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これからも生涯教育に寄与したい

日本大学大学院総合社会情報研究科教授松岡直美さん

ご家族や親しい友人達との思い出に
アクセス便利な赤坂会館へ！
富山県民の悲願であった北陸新幹線が、
いよいよ3月14日に開業します。
富山県赤坂会館は、都心赤坂の一等地に
あり緑に囲まれた閑静な場所にあります。
近くには、六本木ヒルズ界隈やTBS赤坂
サカス、TV朝日の野外スタジオなどが身近
にありイベントなどがご覧いただけます。
また、当赤坂会館からは「六本木アート
トライアングル」で文化の雰囲気に触れる
国立新美術館、サントリー美術館、森美術
館を始め、根津美術館には便利な都営ちい
バス（100円）が利用出来ます。なお時間
のある方は散歩がてら徒歩でも行けます。
一方、スポーツ好きには神宮球場での野
球観戦や代々木競技場、秩父の宮ラクビー
場なども徒歩圏内です。

赤坂で学生時代の旧交をあたため
ここ数年、１１月初旬の夕刻に地下鉄を青山
一丁目駅で降りて青山通りを歩く自分がいま
す。カナダ大使館を過ぎ、高橋是清公園と草月
会館の間の道を右に入り、さらに左側にドイツ
文化会館の灯りを見ながら少し行きますと富山
東京観光スポットランキング１位は
県赤坂会館があります。富山市立奥田中学校同
そんな東京の旅行口コミ観光スポットラ
ンキングでは、1位は東京スカイツリー、2 期会（東京会：昭和４２年３月卒業生）の会場
位は浅草寺、3位は東京タワー、４位東京駅 です。会館の玄関を入ると、そこは富山、自分
も奥中生。還暦を過ぎた者たちの顔に中学生の
の赤レンガ、5位は上野動物園などです。
面差しが重なり、人が年月を経ることの不思議
都心の中心地「赤坂」から、バラェティ
に驚くばかり。
に富んだ首都圏を思う存分堪能するのは、
奥中同期会・東京会は有志が数年前に立ち上
いかがでしょうか。
げてくださったのですが、幹事のご尽力で東京
皆様のお越しを、会館職員一同心よりお
在住者だけでなく、富山はもちろん全国各地か
待ち申しております。
ら参集されます。海外在住の方々も帰国中に出
席くださったり。当然ながら奥田小学校卒業生
も多く、奥小・奥中合同同期会に成りつつあり
ます。公私を問わず、様々な役割や責任を担っ
て同時代を生きてきた者たちですから、それぞ
れの苦労も悲哀も幸福も想像に難くありませ
ん。た だ、こ の 一 夕 ば か り は、肩 の 荷 を 降 ろ
し、プライドも脇に置いて、恩師や友人、懐か
しい父や母の思い出、そして卒業後の日々を語
り、労り合うこととなります。
JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

大学に身を置き海外も含め早や数十年
私は大学進学で富山を離れて以来、アメリカ
留学も含め、大学という世界に棲息して数十年
となりますが、現在は社会人のための通信制大
学院で教員をしております。日米比較文学が専
門ですが、時代の要請もあって、文化研究や文
化間理解教育へと研究領域を広げてきました。
社会人院生は年齢も２0代から８０代、多彩な
背景や経験をお持ちで、私が教えて頂くことの
方がむしろ多いくらいです。また、ICT活用の
遠隔教育ですから、海外在住の方も多く、ゼミ
もシンガポールや上海、キエフなどをインター
ネットで繋いでの開催です。地域紛争やエピデ
ミック、テロや災害のニュースが伝えられる度
に、その地に住まう院生の安否が気遣われます
が、グローバル化時代の、より開かれた教育に
携われることを有難く思います。
小・中学校の基礎教育が原点
奥小・奥中で基礎教育を授けていただき、そ
の後も周囲の理解と支援で勉強を続けてこられ
た自分ですので、社会人院生に伴走し、微力な
がらも生涯教育に寄与できればと願う日々で
す。
写真は一昨年１０月の立山室堂みくりが池。
父の三回忌の翌日ということもあって、生者と
死者が相まみえる所との思いを強くしました。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

＊JR はくたか 上越新幹線利用
＊３日前までにお申し込みください。
＊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

和会席 お献立
先付け 蕪寿司 菜の花浸し
お造り 鰤 平目 昆布締
煮物
富山おちょぼいか
焼物
鰤照り焼
温物
鰤しゃぶ
揚げ物 白エビ掻揚
進肴
烏賊炙り
酢の物 新湊紅ずわい蟹
食事
氷見うどん
水菓子

