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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第４９号

赤坂だより
秋の行楽・お泊まりは赤坂会館で
赤坂会館を拠点に楽しい旅を
今秋銀座に新装オープンの店も！
いよいよ「行楽の秋」スタート。東京で
は6月11日オープンの「虎ノ門ヒルズ」に
続き、今秋銀座1丁目付近に、KIRARI TO
GINZAがオープンの予定。銀座でキラリと
光るをコンセプトに日本初進出の店など。
一方横浜では7月にオープンしたCIAL桜
木町は、「横浜ノスタルジック」をテーマに
した駅ビルが大賑わいです。

３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宿泊当日の１３時以降に予約の割引
③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。
写真は渋谷ヒカリエの人波

赤坂だよ
りkHz
kHz

北アルプスと富山県人の気質

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/

神奈川工科大学附属図書館長・教授

田辺誠さん

コンピューターで数理理論と数値計算を研究
このようなことから、 高速鉄道を世界で初
めて生み出した鉄道総合技術研究所（鉄道総
研）と共同で、コンピュータを用いて解明（シ
ミュレーション）するための数理理論と数値計
算法を研究し、そのシミュレーションプログラ
ムDIASTARSの開発を行ってきた 。
我国では東北新幹線、九州新幹線、そして北
陸新幹線等の整備新幹線の建設がなされてきた
が、このDIASTARSはその設計の数値手段と
して利用されている。
鉄道総研との共同研究の成果は、日本チーム
として、海外で積極的に論文出版や講演を通し
て発表してきたことから、世界の人々に広く知
富山県は3000ｍの山から30キロで海に
られることになったことはとても嬉しいことで
富山県の地理の特徴は、3000ｍ級の北アル
ある。
プスの山々がわずか30kmほどで海になること
世界でも例がない北アルプスの山々
であろう。その平均勾配は10% (10mで1m昇
また、世界の様々な国々を訪ね、様々な山や
る) にもなり、それが黒部ダム等の水力資源の
川や海の美しい風景に触れることができたが、
地形を生み、川の流れは速く、冬に山々に蓄え
平野に屏風のようにそびえ立つ美しい北アルプ
られた豪雪は春から溶けだし、川は夏でも豊か
スの景色は、世界でも例がないように思う。
な水量を有し、水力発電や川の豊かな恵みをも
この美しく冬には厳しい自然の中で人は育て
たらしている。陸の急勾配は富山湾に入っても
られ、富山県人の派手ではない、粘りと、辛抱
急峻な地形で、湾でありながら1000m以上の
強く、誠実な気質が培われたのではと思う。
深海となり、ホタルイカをはじめ特色のある多
18歳で富山を出て、いつ帰っても変わらぬ
種豊富な水産資源をもたらしている。
郷里の美しい自然を目にすると、万感がこみ上
ふとしたことから新幹線の研究に携わることに
げ胸が熱くなる。この豊かな自然に感謝し、そ
私は、この富山の豊かな自然の中で高校時代
の恵みを世界の多くの人々にも伝えたいもので
までを過ごし、数学が好きであったことから東
ある。（田園に屏風のようにそびえる北アルプスの山々
京の大学で数学を学ぶために上京した。大学卒
写真はガイド・トラベル・ナビゲーターより引用）
業後は数学の応用に興味を持ち、コンピュータ
を用いた科学技術計算の仕事に就き、ふとした
人生の縁で高速鉄道（新幹線）の研究に携わる
ことができた。
新幹線の建設では、高速走行時に車両や橋梁
がどのように振動し、安全性や乗り心地に問題
がないかを調べる必要があるが、新幹線は高速
で重量級で大規模で地震も加わり、実験が非常
に困難である。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

