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厚生労働省大臣官房厚生科学課長

銀ブラやショッピング・名所散歩

花火やサバゲーなど思い出の夏を
富山県赤坂会館を拠点に夏の東京を楽し
みませんか。富山から2時間余で東京の街並
み散歩、夕涼みも兼ね一足早くバーゲン
セールも楽しみに。
銀座松屋屋上ビアガーデンは女性限定の
美しくなるをテーマに「潤い」プランが。
美フルーツやスパークリングワイン、美の
カクテルやかき氷など多彩なメニュー。
ビアホールでは明治32年８月４日、日本
に初めてビアホールができました。これを
記念し８月４日はライオン全店で生ビール
が半額で楽しめます。
一方お茶の水では、抹茶ビールが評判を
呼んでおり、「革命的なうまさ」「一口飲ん
で衝撃を受けた」などのコメントが。
ご家族では豊洲のASOBIBA AQUAで
水鉄砲を使ったサバゲー体験を楽しむのも
思い出のひとコマです。
昨年夏の来場者は15万人を超える大盛況
で人気のアミューズメント施設、夏季限定
で豊洲の「MAGIC BEACH]内に登場、必
要な用具はレンタルで大人の男女、小さな
お子様も安心して遊べます。
写真は銀座の和光・三越

写真は神奈川の本覚寺を訪れた時。初代の米国領事館
があり、ハリスが執務した。

富山に初めて行ったのは修学旅行
富山県に初めて行ったのは高校の修学旅行の
ときで、夏の黒部立山アルペンルートを通過し
ました。実は、富山県という認識がなく、長野
県だと思っておりました。平成１６年７月に富
山県庁に赴任して初めて事実を知りました。高
校生のときの無知を本当に反省しています。
高校野球では石動高と郷土代表が対戦
一方、高校時代の夏の甲子園で、私の故郷の
宮崎県代表の高校と対戦したのが石動高校だっ
たことは覚えておりました。赴任の挨拶に朝日
新聞社の富山支局を訪れたときに、歴代の代表
チームの名前が飾られており、「石動」の名前
を見て、富山県の代表だったことを知りまし
た。
宮崎にも日本初のアーチ式ダムが
私は、宮崎県の椎葉村という村に育ちまし
た。近くに上椎葉ダムがあり、これは昭和３０
年に完成した日本最初のアーチ式ダムです。
私が通った椎葉村立椎葉小学校の校歌に「希
望は光るダムの水」というフレーズがあるよう
に、ダムは特別な存在でした。
富山には黒部第四ダムを初めとする様々なダ
ムがあり、故郷の光景にとても似ているなあと
思ったものです。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

椎葉茂樹さん

富山と宮崎は似たような兄弟の感が
歴史を調べると、富山県と宮崎県は明治１６
年にそれぞれ石川県と鹿児島県から分県独立し
ており、いわば兄弟のようなものだと思いま
す。
北日本新聞の掌編小説賞に入賞
分県運動の中心になったのは、富山県は米沢
紋三郎、宮崎県は川越進という二人の県議会議
員です。米沢紋三郎は弱冠２５歳で分県の建白
書を書いて上京。建白書が分県の契機となりま
した。紋三郎の胸像は富山県議会議事堂にあり
ます。初めて議事堂で紋三郎を見たときにひら
めいたことを小説にして、北日本新聞社の掌編
小説賞に応募して入賞、掲載されたのは大変懐
かしい思い出です。
文学館に私の作品が展示されることを期待
富山県庁には平成２０年６月まで４年間お世
話になりました。単身赴任でしたので、休みの
日は自由で、総曲輪の古本屋で買った歴史の本
を読んで、小説の構想を練ったりしました。明
治１１年５月の大久保利通の暗殺に加わった石
川県士族の墓を見に、金沢市や東京谷中の墓地
に行ったこともあります。富山にいたおかげ
で、歴史や文学に触れることができて感謝して
います。富山には文学館もできました。いつか
私の小説が展示されるのを期待しております。
写真は上椎葉ダム

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
鮎塩焼き
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

