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北陸新幹線開業にあたっての富山への思い

赤坂で旬の富山料理を味わう！
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
い味覚です。
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「シロ
エビ」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、ぜひご利用ください。

富山県での生活が懐かしい
昨年６月末まで３年間、富山県庁で働き、富
山県で過ごしました。書けばキリがありません
が、大変だった冬の雪かきも含め、当時の富山
での出来事を大変懐かしく思います。
振り返れば、日本全国でも、海越しの美しい
山並みと日本の原点である田園風景が眺望でき
る地域は限られており、さらに、全国でも活躍
する産業が展開する富山のような地域は、他に
なかなかないのではないでしょうか。
冬の過ごし方がハードルですが、雪は確かに
面倒ですが、富山県人は風呂好きなのか、多く
の温泉のみならず、充実した銭湯が楽しめます
し、スキー場も近く、何より冬の魚（酒）がお
いしいということを考えれば、楽しい季節で
す。
北陸新幹線の開業
３月１４日に北陸新幹線が開業し、東京から
観光客が増加することが期待されています。こ
のような場合、華やかな観光地にスポットライ
トが当たりがちです。
本当の富山の良さとは
しかし、富山県の本当の良さは、ある程度滞
在してみないとわからないように思います。

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

2泊3日プラン
もあります。

＊JR 北陸新幹線はくたか号利用
＊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

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット
＊２６，０００円～３３，０００円
＊３日前までにお申し込みください。

写真は富山
県立山室堂
でのスナッ
プ

和会席 お献立
先付け 長芋和え
お造り 平目 ホタルイカ
煮物
飯蛸煮
焼物
椙柚庵焼
温物
ホタルイカしゃぶ
揚げ物 白エビ掻揚
酢の物 烏賊炙り酢
食事
氷見うどん
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

派手さはないかもしれませんが、美しい原風
景を眺めながら、地元の素朴でおいしい食事に
舌鼓を打ち、地域によって異なる、息づく伝統
や産業の営み、人々の生活を感じながら、ス
ローに過ごすことが醍醐味のようにも思いま
す。少なくとも３～４日程度滞在し、様々な良
さをじっくり味わう「富山ファン」が増えてい
くことを願っています。
赤坂会館との出会い・期待
さて、赤坂会館との出会いは、富山県庁で働
いていた際に仕事の関係があったことと東京出
張の際に何回も訪れたことですが、東京に来て
からも、富山県産のおいしい食 事を味わえる
数少ない場所として、利用させていただきまし
た。何より、都会の喧噪と関係なく静かで、昔
の旅館のように、心からのおもてなしによって
落ち着ける空間は他に替え難いものがありま
す。
私の現在の仕事はIT（情報技術）関係です
が、今後の世の中がデジタルにより益々便利に
なっていく一方で、逆にアナログ的な存在が
益々貴重になってくるということでしょうか。
富山県赤坂会館が「都会のオアシス」として引
き続き人々を癒やしていくことを祈念して筆を
置きます。

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。

＊２６，４００円～３１，８００円（２名1室）

経済産業省情報経済課長佐野究一郎さん

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。

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 春
＊国立新美術館

休火
：ﾏｸﾞﾘｯﾄ展～ 6月25日
ﾙｰﾌﾞﾙ美術館展～6月1日
風俗画にみるﾖｰﾛｯﾊﾟ絵画

＊東京国立科学博物館
休月：国産顕微鏡100
年展～4月19日

大ｱﾏｿﾞﾝ展～6月14日
＊東京国立近代美術館休月片岡球子展 4月7日～5
月17日 ＭＯＭＡＴｺﾚｸｼｮﾝ展 5月17日
＊東京国立博物館 休月 ：～5月17日ｺﾙｶﾀ･ｲﾝﾄﾞ博

イベント・催し物・コンサート ４月～５月

東京都内・関東近郊の桜だより

4月4～5ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾄﾞｯｸﾞｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月 〃 ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾘｰﾑ2015
〃
4月 〃 ﾜｲﾝｸﾞﾙﾒｼﾞｬﾊﾟﾝ
〃
4月14~15日 全日本高等学校ﾁｱﾘｰﾃﾞｲﾝｸﾞ選手権
大会

代々木体育館

4月16日~19世界ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ国別対抗戦
代々木体育館

4月23・25･27ﾎﾟｰﾙ・ﾏｯｶｰﾄﾆｰﾂｱｰ ﾄﾞｰﾑ
4月25日ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘﾎﾞﾝｳォｰｷﾝｸﾞ
日比谷公園
4月2526日ｶﾝﾎﾞｼﾞｱﾌｪｽｨﾊﾞﾙ
代々木公園
物館所蔵 ｲﾝﾄﾞの仏 仏教美術の源流
4月25・26ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ・ｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
＊国立西洋美術館 休月常設展 西洋絵画と彫刻
4月26日ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽ競技会
後楽園ﾎｰﾙ
：ｸﾞｴﾙﾁｰﾉ展よみがえるﾊﾞﾛｯｸの画家～5月31日
5月3日4日 ｽｰﾊﾟｰｺﾐｯｸ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊江戸東京博物館 休月：大関ｹ原展～5月17日
5月9~10緑とふれあうﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 日比谷公園
＊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
〃
沖縄祭り
代々木公園
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～ 休月
5月13~15日ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾓﾊﾞｲﾊﾞﾙ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：高橋ｺﾚｸｼｮﾝ展 4月18日～6月28日
〃
国際ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ展
〃
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～5月10日休火 天才絵師若冲と蕪村
5月23~25日ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰｽﾞﾗｲﾌﾞ
ﾄﾞｰﾑ
＊三菱一号館美術館 ～5月24日 休月
5月30・31日 GLAYﾌァｲﾅﾙﾗｲﾌﾞ
ﾄﾞｰﾑ
：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
富山の魅力についてトークショー
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ会期中無休～6月28日
ﾎﾞｯﾃｨﾁｪﾘとﾙﾈｯｻﾝｽ ﾌｨﾚﾝﾂｪの富と美
北陸新幹線開業カウントダウンに合わせ、
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館4月18日 月休
去る３月７日東京丸の内のＫＩＴTEビルで開
：ﾕﾄﾘﾛとｳﾞｧﾗﾄﾞﾝ 母と子の物語 ｳﾞｧﾗﾄﾞﾝ生誕150年 かれた「とやまＷee Ｋ in東京２０１５」に
＊ブリジストン美術館～5月17日 休原則月
石井富山県知事と女優でエッセイストの室井

