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富山とフランスを繋ぐ橋渡し！ エス・ビー・エイ（株）執行役員 石黒和代さん
次は来年の１月に開催される予定ですが、今回
もまた富山の企業様が出展されることを期待して
おります。

赤坂で楽しむ富山の旬の味
同窓会、親しい方との語らいに！

「世界で最も美しい湾協会」加盟に富山湾内定

富山県赤坂会館では、初夏の宴会プラン
として、富山の素材にこだわり皆様のご利
用をお待ち申し上げております。梶木鮪の
昆布〆、甘海老、シロエビかき揚げ、入善
深層水のアワビ、バイ貝、蛍烏賊沖漬など
富山の素材にこだわったメニュー。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
お酒では、米どころ富山を代表する銘酒
の数々を取り揃えております。礪波の銘酒
「立山」や黒部の「銀盤」「米の心」、岩瀬
の「満寿泉」、五箇山の「三笑楽」。焼酎で
は米どころ滑川のシェリー樽仕上げの12年
貯蔵酒「米騒動」などが大変好評です。

夏のごちそう麺「氷見うどん」や「大門素
麺」など郷土を代表する麺がたくさん
強いこしと餅のようなねばりと風味、全
国にも知られた氷見うどん、全国的にも珍
しい丸髷状の手延べ素麺で、大人気の大門
素麺、昔ながらの手延べ製法で丹念に作ら
れた麺はこしの強さと味わい深い五箇山手
わざそば、寒の内に製造熟成させた麺は独
特の喉ごしと食感が充分に楽しめる合掌手
延べそうめんなどがあります。
同窓会やクラス会、職場の皆さん、お友
達同士や親しい友人達との語らいに富山の
写真は氷見うどん
味をお楽しみください。

富山県民である私にとって、東京でふるさとを思
い出す“ほっとする場所”それが「富山県赤坂会
館」です。
私は現在、主にフランスと日本企業を繋ぐ外資系
のビジネスコンサルティングの仕事に携わって
おります。社長はもちろんフランス人。入社して早
７年になりますが、私もいつかは富山とフランスを
繋ぐ橋渡しができたらと思うようになりました。
何がそうさせたのか。
入社して数年後の＜あの時＞の思いと勢いのお陰
で、弊社の中では『TOYAMA』という単語が何回
も聞かれるようになりました。
＜あの時＞とは、富山県政策研究会主催の会で
『海外での販路開拓と成功の秘訣』というテーマで
弊社の社長が富山県赤坂会館で講演をさせて頂いた
時のことでした。ちなみに現在、弊社社長ボードリ
は「とやまふるさと使節」の一人です。

そして、今年３月にはユネスコが後援するNGO
団体『世界で最も美しい湾協会』加盟に富山湾が
内定しました。それに至るまでの取り組みをサ
ポートさせて頂いた中で、フランス本部訪問、富
山県視察２度の同行、そして富山を世界へプレゼ
ンテーションすることに携わることになるとは夢
にも思いませんでした。今年12月に加盟が正式に
認定されるまではまだまだ気が抜けませんが、
2015年の北陸新幹線開通に伴い、この加盟によ
り日本中そして世界中からたくさんの人が富山の
良さを知って訪れてくれることを願っておりま
す。

富山の魅力を世界に発信したい
まだまだ富山には世界に向けて発信できるいろ
いろな可能性があります。
私のこの持ち前の体力と明るさと元気で、富山
とフランスを繋ぐ橋渡しとしてふるさと富山に恩
返し、貢献できればと思います。
最後に、ここ数年の間に富山県と深く関われた
ことはとても嬉しいことであり、これもひとえに
チャンスを下さった皆様のお陰です。心より感謝
申し上げます。