イベント・催し物・エトセトラ ８月～９月

＊国立新美術館

休火
：ﾆｯﾎﾟﾝの漫画・ｱﾆﾒ・
ｹﾞｰﾑ
～8月31日
日本と韓国の作家達
7月29日～10月12日

8月1日～5日楽天ﾌｪｽﾀ見たいたべたいﾋﾞｯｸｻｲﾄ
8月1～2日ｶﾘﾌﾞ・ﾗﾃﾝ・ｱﾒﾘｶﾌｪｽ代々木公園
8月4日～5日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰｲﾝｺﾝｻｰﾄ 東京ﾌｵｰﾗﾑ
8月7日～9日
〃 ｸﾘｽﾏｽ
〃
＊東京国立近代美術館
8月7日～9日骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘー
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～9月13日 休月
8月8～9日万国学生芸術展
〃
：これからの美術館辞典・ｺﾚｸｼｮﾝ展
8月8～9日全国高校鉄道模型ｺｵｵﾝﾃｽﾄ 〃
＊国立近代美術館工芸館 こども+大人工芸館ﾋﾟｶ☆ﾎﾞｺ
8月19日ｱﾘｱﾅ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺﾝｻｰﾄ 東京ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立博物館 休月
8月21～23日国際鉄道模型ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～9月23日 ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗとｴｼﾞﾌﾟﾄの王妃展
8月17日～19日次世代自動車展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館 休月常設展
8月18日～21日おもちゃｼｮｰ
〃
：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ展 美と陶酔の都へ～9月23日
＊江戸東京博物館 休月：徳川の城
8月26～28日外食ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｲｰｸ
〃
8月４日～9月27日
8月30日自主制作漫画即売会
〃
＊東京都現代美術館 休月子供のための天覧会～10 8月30日ｱｰﾄ雑貨即売会
〃
月12日 ｵｽｶｰ・ﾆｰﾏｲﾔー展～10月12日
9月2～4日ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄﾌｪｱ
〃
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～９月28日 休月
9月12～27日宝塚公演
東京ﾌｵｰﾗﾑ
：鈴木理策写真展
〃
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館～休火 乾山見参 8月5日～9月27日 9月25日～27日ﾂｰﾘｽﾞﾑEXPO観光展
9月25~27日全日本模型ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
藤田美術館所蔵 国宝曜変天目茶碗ほか
＊三菱一号館美術館 ～9月6日 休月
9月26･27日ﾅﾏｽﾃ・ｲﾝﾃﾞｨｱ
代々木公園

とやまファン倶楽部会員交流会開催
第20回とやまファン倶楽部会員交流会が去
る7月22日平河町のホテルルポール麹町で開か
れた。川田忠樹代表世話人の挨拶後、石井隆
一富山県ひとづくり財団理事長が「北陸新幹
線の開業により富山を訪れる人が前年の3・2
倍になり、宿泊客も1･91倍に増加、この内３分
の一は首都圏からのお客である。この新幹線
開業効果を一過性で終わらせることなく、更
に地方創生を推し進め県民の幸せに繋げてい
きたい」と挨拶。宮腰衆議院議員の挨拶、福
田富昭日本レスリング協会長の乾杯の後、新
入会員の紹介などがあった。綿貫民輔元衆議
院議長、中沖豊元知事、約200人の会員が富山
の新鮮な魚介類や鱒ずし、地酒など富山の特
産メニューを楽しんだ。なお、アジア婦人友
好会の中曽根真理子副会長らも出席した。

：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～10月12日ﾃﾞｲﾝ・Q・ﾚ展 明日への記憶
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ展～9月27日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ会期中無休～8月30日