こちらは月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。

写真は７２００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。

美術館・劇場情報 2015
＊国立新美術館

休火
：文化庁ﾒﾃﾞｨｱ芸術祭～
2月15日
2月21日～ﾙｰﾌﾞﾙ美術館

＊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 ：～3月15日大津波と文化
財再生 ～4月5日みちのく仏像
＊国立西洋美術館 休月常設展 西洋絵画と彫刻
：ｸｴﾙﾁｰﾉ展よみがえるﾊﾞﾛｯｸの画家3月3日～5月31
＊江戸東京博物館 休月：探検、体験、江戸東京
～３月8日
＊東京都現代美術館 休月：ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ・ｵﾛｽｺ展
～5月10日
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～3月29日 休月
：ｽｲｽﾃﾞｻﾞｲﾝ展

＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～3月1日休火 天才陶工仁阿弥道八
＊三菱一号館美術館 2月7日～5月24日 休月

イベント・催し物・エトセトラ 2月～3月

ふるさと祭り東京２０１５

東京ドームにて

富山の特産品や観光とともに北陸新幹
1月25日～3月22日伊豆大島椿祭り
大島
1月10日～3月8日熱海梅祭り
熱海市 線の開業で早い・近い・魅力をＰＲ
2月3日浅草寺節分会
浅草
ふるさと祭り東京2015～日本のまつり・故郷
2月14日～22日世界らん展
東京ﾄﾞｰﾑ
の味～をテーマに1月9日～1月18日まで東京
2月14~15日全日本高等学校ﾁｱﾘｰﾃﾞｲﾝｸﾞ
ドームで開催された。主催者の発表では、10日
選手権大会
代々木体育館
間で４２万人余の入場者が訪れた。会場には、
2月15日第49回青梅ﾏﾗｿﾝ
青梅市 全国のご当地を代表するどんぶり選手権大会、
2月17~20日国際ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ 全国の麺好き集まれの掛け声で「ｲｹ麺」たちの
2月20日～3月31日水戸梅祭り
水戸市 スタンプラリー形式で食べ比べ。北陸３県共同
2月22日 東京ﾏﾗｿﾝ
都庁～ﾋﾞｯｸｻｲﾄ のブースでは、「富山湾鮨」コーナーが人気、
2月28・1日巨人ｰﾔｸﾙﾄｵｰﾌﾟﾝ戦 東京ﾄﾞｰﾑ 富山湾直送の寒鰤や紅ズワイカニなどが味わえ
る。富山県単独のブースでは、県内自治体観光
3月３日 KISSｺﾝｻｰﾄ
〃
パンフレット、鱒ずしなどの特産品が販売され
3月7･8日ﾅｲﾄﾛ・ｻｰｶｽﾗｲﾌﾞ日本公演
〃
たほか、麺やいろはのブラックラーメンなども
3月10･11日侍ｼﾞｬﾊﾟﾝ対欧州選抜
〃
多くの人で賑わっていた。１２日から１４日ま
3月18～20日介護用品、産業展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ で魚津市のたてもん祭りが披露され、大勢の観
3月20･21日巨人ー日本ﾊﾑｵｰﾌﾟﾝ戦東京ﾄﾞｰﾑ 客から盛大な応援が送られた。
3月22日巨人―千葉ロッテｵｰﾌﾟﾝ戦
〃
3月27～29日巨人ー横浜DeNA
〃
3月27~29日ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

：ﾜｼﾝﾄﾝ・ﾅｼｮﾅﾙ・ｷﾞｬﾗﾘｰ展
＊森美術館：～4月24日まで休館中
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～：休館中
きときとTOYAMA逸品フェスタ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～：会期中無休 ～3月
北陸新幹線開業ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝに合わせ、富山
1日ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ探検航海とﾊﾞﾝｸｽ花譜集
の元気企業が創造した特産品などの展示販売

＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～2月15日 月休
：ｸｲﾝﾃｯﾄⅡ五つ星の作家たち
＊ブリジストン美術館～5月17日 休原則月