富山の地酒・純米酒で盛り上がり
その後にはこちらを会場にして、純米酒を楽しむ
会『第23回純米酒げん人の会』の幹事として＜富
山の地酒と食＞をご紹介させて頂きました。
お陰様で会は盛り上がり、最後には皆さんで一つ
の輪になって、おわら節を踊ったことがつい先日の
ように記憶に残っております。
富山の企業を世界に紹介する機会もあり、弊社が
日本事務局を務めるフランスで２年に一度行われる
『シラ国際外食産業見本市』では、富山の企業を一
社ずつですがご出展頂けるようになりました。

写真は富山県視察のために訪れた美しい湾協会理事長と
石井富山県知事

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。

甘海老漬
平目 昆布締
絹川豆腐
鱒野菜巻焼
鯛冷しゃぶ
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
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。

＊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初夏

イベント・催し物・エトセトラ ６月～７月

コレド室町２・コレド室町３ 新装オープン！

＊国立新美術館

休火
：国立民族学博物館ｺﾚｸ
ｼｮﾝにさぐる～6月9日
ﾊﾞﾚｴ･ﾘｭｽ展6月18日～

6月11日 W-inds凱旋ﾌﾘｰﾐﾆﾗｲﾌﾞ 代々木公園
6月12-15日東京おもちゃｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月13-15日 ｳｲｰﾝ少年合唱団
ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ
6月14･15日 ﾎﾟﾘﾈｼｱﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 代々木公園
＊東京国立科学博物館
6月15日 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞﾕｰｲﾝｸ ﾄﾞｰﾑ
休月：医は仁術
～6月15日
6月18-20日 次世代自動車展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京国立近代美術館6月20日～8月24日 休月
6月18-20日 ｶﾌｪ・喫茶ｼｮｰ
〃
：ﾔｹﾞｵ財団ｺﾚｸｼｮﾝ展
6月18-20日 洋菓子素材ＥＸＰO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京国立博物館 休月 日本人が愛した官窯青磁
6月25-27日 日本ものづくりﾜｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：～10月13日 故宮博物院展6月24～9月15日
6月30日 吉田拓郎LIVE
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊国立西洋美術館 休月 ～6月15日
7月2-5日東京国際ﾌﾞｯｸﾌｪｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：ｼﾞｬｯｸ・ｶﾛｰﾘｱｽﾞﾑと奇想の劇場
〃
＊江戸東京博物館 休月：徳川将軍の書画～6月8日 7月5-6日東京ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰ
：NHK大河ドラマ特別展 軍師官兵衛～7月13日
7月12日 第52回ﾊﾟﾘ祭
NHKﾎｰﾙ
＊東京都現代美術館 休月：ﾐｯｼｮﾝ｛宇宙×芸術｝ 7月19日 常磐音楽学院50周年 国際ﾌｵｰﾗﾑ
ｺｽﾓﾛｼﾞｰを超えて ６月7日～8月31日
ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞ 東京公演
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ～6月19日
7月19～9月23日 宇宙博
幕張ﾒｯｾ
：幸福は僕を見つけてくれるか石川（岡山）ｺﾚｸｼｮﾝ
7月19・20日 ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館6月11日～7月21日休火 徒然草
「日本をにぎわす、日本橋」をコンセプトにま
7月29-31日 日本全国名産特産品展
〃
＊三菱一号館美術館 6月14日～９月23日 休月
たまた新名所が誕生。
：ｳﾞｧﾛｯﾄﾝ展―冷たい炎の画家
冷暖房機の取り換えを行います。
＊森美術館：ｺﾞｰ・ﾋﾞﾄｩｲｰﾝｽﾞ展 子供を通して見
日本橋室町東地区開発計画の１つ、
「ＣＯＲＥＤ
る世界 会期中無休 ～8月31日
長年にわたり使用しておりました冷暖房 Ｏ室町２」と「ＣＯＲＥＤO室町３」が２０１４年
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～6月29日名画に見る子供と画家
機の更新工事を、6月9日から6月14日まで実 ３月２０日にオープン。コレド２では日本橋エリア
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ ６月7日～7月27日
施いたします。これから暑い季節となりま では初となるシネマコンプレックスや出来たてを本
日中にをテーマに食の販売、コレド３では、丁寧な
：ﾃﾞｭﾌｨ展 会期中無休
すが、今後はより快適にお過ごしいただけ
モノづくりで定評のある日本制の逸品など、質の高
＊ﾆｭｰｵーﾀﾆ美術館 休館中 休月
ると思いますので、皆様のご利用をお待ち
い生活雑貨が充実、日本橋エリアでは珍しい深夜営
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～6月29日
申し上げます。
業のイタリアンバルや老舗名店による新業態店舗な
：ｺﾞｯﾎの原点 ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾊｰｸﾞ派展 月休
どがあり、日本橋における新たな「衣食住」のスタ
＊ブリジストン美術館～7月21日 休原則月
富山県人会連合会懇親のつどい開催 イルを提案、三井タワーと共に新たなスポットが。
：描かれたﾁｬｲﾅﾄﾞﾚｽ 藤島武二から梅原龍三郎まで
＊松岡美術館～9月23日 休月
去る6月5日（木）ホテルニューオータニ
有楽町いきいき富山館情報館
：松岡清次郎生誕120年