夏だ、花火だ、関東の花火大会

ｴﾘｯｸ･ｻﾃｨとその時代

＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 休月～8月23日
：安野光雄ﾖｰﾛｯﾊﾟ周遊旅行
＊ブリジストン美術館～休館中
＊松岡美術館～9月26日 休月：私の好きなｼﾛｶﾈｱｰﾄ
＊東京都美術館休月：伝説の洋画家展 ～9月6日
＊根津美術館 休月～9月6日 絵の音を聴く
9月19日～11月3日
＊出光美術館 休月没後180年田能村竹田 ～8月2日
日本の美発見 桃山の美術 8月8日～10月12日
＊三井記念美術館休月春信一番！写楽二番～8月16日
蔵王権現と修験の秘宝 8月29日～11月3日
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月～９月6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錦絵誕生250年記念
線と色の超絶技巧 ８月１日～9月27日
＊山種美術館休月前田青邨と日本美術院～8月2３日
琳派と秋の彩り 9月1日～10月25日
＊五島美術館 休月 ｲｾｺﾚｸｼｮﾝの名陶～８月９日
＊東京都庭園美術館 休月～9月23日
：ｱｰﾙ･ﾃﾞｺの邸宅建築を見る ｲｾｺﾚｸｼｮﾝほか
＊東京芸術大 休月～９月13日うらめしや冥途のみやげ
＊永青文庫美術館 休月 春画展 9月19～12月23日
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ 休月九谷焼の系譜8月1日～9月６日

有楽町いきいき富山館情報館

根津嘉一郎と茶

ミッドタウンＳＵＭＭＥ ＲＬＩＧＨＴ GARDEN
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝで「日本の夏の涼」を表すｲﾍﾞﾝﾄが
ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝで開催。18:30～23:00 8月30日まで。
広大な芝生広場に高さ約８ｍ×横幅３０ｍのﾀﾞｲ
ﾅﾐｯｸな滝が表現されています。涼しげな水の音と
ともに流れ落ちる滝はまさにﾅｲｱｶﾞﾗﾌｫｰﾙを思い
起こすほど圧巻です。
また最大約８ｍの大輪の花が咲く花火や、10連
発のｽﾀｰﾏｲﾝなど様々な仕掛け花火が音楽と共に
打ちあがる光景は「日本の夏の涼」そのものです

富山の夏は見どころ、名所、遊びがいっぱい
享保18年（1733）両国川開きに始まった隅
田川花火大会はｺﾝｸｰﾙも含む関東随一の花火
大会です。今年も東京に暑い夏がやってきまし
た。夏の夜空を彩る豪快な、あるいは繊細な花
火を楽しみませんか。
（打ち上げ予定と前回人出）
７月２５日 隅田川花火 ２万発
78万人
８月４日 神奈川新聞 １万５千発
20万人
８月５日 江東区
４千発
30万人
8月8日 東京湾
１万２千発
68万人
８月１１日 神宮外苑
1万発
32万人
8月22日多摩川
6千発
60万人
８月２４日 調布市
８千発
35万人
8月29日横須賀市
1200発
2万人
9月19～20日横田基地

「七夕まつり」「ゑびす祭り」「精霊やぐらやき」。富山

は夏もお祭りがいっぱい。
また、「庄川水まつり」や「大岩そうめん」など涼を感
じられるスポットやグルメもたくさん有ります。
毎年この時期には、たくさんの小・中学生が夏休み
の自由研究のために富山館を訪ねてくれます。今
回は、そんな自由研究のお手伝いとなるように、
「富山県」を学科別にわかりやすく説明します。

池袋サンシャイン水族館で涼を楽しむ
天空のオアシスをコンセプトに南国リゾー
トを思わせる空間の広がりで1978年、日本
で初めての屋上にある展示方法をとるドー
ナツ型水族館で話題に。その後2011年8月リ
ニューアルｵｰﾌﾟﾝして現在に。アシカたち
の愛らしい姿、ラッコ、ウーパールーパー
アロワナ、幻想的な「クラゲトンネル」や
海洋生物が多彩に生活する水量240トンの大
水槽など見どころ満載である。

あ と が き
ギリシャの再建をするか、離脱かに揺れたEU各国の財
政当局、中国の株式下落の下支えを中国政府が介入、
日本では、国立競技場の新築費の高さに血税の使い方
がこの夏話題に。国民はいつも蚊帳の外であるが、今回
は国民の声が安部総理に届いたのか白紙撤回に。
玉虫色の決着でなく勇断に拍手が。

