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富山の思い出

URL；http://homepage3.nifty.com/akasakakaikan/

町田市民病院整形外科部長・リハビリテーション科部長

もちろん、美しい立山連峰の景色、車で30
分ほどのスキー場、美味しいお酒や富山湾の海
の幸に魅かれたことは言うまでもありません。
大学附属病院、関連病院で研修の後、大学院に
進学、その後英国オックスフォード大学留学、
帰国後、助手、講師として研究を続けました。
そして平成18年（2006年)4月、東京都町田
市にある町田市民病院に赴任のため、学生時代
を含め27年間お世話になった富山を離れるこ
とになりました。

富山湾の新鮮さとおいしさを直送
職場や親しい友人達との語らいに！
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。

鰤のしゃぶしゃぶ、鰤大根、ゲンゲの
すまし汁や鍋、新湊の紅ズワイ蟹
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、冬の魚の王様寒鰤を使っ
たしゃぶしゃぶや鰤大根、塩焼きなど富山
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、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。砺波の銘酒
「立山」はやや辛口ながらバランスの取れ
た味わいで評判は上々、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
では米どころ滑川の「米騒動」も一度口に
した方は、再び注文されます。ワインでは
富山市の「ホーライサンワイン」などがあ
りますが、今年のヌーボーも楽しみな出来
具合です。

氷見うどん・大門素麺も大好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も評
判が良く、何処で購入出来るか聞かれるお
客さんもおられます。職場の皆さん、同窓
会やクラス会、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。

石原裕和さん

懐かしい富山の思い出は宝物

富山との出会いは
私と富山との出会いは、昭和54年（1979
年）4月、富山医科薬科大学医学部（現、富山
大学医学部）に入学したことに始まります。富
山市寺町にあった川上荘という学生下宿で、横
浜の実家を離れ、初めての一人暮らしをスター
トさせました。その当時、大学は開学4年目の
新設大学で、まだ学生は医学部、薬学部合わせ
て800名程度のアットホームな大学でした。
折角の機会なのでスキー部に入部
せっかく富山に来たのだから、卒業までには
スキーぐらいは出来るようになって帰ろうと思
い、スキー部に入部しました。スキー部は、富
山大学薬学部スキー同好会がそのまま移行した
もので、大学の中では、唯一長い伝統を誇るク
ラブでした。スキーは全くの初心者でしたが、
スキー部OBでSIAプロ資格を持つ横山司甫氏の
ご指導のもと、多い年は年間30日ほどスキー場
に通いつめ、大学5年の時にはSAJ 2級の検定に
合格することが出来ました。そんな私ですが、
勉強もそれなりに頑張り、６年後には無事卒業
することが出来ました。大学卒業時、横浜へ帰
るか、富山に残るか随分と迷いましたが、
恩師、辻 陽雄教授（現、名誉教授）が主宰さ
れる整形外科学教室に入局しました。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

町田へ来て早や9年が経過し、日々診療に忙
殺されていますが、ふと富山での生活が懐かし
く思い出されます。新入生研修での立山登山、
一晩で車が完全に埋まるほどの雪で、交通が完
全にストップし、大学の授業もすべて休講に
なった56豪雪、低温室にこもって実験を続け
た大学院時代、深夜まで診療、手術、研究に励
んだ大学病院での活動、名鉄トヤマホテルでの
結婚式、子供たちの誕生、家族で訪れた多くの
名所等、富山での思い出は、私のかけがえのな
い宝物になっています。これからも富山での経
験を活かし、お世話になった富山に少しでも恩
返し出来るよう、精進したいと思っています。
写真は富山大学整形外科医局時代・向かって左端より、松
下助手（現、リハビリテーション部准教授）筆者、木村教授、
金森准教授（現、看護学科教授）森田講師（現、東京女子医科
大学）筆者後方が川口助手（現、准教授）

