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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第４６号

赤坂だより
富山の春を楽しむ ホタルイカ
赤坂で楽しむ富山湾神秘の味
歓送迎会や親しい方との語らいに
東京都心にあって、緑に囲まれた閑静な
中に佇む富山県赤坂会館。
会館では、富山湾の春を告げるホタルイ
カ料理が大変好評です。
ご存知滑川のホタルイカは全国に名をと
どろかせるブランドです。特にホタルイカ
の刺身や、足の部分は素麺にたとえイカ
ソーメンと呼ばれ、通の方には応えられな
い味です。
また、しゃぶしゃぶや天婦羅、あるいは
辛子酢味噌和えなどは一度口にするとやみ
つきとなることうけあいです。
一方、富山湾の宝石として名高い「しろ
えび」漁も４月１日から解禁され、１１月
中頃まで珍味が楽しめます。
５～７センチほどの子エビを、そのまま
かき揚げにしても美味しく、殻から押し出
すように剥き身にして刺身や寿司にします
が、薄いピンク色をしたその身はフルーツ
のような甘さがあり、愛好家の中では評判
の一品です。歓送迎会や親しい方との語ら
いに、お仲間同士でぜひご利用ください。

赤坂だよ
りkHz
kHz

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

ふるさと富山の発展を想いながら 東京富山県人会連合会会長 桑山征洋さん
する祝意、栄誉栄任の方々への祝意、米寿喜寿
のお祝等を行いその功績を称えます。
又、併設の観光物産市を開催し、ふるさとの味を
楽しみ、ふるさとへの思いを高め、観光PRを行いま
す。
アトラクションでは、文化芸能の宝庫、富山県に
ふさわしく、越中民謡「越中おわら」「麦や節」「こき
りこ」等お国自慢を会員有志が披露し会場を盛り
上げております。
その他、2月の節分の頃、その年の干支生れ会
員、4～5世代が集まり「干支の会」を開催し交流を
深めております。又9月には、築地本願寺に於い
て、この一年に物故された会員を偲びご遺族、役
山と海の雄大な大自然の恵みを体いっぱいに受
けて育った富山県人は、懐かしいふるさとの大自然 員会員多数出席し物故会員合同法要を厳かに挙
行して居ります。
と空を思い浮かべ、ふとふるさとの友を思う。
各種講演会や趣味同好の会では、県人何方でも
富山県人会は、ふるさとを遠く離れて、東京の地
で活躍する多くの県人の先輩たちが、同郷の志らと 参加が頂ける様、夫々活発に活動しておりますの
語らい、交流を深めるため大正５年設立して以来98 で、皆様のご参加をお待ち申し上げております。
これからも、会員各会の活動はじめ、親睦交流の
年、２年後には１００周年を迎えます。
輪を広め、ふるさと富山県の発展に少しでも、お役
その間に於ける、関東大震災、世界大戦の戦火
等、痛ましい環境のなかで、世情の大きな変化をも 立ち出来る様努めて参りたいと思います。
また、赤坂会館は、都心の利便性に加え、ふるさ
乗り越えて現在に引き継いで来ています。
県人会連合会は、様々な局面を経て、昭和57年 との空気を味わう場として、会員交流に大きな役割
に現在の組織を確立し、出身地別29会、居住地別 を果たして居り、これからも利用したいと思っており
21会、同窓会16会、婦人会、法人28社、95会、企業 ます。
なお、私事で恐縮ですが、お陰様で今年、創業５
の会員で組織され、夫々の会員から選出された役
０周年、結婚５０周年で金婚式を迎える事が出来ま
員の活躍により、会の運営がなされております。
した。これからは晩節を汚す事無く、引き続き精進
主な活動は、ふるさと富山県の発展に寄与するPR
活動や、各種情報の提供、会員の親睦交流等、会 して参りたいと思っております。
｛（株）桑山代表取締役会長 ・ （一財）富山会館
員相互の連携を促進する活動を展開しております。
代表理事｝
本会の年間最大の行事は、毎年6月に開催する
（写真は赤坂会館にて）
「懇親のつどい」が有ります。
富山県からは、県知事はじめ各市町村長、観光協
会関係者等、多数の来賓をお迎えし、会員併せて
約900名が参加し、ホテルニューオータニを会場に
して継続して開催しております。
当日は、富山県人会並びに、ふるさと富山県の発
展にご功績の方に本会最高位の「ふるさと賞」を贈
呈し功績を称え、春、秋、叙勲褒章綬章者に対

