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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第５３号

赤坂だより
初夏の富山料理を堪能しませんか
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！
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。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

赤坂だよ
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創作は場所ではなく自分の問題
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一般社団法人日展会友光風会会員越谷なつみさん

赤坂会館との出会いは
赤坂会館との出会いは新国立美術館が六本木
に出来た時からで、近辺は都心にありながら静
で隣の高橋是清公園の大きな木々は爽やかな風
を運び東京にいることを忘れさせてくれます。
また、支配人平澤さんと語らう時が楽しく（ち
なみに夕食の兜煮は絶品）富山弁がこれまた格
別です。
朝は朝でタクシーなど繋がらない際は、いつ
まで動くのだろうかと思うような車で、美術館
まで軽やかに送っていただき、感謝していま
す。富山県人にとってはこれ以上の宿はないと
思います。
東京は近いですが富山でも多くの展覧会を
北陸新幹線の開通で東京は近くなりました
私が制作しているアトリエからは大伴家持が
歌に詠んだ二上山がゆったりと横たわりその麓 が、益々東京一局集中になり、地方財政が窮迫
に3月に開通した北陸新幹線の新高岡駅が小さ している作今では、地方でよい展覧会が開催さ
れる機会が減るのではないかと危惧していま
く見えます。
私は県外で暮らした十数年以外は高岡で暮ら す。富山でも多くの展覧会が開催されればと思
し油絵を制作しています。長閑さは昔と全く変 います。
近くなったとはいえ高齢化に伴い、東京まで
わりません。
行ける人が少なくなりました。
富山の自然、食、空気などが素晴らしい
せっかく国立新美術館に自分の作品が展示さ
富山の地は山・里・海・川・食・空気等など
れても見にいけないのです。なぜ東京だけなの
どれをとっても素晴らしい所です。
その上災害（地震台風など）がほとんどあり かと歯がゆく思います。交通手段の発達もよい
ません。マスコミが大げさに報道する雪も最近 のですが、それにも乗れない人がいることも考
では除雪が発達したせいもあり苦になるほどで えたいと思います。私も今後何年赤坂会館にお
世話になれるのかなとふと思います。
はありません。雪景色の綺麗なこと朝日があ
赤坂会館も年月を経ていますが、幸いにも耐
たった雪は息をのむほど美しく感動します。
ある富山出身の脚本家は、立山連峰が巨大な 震構造になっており、是非この場所にあり続け
壁に見えこれを超えた先にこそ夢があると上京 て欲しいと切に思っております。
したが決して東京は無条件で何かを与えてくれ
写真は日展富
る夢の土地ではなかったと北日本新聞に書いて
山展の解説風景
いました。私も若い時は田舎が嫌いで帰りたく
ない所でしたが、創作は場所ではなく自分の問
題であると思えるようになりました。
今では所属している美術団体の光風会展と日
展の為上京し何日か過ごすうちにはあの湿気を
含んだ空気が恋しくなり早く帰りたい思いに駆
られます。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

＊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 シロエビ塩麹和
お造り 平目昆布締 才巻エビ
梅貝
白ダツ胡麻クリーム
鱸野菜巻
鱒寿司
鯛魚麺
白エビ掻揚
烏賊炙り
氷見うどん

＊JR 北陸新幹線利用

煮物
焼物
凌ぎ
酒肴
揚げ物
酢の物
食事
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

＊３０，１００円～３３，９００円（１名利用） 2泊3日プランも
＊２６，４００円～３１，８００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
＊２９，２００円～３０，２００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
：ﾏｸﾞﾘｯﾄ展～6月29日
～6月1日ﾙｰﾌﾞﾙ美術館展

＊東京国立科学博物館
休月：大ｱﾏｿﾞﾝ展

～6月14日
＊東京国立近代美術館
6月16～9月13日 休月
：これからの美術館辞典・ｺﾚｸｼｮﾝ展
＊東京国立博物館 休月 ：～6月1日京都高山寺至宝
7月11日～9月23日 ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗとｴｼﾞﾌﾟﾄの王妃展
＊国立西洋美術館 休月常設展
：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ展 美と陶酔の都へ6月23日～9月23日
＊江戸東京博物館 休月：NHK特集 花燃ゆ
６月４日～7月20日
＊東京都現代美術館 休月
MOTｺﾚｸｼｮﾝ特別企画・山口小夜子～6月28日
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～6月28日 休月
：ﾐﾗｰ･ﾆｭｰﾛﾝ展

7月18～鈴木理策写真展
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～7月20日休火 乾山見参

＊三菱一号館美術館

6月27日～9月6日

休月
：画鬼暁斎・幕末明治のｽﾀｰ絵師と弟子ｺﾝﾄﾞﾙ
＊森美術館：～7月5日ｼﾝﾌﾟﾙなかたち展
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～岸本斎史 ﾅﾙﾄｰ展～6月28日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ会期中無休
ﾎﾞｯﾃﾁｪﾘとﾙﾈｯｻﾝｽ・ﾌｨﾚﾝﾂｪの富と美

＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館～6月28日 月休
：ﾕﾄﾘﾛとﾌﾞｧﾗﾄﾞﾝ 生誕150年 母と子の物語
安野光雄ﾖｰﾛｯﾊﾟ周遊旅行 7月7日～8月23日
＊ブリジストン美術館～休館中
＊松岡美術館～6月28日 休月：私の好きなｼﾛｶﾈｱｰﾄ
＊東京都美術館～6月28日休月 ：大英博物館展
伝説の洋画家展 7月18～9月6日
＊根津美術館 休月～7月20日 江戸の ﾀﾞﾝﾃﾞｨｽﾞﾑ
刀から印籠まで

＊出光美術館 休月～6月14日

東洋の美
没後180年田能村竹田 6月20日～8月2日
＊三井記念美術館休月～6月10日三井の文化と歴史
春信一番！写楽二番 6月20日～8月16日
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月～6月21日
：ﾙｵｰとﾌｫｰﾌﾞの陶磁器展
＊浮世絵太田記念美術館休月芳江戸の悪～6月26日
＊山種美術館 休月松園と華麗なる女性画家たち
～6月21日 前田青邨と日本美術院 6月27日～
＊五島美術館休月近代の日本画展～6月21日
：ｲｾｺﾚｸｼｮﾝの名陶 6月27日～
＊東京都庭園美術館 休月ﾏｽｸ展～6月30日
：ｱｰﾙ･ﾃﾞｺの邸宅建築を見る7月18日～
＊東京芸術大 休月～7月26日ﾍﾚﾝｼｬﾙﾌﾍﾞｯｸ
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 休月 鴨居玲展～7月20日

一般財団法人富山会館理事会の開催
去る５月２９日（金）に白山富山会館において
一般財団法人富山会館の第４回理事会が開催され
ました。
第１号議案の「平成２６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２７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。

東京タワー展望台に「天の川」出現！

イベント・催し物・エトセトラ ６月～７月
6月3日～5日ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月5日～7日輸入車ﾓｰﾀｰｼｮｰ
〃
6月5日～7日住まいづくりﾌｪｱ
〃
6月9日～12日国際食品工業展
〃
6月13･14日ﾍﾞﾄﾅﾑﾌｪｱ
日比谷公園
6月17日～19日次世代自動車展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月18日～21日おもちゃｼｮｰ
〃
6月20日･21ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ友好ﾃﾞｲ 代々木公園
〃
ｻﾙｻｽﾄﾘｰﾄ
〃
6月23日～24中古住宅ﾌｪｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月24日～26日日本ものづくりﾜｰﾙﾄﾞ
6月27・28日ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙﾒ・ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾀ
代々木公園
7月4・5日ﾀｲﾌｪｱ
日比谷公園
7月1112ｱﾌﾘｶﾌｪｱ
〃
7月18＾19日ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 代々木公園
7月20日～30ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ
ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ公演
東京ﾌｵｰﾗﾑ
8月16・17日 ﾐｽﾀｰﾁﾙﾄﾞﾚﾝ
東京ﾄﾞｰﾑ

富山県人会連合会懇親のつどい開催

東京タワーに満天の星が？。6月1日から8月
31日までの期間限定で「天の川イルミネー
ション」として、合計約13万箇の青色と白色
のLED電球が光輝く。
大展望台1階では、同室内に天の川がかかっ
た夏の夜空をイメージした雄大なイルミネー
ションが点灯、天の川の中には、赤色の織姫
と白色の彦星が輝き、不定期に流れ星が現れ
る演出もある。
一方600段の外階段では、
「昇り階段」と
「下り階段」の手すり部分には、明滅する青
色LED電球が装飾され、
「青い星の外階段」と
して演出、今年は初めての試みとして「下り
階段」も同じように装飾される。
イルミネーションは、毎日17:00～23:00まで
点灯、夏の風物詩として楽しんではいかが。

去る6月２日（火）ホテルニューオータニ
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。
午後6時から開会、始めに物故された方へ
の黙祷、立山の御歌を斉唱し、ふるさとの発
展に尽くされた方に「ふるさと賞」が桑山県
人会連合会会長から授与された。
有楽町いきいき富山館情報館
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、各企業や出身地区
とやまの建造物・土木構造物の紹介
別などに分かれ、富山県出身者が久方振りの
富山の歴史とともに歩んできた建造物や土木
再会を喜び語りあった。終盤おわら節やお楽
構造物の中で観光ｽﾎﾟｯﾄを紹介します。
しみ抽選会などがあり、名残つきないひと時
を楽しんだ。

会館の庭園つつじが今年も咲き誇り
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、見頃を迎えました。
来館者や会議のお客様からも「まあ、きれい
ね」と、大変喜ばれている様子を見るにつけ水
やりに励んだ労が吹っ飛びました。
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。

昨年9月に開催して、第一巻を発行した「ﾄﾔ
ﾏｶﾞｼﾞﾝ」
。今回は各市町村における夏のお薦め
ｲﾍﾞﾝﾄ・ｽﾎﾟｯﾄ・ｸﾞﾙﾒなどを雑誌風に展示、「ﾄﾔ
ﾏｶﾞｼﾞﾝ」第二巻を発行。来館者に配布します。

あ と が き
さわやかな初夏のこの時節、雨に濡れた色とりどりの紫
陽花を見ると、気持ちが和らぎほっとします。
お陰様にて、平成26年度は平成8年改装以降で最高
の利用者がありました。これからも職員一丸となり、一層
サービスの向上に努め、皆様に喜んでご利用いただける
よう努力いたします。 よろしくお願い申し上げます。