巴里を

いのちを謳歌しよう

＊東京都美術館～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 ～7月13日
：中国・明清工芸の精華
＊出光美術館～6月8日休月：日本絵画の魅惑

6月14日～8月3日 没後90年鉄斎
＊三井記念美術館 休月 ～7月13日
：超絶技巧

明治工芸の粋

において、富山県人会連合会主催の「懇親
のつどい」が開催された。
当日は石井富山県知事をはじめ、県選出
の国会議員、県内市町村長、出身地区別な
どに分かれ、久方振りの再会を喜びあっ
た。終盤おわら節やお楽しみ抽選会などが
あり、名残つきないひと時を楽しんだ。

村田ｺﾚｸｼｮﾝ

＊写真美術館～7月13日休月 ｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙ・ﾜｰﾙﾄﾞ
：世界報道写真展 6月7日～8月3日
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 ～6月22日
：フランス印象派の陶磁器
＊太田記念美術館 江戸の相撲と力士たち～6月26日
＊山種美術館 ｸｰﾙな男とおしゃれな女 ～7月13日
＊五島美術館 休月 ～6月22日
：近代の日本画展

一般財団法人富山会館理事会の開催
去る５月２６日（月）に白山富山会館において
一般財団法人富山会館の第３回理事会が開催され
ました。
第１号議案の「平成２５年度事業報告及び決算
について」審議、監査報告があり承認。第２号議
案「平成２６年度第２回評議員会の招集につい
て」審議があり、異議なく承認されました。

会館の３階庭園つつじが今年も満開
当会館の３階庭園には、今年もやさしい色合
いで品良くサツキ（皐月）つつじが綺麗に咲き
見ごろを迎えました。
来館者や会議のお客様からも「まあ、きれい
ね」と癒しを感じる花の香りにお客様から大変
喜ばれております。
よくサツキとツツジの違いが話題になることが
ありますが、サツキは“皐月躑躅”（さつきつつ
じ）を略したもので、ツツジの一種。花言葉は自
制、節制、赤は恋の喜び、白は初恋とか。

「春を背負って」公開記念展

木村大作監
督は「厳しさと優しさを併せ持つ大自然の中
で、家族の話を描こうと思いました。」とコメ
ント。「剣岳点の記」と同様セットではなく本
物の場所にこだわり、俳優達も小屋に泊りこん
での撮影。女優が標高3,000mの極寒体験で演じ
るのは日本映画史上初とか。今作のテーマは
「人の居場所」映画を見た後の自分の居場所は
どこかを考えるきっかけになるかも。

あ と が き
北陸新幹線の開業も1年を切った中、富山湾が「世界
で最も美しい湾協会」に加盟が内定したほか、立山を舞
台にした「春を背負って」が上映される。誠に喜ばしい限
りであり、県民挙げて応援したいものである。
北陸と東京を最速で結ぶ「かがやき」が全国やふるさと
の方々にどんな夢を「輝かせてくれる」か楽しみである。