会が１月29日から1月31日まで、ＪＲ東京駅
構内ｸﾞﾗﾝｽﾀ地下１階びゅうｽｸｴｱで開かれた
初めに石澤義文富山県商工会連合会長（全
：ｺﾚｸｼｮﾝ展ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ﾍﾞｽﾄ ﾏﾈ､ﾙﾉｱｰﾙ、ｾｻﾞﾝﾇ
国商工会連合会長）が「富山は自然が豊かで
＊松岡美術館～3月29日 休月：私の好きなｼﾛｶﾈｱｰﾄ
旨いものが多い。ぜひ多くの人に訪れてほし
有楽町いきいき富山館情報館
＊東京都美術館 1月24日～3月29日 休月
い。」と呼びかけ、続いて江藤東京駅長が
： 新印象派光と色のﾄﾞﾗﾏ
＊根津美術館 休月～2月22日大英博物館から双羊 「富山弁は相手に対する思いやりの言葉であ
富山県認定ﾄﾗｲｱﾙ商品展示販売
り、また来られや」とｺﾒﾝﾄ。この後、芝田富
尊がやってきた 3月7日～救いとやすらぎの仏菩薩
ｱｲﾃﾞｨｱあふれる新商品 ～2月22日まで
＊出光美術館 休月～2月15日 物語絵「ことば」 山県首都圏本部長と3人でﾃｰﾌﾟｶｯﾄがあり、
富山県ではﾍﾞﾝﾁｬｰ企業のｱｲﾃﾞｨｱあ
多くのお客で賑わいを見せた。
と「かたち」 2月21日～3月29日小杉放庵
ふれる新商品をﾄﾗｲｱﾙ発注（試し買
＊三井記念美術館 休月 2月7日～4月5日+
い）して、販路拡大を支援。素材や
：ﾃﾞﾐﾀｽ ｺｽﾓｽ
ものづくり技術を生かした商品を紹
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月～3月29日
介します。
：ｼﾞｭｰﾙ・ﾊﾟｽｷﾝ展
＊浮世絵太田記念美術館休月芳年と国周～2月25日

出会いが効くとやまの薬ﾌｪｱ2月24～3月1日

3月1日～26日 江戸っ娘 ＫaWiiの系譜
＊山種美術館 休月花と鳥の万華鏡 2月7～4月12日
＊五島美術館 休月 茶道具取合わせ～2月15日
＊東京都庭園美術館ｱｰﾙ･ﾃﾞｺと古典主義～4月7日休月
＊東京芸術大 休月 ～4月3日休館中
＊日本科学未来館 休火 ﾁｰﾑﾗﾎﾞ！ 踊るｱｰﾄ展と
学ぶ！未来の遊園地～3月1日

江戸時代から300年余りの歴史を持ち、全国の
人々に愛された富山の薬。伝統の配
置薬の世界と薬の販売を行います。
魚津うまいもんフェア1月３１日～２
月1日開催
去る1月31日～2月1日有楽町で
「魚津うまいもんフェア」が開催された。ｼﾛｴ
ﾋﾞ、昆布、すり身が入った「蜃気楼お好み焼
「地元山岳会員による剱岳３６景」写真展
東京ミッドタウンｽｹｰﾄが好評！
き」の実販売や1階マルシェでは、蒲鉾や鱒の
都内最大級の屋外スケートリンクが今年も東
寿司など海の幸や山の幸が大集合、寒風の中で
１月30日～2月5日までﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ内富士ﾌｲﾙﾑﾌｫﾄ
京ミッドタウンにオープン。高層ビル群と緑に囲
も大勢のお客で賑わいを見せた2日間でした。
ｻﾛﾝで、安宅繁正写真展が開かれた。冬の剱岳を
まれた屋外スケートリンクでは、恋人同士や家
目指しふもと上市山岳会に入会して40年。日本山
岳写真協会北陸支部に入会して14年。単なる山麓 族連れなど大人も子供も一緒に大はしゃぎ！
夜間もイルミネーションでライトアップされ幻想
写真でなく、登山者の目を通し、登山仲間の息遣
いが今にも聞こえてくるような、緊迫した臨場感 的な雰囲気の中で、ナイトスケートが楽しめま
のある写真で、来場者から驚きと絶賛の声が。5月 す。営業期間は3月8日まで、時間は朝11：００
～２２：００まで、お得な回数券などもある。
には富山で巡回展を予定。
写真は安宅ご夫妻

あ と が き
立春も過ぎましたが、この寒さはいかがなものでしょう
か。さて、2015年ほど北陸にとって待ち焦がれた年明け
はなかったのではないかと思われます。暗いニュースが
数多い中、北陸新幹線は夢と希望を乗せて、もうすぐ北
陸路へ！春はすぐそこまで。

