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忘年会・新年会は赤坂会館で

授業はオーケストラだ-幼稚園も大学も-

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！

最終講義を終え教え子から感謝の言葉が
足掛け36年に及ぶ教歴をこの地で終えるに当
たり、1998年２月、最終講義を終えて研究室
へと戻る私に追いすがり、“先生、短い間でし
たが楽しい授業を有難うございました”と言っ
てくれた一人の２年次男子学生の言葉で標記の
理念と努力が報われた思いがしたことを、折に
触れて幸せな想いで振り返る今日この頃です。
傘寿の祝いに大勢の教え子たちが
そしてこの５月、私の傘寿を記念した会が大
阪で催され、阪大、近畿大、富山医薬大での門
下生60余名が集まって、代わる代わるステー
ジに立ち、近況報告や学生時代の懐かしい昔話
を披露してくれ、楽しさに酔い痴れて、教員冥
教員免許の常識とは
利に尽きる思いをしました。
これは常識ですが、教員免許には、“権限”と
赤坂会館とのご縁は
云うものは付与されていません…責任と義務は
給与、待遇ともに申し分のない職場からの転
付いてまわりますが…。しかし、初等教育であ
進要請を拝辞すべく訪富した私を退けた大学側
れ、大学教育であれ、教育効果を挙げるには
の“泣かせのナニワ節”であったが、これがご
“instructive leadership”つまり“教権の確
縁となり着任して間もなく出逢ったのが富山県
立”が必要です。ところが、指導力への認識や
赤阪会館である。文部省へ、学会へ、その足場
その能力の不足した人達による“体罰”なるも
の良さと、何よりその食事の美味しさが抜群で
のが横行して、教育現場で悲惨な事案が続出し
した。在京の友人達と会食したり、私が薬学部
ました。指導態勢の確立は不断の工夫と弛まぬ
長として国立大学薬学部長会議に出席の際は定
努力の積み重ねの上に築かれた信頼関係により
宿となったことは言うまでもありません。この
漸く実現するものであることを学ばなかった愚
存在を教えてくれ、当初は必要だった県庁の許
かな人達の罪悪です。
可手続きもこなしてくれたのが、のちに富山大
教育活動は指導者と指導を受け留める側との
学理学部長を経て、現在同大学理事・副学長の
知的交流を奏でる オーケストラ
平井美朗氏であり、深甚なる謝意を捧げて結び
教育活動は常に指導者と指導を受け留める側
とします。
との間の双方向的な、まさに人間的な最先端活
動によって成立し、効果を挙げて行くもので
す。授業はオーケストラなのです。それは、高
校までの有免許教育現場と”無免許運転”と云
われる大学教育とで全く択ぶところがありませ
ん。
1957年以来32年間大阪に住み、巨大私学に
籍を置いて９年の私が突然、富山医科薬科大学
へと単身赴任し、研究は無論のこと、教育で掲
げ続けたのが、標記の理念でした。

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、鰤大根、照り焼きなど富山
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。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

元富山医科薬科大学薬学部長

百瀨雄章さん

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。

蕪寿司
鰤 昆布締
富山おちょぼいか
鰤照り焼
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
新湊紅ずわい蟹
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
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 冬
＊国立新美術館

休火
：ﾁｭｰﾘｯﾋ美術館展～12
月15日 ～日展12月7日

＊東京国立科学博物館
休月：ﾋｶﾘ展 光の不
思議未知の輝きに迫る

～2月22日
＊東京国立近代美術館 ～3月1日 休月
：ＭＯＭＡＴｺﾚｸｼｮﾝ 奈良原一高 王国
＊東京国立博物館 休月 ：～12月7日国宝展
1月14日～4月5日みちのく仏像、大津波と文化財再生
＊国立西洋美術館 休月 ～1月12日
：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
ﾈｰﾃﾞﾙﾗﾝﾄの寓意版画
＊江戸東京博物館休月：探検、体験、江戸東京
12月2日～３月8日
＊東京都現代美術館休月：ﾐｼｴﾙ・ｺﾞﾝﾄﾞﾘｰの世界
ｺﾝﾀｸﾂＭＯＴｺﾚｸｼｮﾝ～1月4日

＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～12月23日休月
：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～12月7日休火 高野山1200年記念
高野山の名宝 12月20日～3月1日 仁阿弥道八
＊三菱一号館美術館 ～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会期中無休

ﾔｺﾌﾞ・ｷﾙｹｺﾞｰﾙ ～1月12日
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～：ﾃｲﾑ・ﾊﾞｰﾄﾝの世界～1月4日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～12月14日：夢見るﾌﾗ
ﾝｽ絵画 会期中無休 12月23～3月1日
ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ探検航海とﾊﾞﾝｸｽ花譜集
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 ～12月25日月休
：東郷青児展
＊ブリジストン美術館～1月12日 休原則月

イベント・催し物・エトセトラ １２月～１月
11月14～12月15日神宮いちょう祭り神宮外苑
12月3日徹子の部屋ｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
12月10日~19ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ｼｶｺﾞ」
宝塚歌劇
東京ﾌｵｰﾗﾑ
12月16~28日 宝塚歌劇100周年展
〃
12月18日ｹﾙﾝ放送交響管弦楽団第九
〃
12月19日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ･ｵﾝｸﾗｼｯｸ魔法の音楽 〃
12月19日鈴木忠志の世界
吉祥寺ｼｱﾀｰ
12月20~23日ｷｴﾌ･ﾊﾞﾚｰくるみ割り人形東京ﾌｵｰﾗﾑ
12月20~21日ﾄﾞｯｸﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
12月21日 ｳｸﾗｲﾅ国立歌劇管弦楽団ｸﾘｽﾏｽ・
ｽﾍﾟｼｬﾙ