＊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。

菊花合え
鯛 昆布締
富山おちょぼいか
鱸朴葉焼
幻魚鍋
白エビ掻揚
太刀魚酢
五箇山そば

＊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 秋

イベント・催し物・エトセトラ １０月～１１月

＊国立新美術館

休火
：ｵﾙｾｰ美術館展～10月
20日 日展10月31～

9月29～10月5日楽天ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ 有明ｺﾛｼｱﾑ
10月3日4北海道ﾌｪｱ
代々木公園
10月3,4日巨人対横浜DeNA
東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立科学博物館
10月4日 ﾏﾗｲｱ・ｷｬﾘｰ
幕張ﾒｯｾ
休月：ﾋｶﾘ展 光の不
思議未知の輝きに迫る
10月7~13日かっぱ橋道具まつり
台東区
10月28日～2月22日
10月13日ｵﾝﾘｰ･ﾌｪｽﾀ
幕張ﾒｯｾ
＊東京国立近代美術館
10月13日世田谷ﾊﾟﾝ祭り
三軒茶屋他
～11月3日 休月：ＭＯＭATｺﾚｸｼｮﾝ 菱田春草展
10月18,19日国指定文化財川越祭り
本川越駅
＊東京国立博物館 休月
幕張ﾒｯｾ
：～11月24日日中韓共同企画 東ｱｼﾞｱの華陶磁名品展 10月18日きゃりーぱみゅぱみゅ
10月29･30日SUPER JUNIOR
東京ﾄﾞｰﾑ
＊国立西洋美術館 休月 10月7日～1月12日
神田古書店
：日本ｽｲｽ国交樹立150周年記念ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄ・ﾎﾄﾞﾗｰ 10月25～11月3日神田古本祭
ﾈｰﾃﾞﾙﾗﾝﾄの寓意版画
11月12･13日地域発見ﾌｪｱ全国一押し企業と
＊江戸東京博物館休月：東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸと新幹線
物産ﾌｪｱ
東京ﾄﾞｰﾑ
～11月16日
11月15日ｶﾀｰﾚ富山VSｼﾞｪﾌﾕﾅｲｯﾄﾞ千葉
：ﾓﾀﾞﾝ都市銀座の記憶 師岡宏次～11月30日
福田電子ｱﾘｰﾅ
＊東京都現代美術館休月：ﾐｼｴﾙ・ｺﾞﾝﾄﾞﾘｰの世界
11月14～16日 日米野球日本対MLB 東京ﾄﾞｰﾑ
ｺﾝﾀｸﾂＭＯＴｺﾚｸｼｮﾝ～1月4日
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10月18日～12月23日 11月16日将棋日本ｼﾘｰｽﾞ
：ｻﾞﾊ・ﾊﾃﾞｲﾄﾞ展（新国立競技場設計）
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館10月11日～12月7日休火
高野山開創1200年記念 高野山の名宝

＊三菱一号館美術館 10月17日～1月12日 休月
：ﾎﾞｽﾄﾝ美術館ミレー展
＊森美術館：ﾘｰ・ﾐﾝｳｪｲとその関係展

ﾔｺﾌﾞ・ｷﾙｹｺﾞｰﾙ 10月17日～1月12日
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～10月19日 私のﾏｰｶﾞﾚｯﾄ展
：ﾃｲﾑ・ﾊﾞｰﾄﾝの世界 11月1日～1月4日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 10月18日～12月14日
：夢見るﾌﾗﾝｽ絵画 会期中無休
＊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 ～11月9日
：印象派のふるさとﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ展 月休
＊ブリジストン美術館10月8日～1月12日休原則月
：ｳｨﾚﾑ・ﾃﾞ・ｸｰﾆﾝｸﾞ展

＊松岡美術館 10月8日～12月21日 休月
：松岡ｺﾚｸｼｮﾝ

うつわのかたち

＊東京都美術館 10月11日～11月14日 休月
：ｳﾌｨﾂｨ美術館展
＊根津美術館 休月 ～11月3日
：名画を切り、名器を継ぐ美術に見る愛蔵のかたち
＊出光美術館10月25日～12月21日休月 仁清・乾山
～10月13日宗像大社国宝展 沖ﾉ島と大社神宝
＊三井記念美術館 休月 ～11月24日
：東山御物の美 足利将軍家の至宝