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

菊花合え
鯛 昆布締
富山おちょぼいか
鱸朴葉焼
幻魚鍋
白エビ掻揚
太刀魚酢
五箇山そば

＊JR 北陸新幹線利用

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

2泊3日プランも
＊２１，０００円～２２，０００円（２名利用） あります。

先付け
お造り
煮物
焼物
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
お問い合わせください。

＊２５，７００円～３１，７００円（１名利用）

美術館・劇場情報 201５冬

イベント・催し物・エトセトラ １２月～１月

「新幹線開業物語」講談会盛況裡に終了

＊国立新美術館

休火
：ﾆｷ･ﾄﾞ･ｻﾝﾌｧﾙﾃﾝ～
12月14日日展～12月6日
未来を担う美術家たち
12月12日～1月24日

12月2～4日ものづくりﾏｯﾁﾝｸﾞ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
12月2～5日国際ﾛﾎﾞｯﾄ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
12月6日まで神宮いちょう祭り
神宮外苑
12月4～6日ご当地鍋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 日比谷公園
＊東京国立科学博物館
12月11～25日ｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ2015
〃
休月：世界のヒョウ
12月14日義士祭
泉岳寺ほか
タン展～12月6日
12月19~20日 ﾛｼｱ国立ｻﾝｸﾄﾍﾟﾙﾍﾞﾙｸﾞ・ｱｶﾃﾞ
＊東京国立近代美術館～12月3日 休月：ＭＯＭAT ﾐｰ・ﾊﾞﾚｰﾚｵﾆｰﾄﾞ･ﾔｺﾌﾞｿﾝ記念「くるみ割り
ｺﾚｸｼｮﾝ藤田嗣治展、映像表現72、てぶくろ、
人形」
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立博物館 休月： 始皇帝と大兵馬俑
12月20日ﾐｯﾌｨーと一緒にｸﾘｽﾏｽ
〃
：～２月2１日
12月25・26日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ・ｵﾝ・ｸﾗｼｯｸ 〃
＊国立西洋美術館 休月 ～1月11日
12月23日天皇誕生日一般参賀
皇居
：黄金伝説 古代地中海世界の秘宝
＊江戸東京博物館休月～1２月6日：浮世絵から写真 12月25日～31日
人形町歳の市
：ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ天才の挑戦 1月16日～4月10日 12月31日干支狐の行列
王寺稲荷神社
＊東京都現代美術館 休月：ｵﾉﾖｰｺ、私の窓から
〃 ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝと海開き
小笠原村
～2月14日
1月３日69回ﾗｲｽﾎﾞｰﾙ
東京ﾄﾞｰﾑ
東京ｱｰﾄ 見えない都市を見せる～2月14日
1月8日～17ふるさと祭り日本の祭り 東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～12月23日
1月21～27日国際ｷﾙﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 東京ﾄﾞｰﾑ
：LABYRINTH Of UNDERCOVER 休月
1月29～31日住まいの耐震博覧会国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 12月16日～2月7日休火
：水 神秘のかたち
1月31～2月8日ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱ
東京ﾄﾞｰﾑ
＊三菱一号館美術館 ～1月31日 休月
：ﾌﾟﾗﾄﾞ美術館展 ーｽﾍﾟｲﾝ宮廷 美への情熱
＊森美術館：村上隆の五百羅漢図 ～3月6日

＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ
：黄金のﾌｧﾗｵと大ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ～1月3日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ ～12月7日会期中無休
：風景画の誕生 ｳｲｰﾝ美術史美術館蔵
＊永世文庫 春画展 休月 ～12月23日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 休月
：東郷青児とﾊﾟﾘの美術 ～12月23日
絵画のゆくえ 2016 1月9日～2月14日
＊ブリジストン美術館 休館中
＊松岡美術館 ～12月13日 休月
：私の好きなｼﾛｶﾈ･ｱｰﾄ