港区・六本木のクリスマスイルミネーション
今年で8回目となる東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝのｸﾘｽﾏｽ。今
年のテーマは「宇宙旅行」。11月13日宮沢りえ
さんが点灯、地球から宇宙への旅を表現する幻
想的な世界に。日本初のｽﾃｲｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝと約
18万個の光が描き出す宇宙の壮大なｽﾄｰﾘｰとま
さに夢ごごちの世界へと誘います。毎年５00万
人以上の人々がこのｼｮｰを楽しんでいます。

東京ﾌｵｰﾗﾑ

12月24~28日ﾏｼﾞｯｸ新世紀
〃
1月9日~18日ふるさと祭り東京2015東京ﾄﾞｰﾑ
1月14~16日次世代照明技術展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
国際ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術展
〃
一方六本木ヒルズでは、11月4日中村ｱﾝさん
1月16日歴代ﾒﾀﾞﾘｽﾄｽｹｰﾄ競技 代々木体育館
が点灯、けやき坂では、東京ﾀﾜｰを背景にｶｯﾌﾟ
1月17~18日人気ｽｹｰﾀｰ・ｵﾝｱｲｽ
〃
ﾙや家族連れで記念写真を撮ったり、談笑しな
1月22~28日国際ｷﾙﾄﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
東京ﾄﾞｰﾑ
がらｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝを楽しむ光景が見られた。
1月28~30日地球環境とｴﾈﾙｷﾞｰ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

赤坂ｻｶｽは音と光のパフォーマンス

毎年好評の音楽とイルミネーションの融合
が、更にスケールアップ。11月7日ＴＢＳド
ラマに出演の堀北真希さんが点灯、星空とス
ケートの氷の世界をイメージしたイルミネー
ションは、約11万個のＬＥＤが真っ白に輝
き、流星群、オーロラ、スノーフォールなど
幻想的な夜の空のさまざまな表情を、多彩な
有楽町いきいき富山館情報館
光と音で演出します。
：ｳｨﾚﾑ・ﾃﾞ・ｸｰﾆﾝｸﾞ展
一方ｸﾞﾙﾒを楽しむ人達は、ﾌﾚﾝﾁのﾏｷｼﾑ
＊松岡美術館 ～12月21日 休月：うつわのかたち
富山ブランド展12月1日～21日
＊東京都美術館～12月14日休月：ｳﾌｨﾂｨ美術館展 ﾄﾞ・ﾊﾟﾘ赤坂、広東料理の赤坂離宮、牛肉しゃ
ぶしゃぶのざくろTBS店、ﾍﾞﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾙのﾚｾﾞﾙ 富山県には、豊かな自然・文化などに育まれ
＊根津美術館 休月 ～12月23日
てきた素材やものづくりの伝統に磨かれた技と
ﾌﾞ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ海南鶏飯赤坂なども人気が。
：誰が袖図 ー描かれたきものー
心から生み出された素晴らしい県産品が数多く
＊出光美術館～12月21日休月 仁清・乾山
ありますが、それらを紹介します。
1月10日～2月15日物語絵「ことば」と「かたち」
＊三井記念美術館 休月 12月11日～1月24日
：雪と月と花 国宝雪松図屏風 応挙 ほか
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～12月26日：ｼﾞｮﾙ
ｼﾞｮ・ﾃﾞ･ｷﾘｺ

1月17日～ﾊﾟｽｷﾝ展ｴｺｰﾙﾄﾞﾊﾟﾘの貴公子

＊浮世絵太田記念美術館休月 浮世絵の冬景色
～12月20日
1月6日～28日新春太田ｺﾚｸｼｮﾝ
＊山種美術館 休月東山魁夷と日本の四季～2月1日
＊五島美術館 休月茶道具取合わせ12月13～2月15日
＊国立劇場
之助ほか

伊賀越道中双六

中村吉右衛門、中村菊

12月3日～26日

赤坂サカスに今年もスケートリンクがオープン
今年も赤坂ｻｶｽに都内最大級の屋外ｽｹｰﾄﾘﾝｸ
がやってきました。2015年3月6日まで開かれる。
11月14日から11月21日まではｵｰﾌﾟﾝ記念とし
て、滑走料及び貸し靴料が無料。また、併せてｽ
ｹｰﾄ教室なども開かれているほか、ＣＭに登場す
るビートたけしさんの等身大人形なども人気を集
めています。

東京駅が開業100周年を迎える

富山の冬展12月２２日～1月1３日
12月20日に東京駅が100周年を迎える。「100 冬といえば「温泉」富山にもさまざまな温泉
年の鼓動を未来につなぐ」をテーマに、様々な があります。「お薦め温泉」「お薦めスポット」
ｲﾍﾞﾝﾄが繰り広げられている。Suica利用者が東 「お薦めイベント」などを紹介いたします。
日本鉄道文化財団の歴史ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰの三択ｸｲ
ｽﾞに答えれば、抽選で素敵なﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄが当たる
ほか、記念Suica（1枚２０００円）の販売、山手線
ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚｲﾝの運行、東京駅から日本橋までの
百年散策、お買い物でも特典などがある。

あ と が き
今年も長雨などによる災害や御獄山の噴火など自然が
猛威を振るった年でありました。
来るべき年は未（ひつじ）でこの意は、植物が茂って暗
く鬱蒼と覆うことですが、1日も早くこのような状態を抜け
出し、北陸新幹線も開業する記念の年でもあり、明るい
日本、そして郷土富山の発展を祈りたい。