圧巻の紅葉をトロッコ電車で、お祭
りも郷愁を誘う歌と踊りでお出迎え！
富山の秋といえば「紅葉」。立山黒部アルペ
ンルートでは、大観望のロープウエイから見下
ろす一面を埋め尽くす紅葉は圧巻です。また、
紅葉の中をトロッコ電車でくぐり抜ける黒部峡
谷鉄道も引けを取りません。秋といえば「祭
り」の季節。新湊曳山祭りは、夜の提灯山が
内側の水面に映る姿はまさに幻想的です。また
大伴家持にちなんだ「高岡万葉まつり」で夜通
し行われる朗唱の会は、万葉の世界にタイムス
リップした雰囲気を味わえます。世界遺産の五
箇山で行われる「こきりこまつり」「五箇山麦
屋まつり」は郷愁を誘う歌と踊りで皆さんを魅
了いたします。

11月16日ｹﾞｰﾑﾏｰｹｯﾄ2014
〃
11月中旬～12月上旬 神宮外苑いちょう祭り
11月27・28日井上揚水 氷の世界 東京ﾌｵｰﾗﾑ

都内観光“新スタイル” スカイホップバス
２階建てオープンバスで1日乗り放題、乗
り継ぎ自由の都内観光はいかがですか。
①浅草・東京スカイツリーコース ②お台場
コース ③六本木・東京タワーコースの３
コースがあります。
３コースのターミナルは、丸の内三菱ﾋﾞﾙ
ですが、予約なしでチケットは車内で購入で
有楽町いきいき富山館情報館
きます。各停留所で乗り降り自由で、途中で
他の目的コースに変更して乗車も可能です。
途中停留所は、日本橋や銀座、築地、秋葉
10月5日富山の酒とかまぼこフェア
原、フジテレビアクアシティお台場、ミッド 富山県認定トライアル発注商品展示販売
タウンなどがあります。ちなみに１日券は大
会2014 富山県のｱｲﾃﾞｨｱあふれる新商品を
人１８００円、子供は９００円です。
「ﾄﾗｲｱﾙ発注（試し買い）商品」として認定、
途中下車なしの車窓見学コースもあります。
富山のものづくり技術を生かした商品を、この
機会にお買い求め下さい。～10月12日
写真は金箔
のｱｲﾎﾝｶﾊﾞｰ
と 錫100%の
ﾃｰﾌﾞﾙｳｪｱ

＊写真美術館～休館中
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 ～10月13日
：建築家ﾋﾟｴｰﾙ・ｼｬﾛｰとｶﾞﾗｽの家
＊浮世絵太田記念美術館休月歌川国貞～11月24日

赤坂会館は新幹線モードで歓迎いたします。

富山の秋は見所、味覚、魅力が満載！

富山の鉄道・交通展10月14日～31日

時代絵巻の再現 赤坂氷川祭り

赤坂会館では、新幹線開業に向けたキャンペー
ンでお客様を歓迎。玄関のポスターを始め、マス
コット人形の「きときと君」に続き、のぼり旗
や、かがやきなどの列車名、停車駅一覧など、歓
迎ムード一色。お客様からは「もう来春には開通
ですか。」「早く新幹線で富山に行ってみたいです
ね。」など反応も上々です。

去る9月１３～15日にかけて赤坂氷川神社の
「赤坂氷川祭り」が盛大に行われた。
新しく復活した舟型山車「恵比寿」を始め、従
来の江戸型山車「頼朝」「翁」の3台が五色絢爛
の鳳凰を先導に、赤坂の町を巡って華麗な時
代絵巻を繰り広げる様は、誠に雄大であり荘厳
である。町内の若い衆に交じり、年配の老若男
女もこの時ばかりは大いに盛り上がりであった。

富山の鉄道が今脚光を浴びています。2015年3
月14日開業の北陸新幹線に加え、近代化した路
面電車であるﾗｲﾄﾚｰﾙやﾄﾛｯｺ電車、かって首都
圏を走っていた車両など、他県には類を見ない
ﾕﾆｰｸな鉄道、列車が数多くあります。また、
北陸新幹線ｸﾞｯｽﾞも販売いたします。

あ と が き
暑い夏も過ぎ実りの秋。しかし、昨今の激動の世界や
国内の動きには目まぐるしいものが。
そんな時ふと、「今はもう秋、誰もいない海。・・」ﾄ･ｱｴ・
ﾓｱの唄の滑り出しであるが、そんな感傷に浸るゆったり
と時間が過ぎてゆく歌詞と光景を想うとき、とても懐かし
い気がする。