写真は千鳥が淵

日本に生まれて良かったと感ずるこの季節。待
ちに待った桜の開花がやってきました。東京都
内や各地の桜の名所では、昼だけでなく夜も多
くの人達がお花見を楽しむ光景が。
お花見都内のベスト５１位目黒川、２位六
義園、３位小石川後楽園、４位上野恩賜公園、
５位隅田公園となっている。また、靖国神社と
併せ、千鳥が淵には年間100万人の人達が訪れ
るほか、六本木ヒルズや毛利庭園・赤坂サカス
なども高い人気を誇っている。一方関東近郊で
は、横浜の三渓園は鎌倉時代から続く雄大な建
物を眺めるのも良い。このほか、みなとみらい
21や根岸森林公園も。千葉では、青葉の森公園
や泉自然公園は「さくらの名所100選」にも入
る人気スポット。埼玉では、大宮公園や岩槻城
址公園。茨城では、亀城公園の土浦城址を見な
がらの桜はとても趣があり、栃木では、日光街
：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
滋さんがトークショーを行い、富山の魅力を 道の桜並木は見ごたえ十分である。
＊松岡美術館～6月28日 休月：私の好きなｼﾛｶﾈｱｰﾄ ＰＲした。石井知事は、富山湾鮨の切手が大
＊東京都美術館 4月18日～6月2８日 休月
好評で増刷に追われていることや、昨年富山
：100のﾓﾉが語る世界の歴史

＊根津美術館

休月 4月18日～５月17日
尾形光琳 300忌 国宝 燕子花と紅白梅
＊出光美術館 休月 4月11日～6月14日
東洋の美

中国・朝鮮・東南ｱｼﾞｱの名品
＊三井記念美術館 休月 4月11日～5月6日
：茶の湯の名品
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月4月11日～6月21日
：ﾙｵーとﾌｫーﾌﾞの陶磁器
＊太田記念美術館休月広重と清親～5月28日
＊山種美術館休月 松園と華麗なる女性画家たち
4月18日～6月21日 4月12日まで花と鳥の万華鏡
＊五島美術館 休月 春の優品展～5月10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
ﾌﾗﾝｽ国立ｹ･ﾌﾞﾗﾝﾘ美術館ﾏｽｸ展4月25日～6月30日
＊東京芸術大休月ﾀﾞﾌﾞﾙ・ｲﾝﾊﾟｸﾄ 4月4日～5月17日
＊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～5月10日

一般財団法人「富山会館」理事会開催
去る３月20日（金）東京富山会館において、一
般財団法人富山会館の理事会が開かれた。桑山会
長の挨拶があり、第1号議案「平成26年度収支予算
の補正について」第2号議案「平成27年度事業計画
及び収支予算」第3号議案「平成27年度資金運用に
係る年次運用方針について」第４号議案「平成２
６年度第４回評議員会の招集について」が審議さ
れ全議案とも異議なく承認されました。

湾が世界で最も美しい湾クラブに加盟した事
などを説明、一方室井さんは自らプロデュー
スし会場で限定販売された「富山湾ごっつぉ
弁当」に詰められたホタルイカやシロエビな
ど富山の海の幸をＰＲした。

有楽町いきいき富山館情報館

富山の春は見どころ、魅力、満載
富山の「春」は魅力がいっぱい。富山市の第
６１回チンドンコンクールは、太鼓やクラリ
ネットの音で春を告げ、砺波市のチューリップ
フェアは、６５０品種、２５０万本のチュー
リップが咲き誇る様は見事です。立山の雪の大
谷は２０ｍを超える雪の壁が眼前に迫り圧倒的
です。高岡の曳山祭りや各地の獅子舞、黒部峡
谷鉄道のパノラマツアーも始まります。一方グ
ルメ族を堪能させる富山湾に春を告げる珍味ホ
タルイカやシロエビやサクラウグイ、旬のたけ
のこ料理など魅力が盛りたくさんです。
また、アコイコ富山県出身者の若者ネット
ワークによる特別ツアーもあります。

全館でWi-Fi利用が可能に！
従来赤坂会館では、インターネット利用の場
合は、ケーブル回線を使用しておりましたが、
利用者へのサービスと利便性向上のため、全
館でWi-Fiが使えるようになりました。
これにより、スマートフォンやタブレット端末、パ
ソコンなどネット環境が大幅に改善され、外国人
の方はもちろん、多くのお客様から、大変ご好
評を得ております。
天井に付けられた機器

あ と が き
北陸路の野にも里にも北陸新幹線が待望の春を運ん
できました。進学や別れ、旅立ちの春にスマートな新型
車両がお似合いです。気候もよくなってまいりました。花
のお江戸へ２時間ちょっとで銀ブラを楽しんだり、名所旧
跡をお訪ねになりませんか。皆様のお越しを心よりお待
ちしております。

