設置し、老若男女による各地蔵
周りの歩こう会やマラソン大会を開催。町民の
健康意識の高揚を計ることです。
第３は、全国からの観光客の誘致です。
いよいよ、翌年には新幹線がやってきます。
大勢のおばあちゃんやおじいさん達が北陸に
やってきます。「長寿」と「健康」への願い
は、皆同じと思います。
「ぴんころ地蔵」を観光ルートに載せて、全国
から１０万人以上の観光客を誘致したいもので
す。
上市町が一層魅力ある町になり、多くの人が
集う活性化された町に変貌することを願って止
みません。その一助けにと、「ぴんころ地蔵」
の設置を提言する次第です。

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

赤坂だよ
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美術館・劇場情報 201４如月

イベント・催し物・エトセトラ ２月～３月

東京都内・関東近郊の梅だより

＊国立新美術館 休火
：中村一美 2月19日～

2月1～10日 ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱ
東京ﾄﾞｰﾑ
2月3日 豊川稲荷節分会
豊川稲荷
：ｲﾒｰｼﾞの力国立民族学
2月3日 浅草観音文化芸能人節分会
博物館ｺﾚｸｼｮﾝにさぐる
～2月16ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾌﾙ･ﾓﾝﾃｲ」東京ﾌｵｰﾗﾑ
２月19日～6月9日
2月15～23日世界らん展日本大賞 東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立科学博物館
休月：大恐竜展ーｺﾞﾋﾞ
2月15・16日ｱｼﾞｱﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ 代々木公園
砂漠の驚異～2月23日
2月18～21日国際ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京国立近代美術工芸館 休月
〃
ﾌｰﾄﾞ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｼｮｰ
〃
：日本伝統工芸展～ 2月23日
2月23日東京ﾏﾗｿﾝ 約3万６千人出場
＊東京国立近代美術館 MOMATｺﾚｸｼｮﾝ～4月6日
3月1日～2 巨人ｰﾔｸﾙﾄｵｰﾌﾟﾝ戦 東京ﾄﾞｰﾑ
：泥とｼﾞｪﾘｰ ～4月6日 休月
3月3日
ｻﾞ・ﾛｰﾘﾝｸﾞｽﾄｰﾝ
〃
＊東京国立博物館 休月 ～2月23日
3月6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 3月7日 日本ｱｶﾃﾞﾐｰ賞授賞式 高輪ﾌﾟﾘﾝｽ
：伝えゆくわざ ～2月23日
3月8・9日ふるさとの食
＊国立西洋美術館 休月 ～3月9日
日本の食王国ﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ
代々木公園
：ﾓﾈ風景を見る眼・ ｴﾄﾞｳﾞｧﾙﾄﾞ・ﾑﾝｸ版画展
3月21日 巨人ｰ横浜戦
東京ﾄﾞｰﾑ
＊江戸東京博物館 休月：大浮世絵展 ～３月2日
〃
＊東京都現代美術館 休月：驚くべきﾘｱﾙ、ｽﾍﾟｲﾝ 3月22～23日 巨人ｰ日本ﾊﾑ戦
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶの現代ｱｰﾄ ２月15日～5月11日
ミッドタウンでアイススケートを楽しむ
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～３月30日
：さわ

ひらき

＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 ～3月16日休火 伊万里
＊三菱一号館美術館 ～5月6日 休月

～３月９日まで好評開催中

１年で最も寒いこの季節ですが、昔から
冬のデートといえば、アイススケートが定
番でした。都内でもアクセスの良いスケー
～5月6日
ト場にはデートの途中で立ち寄るカップル
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ ～４月6日 ﾗﾌｧｴﾙ前派展
が大勢押し寄せています。お互いが転ばな
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～3月19日 ｼｬｳﾞｧﾝﾇ展
いよう手をつなぎ支え合うことでスキン
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 ～3月23日 休月
シップが出来、二人の距離感が急接近間違
：野見山暁治展
いなしです。
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～2月16日
ここミッドタウンのアイススケートリン
ｸｲﾝﾃｯﾄー五つ星の作家たち 月休
クでは、日中は穏やかな日差しを浴びて、
＊ブリジストン美術館～4月13日 休原則月
夜はナイトスケートのロマンチックイルミ
：画家の目 彫刻家の手
ネーションを見ながらご家族や大切な人と
＊松岡美術館～4月13日 休月
お過ごしください。