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
＊お申込、詳しいお問い合わせは

エースJTB取り扱い店へどうぞ

写真は６２００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６２００円 月プラン７２００円

花プラン８２００円

（税金８％、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

＊３日前までにお申し込みください。

鯵南蛮漬
ホタルイカ 昆布締
鱈霙餡掛
鱒田楽焼
ホタルイカしゃぶ
白エビ掻揚
新湊紅ズワイ蟹
五箇山蕎麦

＊JR はくたか 上越新幹線利用

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。

＊２５，７００円～３１，７００円（１名利用） 2泊3日プランも
＊２１，０００円～２２，０００円（２名利用） あります。

美術館・劇場情報 201４春

イベント・催し物・エトセトラ ４月～５月

東京都内・関東近郊の桜だより

＊国立新美術館 休火
：中村一美展～5月19日

4月4日 ﾜｲﾝ・ｸﾞﾙﾒ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月1213日わんわんｶｰﾆﾊﾞﾙ
代々木公園
：ｲﾒｰｼﾞの力国立民族学
〃
ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾘｰﾑ2014
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
博物館ｺﾚｸｼｮﾝにさぐ
国際ﾌｵｰﾗﾑ
4月14日 ﾍｲﾘｰｺﾝｻｰﾄ
る ～6月9日
4月16ｰ18日高機能ﾌｨﾙﾑ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京国立科学博物館
休月：医は忍術
4月1920日ｱｰｽﾃﾞｲ
代々木公園
～6月15日
4月21日 21世紀食と健康
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立近代美術工芸館 休月
4月24ｰ26日日本ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：所蔵作品展 花～ 6月1日
国際ﾌｵｰﾗﾑ
4月2829日槇原敬之おもてなし
＊東京国立近代美術館 MOMATｺﾚｸｼｮﾝ～4月6日
〃
：泥とｼﾞｪﾘｰ ～4月6日 休月 映画をめぐる美術ﾏ 4月2829日玉置浩二ﾂｱｰ
4月29日大江戸骨董市
代々木公園
ﾙｾﾙ・ﾌﾞﾛｰﾀｰｽから始める ４月22日～6月1日
5月2-6日世界のｸﾞﾙﾒ銘酒博
日比谷公園
＊東京国立博物館 休月 開山・栄西禅師800年遠忌
： 栄西と建仁寺～5月18日
5月5日ﾄﾞｰﾙｽﾞﾊﾟｰﾃｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館 休月 4月8日～6月8日
5月1011日OKINAWA祭り
代々木公園
：ｼﾞｬｯｸ・ｶﾛｰﾘｱｽﾞﾑと奇想の劇場
5月1718日ﾀｲﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
〃
＊江戸東京博物館 休月：大江戸と洛中～5月11日
5月2425日ﾗｵｽﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
〃
＊東京都現代美術館 休月：驚くべきﾘｱﾙ、ｽﾍﾟｲﾝ
5月31・6月1日ｶﾘﾌﾞﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ・ｽﾄﾘｰﾄ〃
ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶの現代ｱｰﾄ ～5月11日
住まいづくりﾌｪｱ
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 4月19日～6月19日 5月 〃
：幸福は僕を見つけてくれるか石川（岡山）ｺﾚｸｼｮﾝ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 ～5月11日休火 のぞいてびっくり

江戸絵画 科学の目、視覚のふしぎ
＊三菱一号館美術館 ～5月6日 休月

ご利用料金改定のお知らせ
４月１日からの料金について

フランス印象派の陶磁器
＊太田記念美術館 広重ﾌﾞﾙｰ世界を魅了～5月28日

日頃より当館をご利用いただき、厚くお
礼を申し上げます。消費税率の引き上げに
伴い下記のとおり料金を改定することとな
りました。利用者の皆様方には何卒よろし
くお願いいたします。（それぞれ１名料金）
部屋タイプ
１名利用 ２名利用
＊ﾊﾞｽﾄｲﾚ付ｼﾝｸﾞﾙ
7900円
＊ﾊﾞｽﾄｲﾚ無ﾂｲﾝ
6900円 4800円
＊和室６帖ﾄｲﾚ応接ｾｯﾄ付 8200円 5800円
＊和室６帖洗面付
7000円 4800円
＊和室7･5帖ﾄｲﾚ洗面無
7000円 4800円
＊和室8帖
〃
7000円 4800円
＊和室12帖
〃
7000円 4800円
＊２段ﾍﾞｯﾄﾞ
〃
4800円 4800円
＊団体割引
3700円
（中高校生ｸﾗﾌﾞ活動・教員父兄引率）
＊朝食（コーヒー付）
900円
＊夕食（予約制）1200円、1800円、2400円
＊ご宴会（会席料理コース例）
：雪6200円
：月7200円
：花8200円
＊会議室 １時間3700円

映画「春を背負って」のトークショー開催

浜離宮恩賜庭園は菜の花満開です

：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･ｳｵﾎｰﾙ展ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ・ｱｾﾍﾞ
ﾄﾞ・ﾍﾞﾗﾙﾃﾞ 会期中無休 ～5月6日

＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ ～４月6日 ﾗﾌｧｴﾙ前派展
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～5月25日 ﾐﾗﾉﾎﾟﾙ
ﾃﾞｨ・ﾍﾟｯﾂｫｰﾘ美術館 華麗なる貴族ｺﾚｸｼｮﾝ
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休館中 休月
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 4月19日～6月29日
ｺﾞｯﾎの原点 ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾊｰｸﾞ派展 月休
＊ブリジストン美術館～4月13日 休原則月
：画家の目 彫刻家の手
＊松岡美術館～4月13日 休月
：理想郷

小松均

山下新太郎

伊東深水など

＊東京都美術館４月19日～6月22日 休月
ﾊﾞﾙﾃｭｽ展 称賛と誤解だらけの20世紀最後の巨匠
＊根津美術館 休月 4月18日～5月18日
燕子花図と藤花図

光琳、応挙、美を競う
＊出光美術館～6月8日休月：日本絵画の魅惑
＊三井記念美術館 休月 4月19～7月13日
：超絶技巧 明治工芸の粋 村田ｺﾚｸｼｮﾝ

＊写真美術館
：黒部と槍

～5月11日休月

ﾛﾊﾞｰﾄｷｬﾊﾟ展

冠松次郎と穂苅三寿雄

～5月6日

＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 ～6月22日

去る３月17日から３月２３日まで東京丸ビルに
おいて、とやまWeeK in東京が開催。平成２７年春
の北陸新幹線開業をにらみ富山の魅力を一足先に
まるまる体感。富山の特産品紹介や伝統文化など
多彩な催しが行われた。特に22日には日本映画界
を代表する監督でｷｬﾒﾗﾏﾝの木村大作さんが挨拶、
立山を舞台に壮大なスケールで描く「春を背負っ
て」の撮影秘話や自然相手の苦労話などを紹介
「ぜひ皆さんに見に来て欲しい」とｺﾒﾝﾄ。

徳川将軍家の江戸城の「出城」としての機能
を備え、海水を引き入れた潮入りの池と二つの
鴨場を伝える庭園。明治維新以降は皇室の離宮
となり、その後東京都に下賜され、現在は国の
特別名勝及び特別史跡に指定された浜離宮。
桜の開花とともにお花畑では菜の花、ハナモ
クレン、ソメイヨシノ、ハナモモ、ヤエザクラ
など様々な花が咲き誇り来場者を和ませてい
る。
（写真は黄色が鮮やかな菜の花）

写真の提供は武生郷友会石谷郁雄氏

各地の桜の名所では、今年も満開の花を楽しもう
と多くの人が押しかけている。今年も３月下旬から
４月中旬までが見頃を迎える。

靖国・千鳥が淵
桜の開花を予想する標準木がある靖国神社では、
大村益次郎の銅像も何かしら嬉しそうな気持ちも。
一方毎年１００万人以上の人で賑わう千鳥ｹ渕は人
の切れ目が無いほどの行列ができており、思い思い
のスタイルで楽しむ人達で賑わっている。

上野恩賜公園
上野は、江戸時代からの桜の名所で約５３万２
千㎡の園内に約１２００本のソメイヨシノ、ヤマザ
クラなどが咲き誇り、毎年２００万人の人が訪れ
る。夜はボンボリが灯され夜桜見物でも賑わいが。

芝離宮恩賜庭園他
現在に残っている最も古い大名庭園の一つで桜の
花が水面に映る様子はなんとも風流で、侘寂の世界
が楽しめる。その他ミッドタウンでは旧防衛庁時代
からの桜や毛利庭園の由緒ある老木も必見。

有楽町いきいき富山館情報館

写真は松川べりの桜とほたるいか洋上観光

富山の春は見どころが満載～5月6日まで
4月7日から国内最多600品種250万本のﾁｭｰﾘｯ
ﾌﾟが集う「砺波ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾌｪｱ」220万本のﾁｭｰﾘｯ
ﾌﾟが咲き誇る「入善ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ」展が開催。4月
16日には立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄが全線開通予定。
18ｍを超える「雪の大谷」は迫力満点です。
富山の春はお祭りも盛りだくさん
「まるまげ祭り」、「高岡御車山祭」「福野夜高
祭」「越中八尾曳山祭」など数多くの祭りがあ
り、春の風物詩「ほたるいか洋上観光」松川べ
りの桜、倶利伽羅県定公園の八重桜など富山の
魅力溢れる「春」を紹介します。

あ と が き
春の訪れを感じさせる桜の開花が進み気分は高揚。
しかし、１７年ぶりの消費税アップに日本列島は一代狂
騒曲となった。富裕層はそれなりに、庶民は生活防衛の
ために買いだめを進め、３月末日深夜まで攻防は続い
た。一方ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰXPもサポート期間満了で買い替えが
必要となるなど新年度が慌ただしく始まった。