＊東京都美術館～12月13日休月 モネ展
＊根津美術館 休月 ～12月23日

去る11月29日（日）午後2時から開催された
「北陸新幹線 開業物語」の講談会は、盛況の
うちに終了しました。当日は初めて赤坂会館を
訪れた人が7割を超える中、小春日よりの穏や
かな日差しが会場に差し込み和やかな雰囲気と
なった。初めに平澤支配人の歓迎のあいさつが
あり、続いて講談師「田辺凌鶴」さんの第一席
「お楽しみ講談、徳川家康の家来うつけ者の
話」、第二席「北陸新幹線開業物語」の名調子
に大勢のお客様が酔いしれました。北陸にとっ
て100年に一度のビッグチャンスの大事業、特
東京ミッドタウンイルミネーション
にオイルショックやJR民営化などによる事業凍
結、凍結解除の下りや、スーパー特急からフル
11月12日にスタートしたクリスマスイルミネー
ションの点灯式では、映画「杉原千畝」に出演の 規格に、地元負担が増えるなかでの苦渋の決断
俳優唐沢寿明さん、小雪さんが華やかなセレモ などがあったが、最後は富山県民の応援や環日
ニーを行い高揚ムードで盛り上がりが。今年で第 本海時代に向けた構想などが紹介され、遂に最
9回目を迎えた「スターライトガーデン」では約52 速2時間8分で富山と首都圏とが結ばれることと
万球のLEDを使ったまばゆいばかりの光のイルミ なった時は大盛り上がりであった。
ネーションが幻想的なシーンや様々な表現を演
有楽町いきいき富山館情報館
出。 特に今年は見どころやストリーを紹介する
コンシェルジュが登場し、11月30日から12月13
地域資源活用・農商工連携商品フェア
日までご案内するサービスが新企画として評判
ぐい呑みやおりんなど富山の伝統的な技術等を
を呼んでいる。 この光の演出は12月25日まで
活用して製作された日常生活に役立つものや、
開かれており、クリスマスを楽しむ人達で毎年賑
心が和むｲﾝﾃﾘｱにぴったりな商品を展示。
わいを見せている。

：物語をえがく 王朝文学からお伽草子まで
＊出光美術館休月 ～12月20日ﾞｼﾞｮﾙｼﾞｭ・ﾙｵｰ展
＊三井記念美術館 休月 ～1月2３日
：三井家伝世の至宝
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 ～12月20日

ｺﾞｰｷﾞｬﾝとﾎﾟﾝ＝ﾀｳﾞｧﾝの画家たち
＊浮世絵太田記念美術館休月～2月1日休館中
＊山種美術館 村上華岳京都画壇の画家～12月23日
＊五島美術館休月：一休とんち小僧の正体～12月6日
茶道具取合せ展 12月12日～2月14日
＊21_21DESIGN SIGHT 建築家ﾌﾗﾝｸ・ｹﾞｰﾘｰ展

受験生やご家族の皆様を応援！
富山県赤坂会館では、受験生やご家族皆様に特
別な宿泊応援プランをご用意しております。大切
な入試を迎える皆様に安心してお過ごしいただけ
ますよう心を込めてお世話させていただきます。
１月10日～3月20日まで受け付けしております。
記
一人利用
二人利用
ご利用料金
洋室シングル
6700円
洋室ツイン
5900円
4300円
和室6畳
5900円
4300円
2段ベッド
4800円
4300円
和室6畳デラックス
7200円
5300円
特典
１合格祈願ｸﾞｯｽﾞをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。
２富山の名水OR缶ｺｰﾋｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。
３全館WiFi対応、電気ｽﾀﾝﾄﾞ無料貸出
４合格祈願特性おにぎり（要予約350円）
。

まちの逸品「べつばら富山」フェア
豊かな風土と新しい感性の結びついた女性に好
赤坂ACTｼｱﾀｰで公演の「ｽｸﾙｰｼﾞ」～ｸﾘｽ まれるお土産や、伝統を支える職人と新進気鋭
ﾏｽｷｬﾛﾙ～のｷｬｽﾄによるｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ点灯式が のﾃﾞｻﾞｲﾅｰがｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝして生まれたお菓子や工
11月27日に行われた。約1670万色のLEDﾊﾞｰ 芸品の数々を展示します。1月11日まで開催
ﾃｨｶﾙﾁｭｰﾌﾞが多彩で幻想的な空間を演出、
地上に配置された花のような「ｱｰﾄﾌﾗｯｸﾞ」
が輝く一方、空では「天空のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」
が美しい空間を演出します。

「赤坂サカス音×テラス」イルミネーション

あ と が き
世界的なエルニーニョ現象で海水温度が高くなり、そ
の影響が富山でも起きており、北陸新幹線で初滑りを立
山で楽しもうとした人達も雪不足に神頼みも。今後の日
本海鰤漁などにも影響が出ないことを祈りつつ、来るべき
年が平和で穏やかになるよう祈りたいものです。