：ｻﾞ・ﾋﾞﾕｰﾃﾌﾙ 英国の唯美主義1860ー1990
＊森美術館：ｱﾝﾃﾞｲ･ｳｵﾎｰﾙ展 会期中無休

：理想郷

小松均

山下新太郎

伊東深水など

＊湯島天神梅祭 2月8日～3月9日 写真は熱海梅園
江戸時代から梅の名所として毎年多くの人が
訪れる名所でその数なんと45万人。2月中旬か
ら見頃を迎え白梅「白加賀」は有名である。
＊第6８回熱海梅祭 ～3月9日
明治19年に開園、毎年11月下旬に第1号の花
が咲きます。樹齢100年を超える古木があり470
本余、58品種が早咲、中咲、遅咲と楽しめる。
＊皇居東御苑 ～2月下旬
梅林坂で太田道灌が文明10年数百株を植え、
紅冬至、八重野梅、ｿｼﾝﾛｳﾊﾞｲなどが見れる。
＊小石川植物園 2月上旬～3月中旬
ｳﾝﾅﾝﾛｳﾊﾞｲ、大湊、冬至など約120株、全67
種の花が楽しめる。
＊第116回水戸梅祭 偕楽園2月20日～3月31日
開園は1842年で100品種、3000本の梅が咲き誇
る様はまさに見事であり圧巻である。
＊青海市梅の公園 2月下旬～3月下旬
吉野梅郷の中120品種、1500本が山一面に。

有楽町いきいき富山館情報館
富山県認定トライアル発注商品
展示即売会～２月２３日まで
富山県では、ベンチャー企業、中小企業等が
生産するアイディアあふれる新商品を「トライ
アル発注（試し買い）商品」として認定し、そ
の販路開拓や商品開発を支援しています。
富山発のアイディア商品、富山のものづくり技
術を生かした商品を、ぜひお買い求めください

＊東京都美術館～4月1日 休月
日本美術院再興100年世紀の日本画
＊根津美術館 休月～4月1日
和歌を愛でる

＊出光美術館～3月23日休月：板谷波山の夢みたもの
＊三井記念美術館 休月 ～4月5日
：三井家のおひなさま

＊写真美術館
：日本美術

3月22～5月11日休月ﾛﾊﾞｰﾄｷｬﾊﾟ展

若冲、栖鳳、松園から熊谷守一まで

＊大倉集古館 休月 ～3月30日
ｺﾚｸｼｮﾝ展工芸品物語 美と技が語るもの
＊太田記念美術館葛飾応為 吉原格子先之図～2月26日

ふるさと祭り東京 「ご当地“祭”と“味”」開催
去る1月1０日～1月１９日にわたり、東京ﾄﾞｰﾑに
おいて、「ふるさと祭り東京」が開かれた。
会期中は「日本のまつり・故郷の味」をテーマ
に日本全国のご当地スイーツやご当地どんぶり食
べ比べが行われ、大勢の人で混雑も最高潮に。
富山県からは、射水市、富山テレビ、富山ブ
ラックラーメンが出店、富山県の観光ＰＲや鱒寿
司などが並べられ、大勢のお客さんで賑わいをみ
せていた。
写真はﾌﾞﾗｯｸﾗｰﾒﾝの岩村さん

４５年ぶりの大雪で首都圏は降参!!
２月７日未明から降り始めた雪は都内で
27センチを記録、４５年ぶりの大雪となっ
た。交通機関の乱れ、JRや私鉄のダイヤも
大きく乱れ、受験生も開始時間を遅らせる
などの措置がとられた。首都高や高速道路
も軒並み交通止め、富山発10時30分の高速
バスが池袋に着いたのは午前２時頃、池袋
待合室で一夜を明かした人も。

出会いが効く越中富山のくすりﾌｪｱ
２月２５日～３月２日まで
江戸時代から３００年あ
まりの歴史をもち、全国
の人々に愛され続けてい
る「富山のくすり」昔懐
かしい「柳行李」や「薬
研」などを展示しながら
伝統の配置薬の世界をご
紹介いたします。

あ と が き
今、遠いﾛｼｱのｿﾁでｵﾘﾝﾋﾟｯｸが開催され連日熱戦の
実況がﾃﾚﾋﾞで見られることに人類の才能と知恵とに今
更ながら感動しているが、都心で雪が20cmを超えた記
録的な大雪に、空、陸の交通網がｽﾞﾀｽﾞﾀ。
改めて自然の猛威を前にして考えさせられた。
早く「春よこい」と祈らずにはいられない。

