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富山とふれあい富山を楽しむ NHK会友（元広島放送局副局長） 白山 敬さん

赤坂会館は、受験生の皆様を
全力でバックアップいたします。
都心にありながら、緑に囲まれた閑静な
中に佇む富山県赤坂会館。青山一丁目駅
から徒歩８分、赤坂見附などの拠点駅に
も近く、都内各地の大学へのアクセスに
もとても便利です。会館では今年も頑
張っておられる受験生やご家族の皆様に
特別なご宿泊プランをご用意いたしまし
た。大切な入試の日を迎える受験生やご
家族の皆様に安心してお過ごしいただき
ますようスタッフ一同、心を込めてお世
話をさせていただきます。ご宿泊料金は
通常料金より、一室１人ご利用の場合は
1，000円、一室２人以上ご利用の場合
は１人につき500円割引させていただき
ます。（割引後の料金は、次のとおりです）

北陸新幹線開通と東京アクセスの今昔
昨年３月の北陸新幹線開通以来、富山・金沢の話
題がテレビ・雑誌等を賑わしています。
還暦を過ぎてようやく故郷へ新幹線が通じた喜びは
大きいものがあります。富山育ちの私が進学で上京し
ご利用料金
た昭和４５年頃のルートは、上信越線経由の昼間帯
利用料金 １人利用 ２人利用
設備
の特急[はくたか] [白山] 急行 [立山]、さらには夜行
洋シングル 6７00円
バストイレ付
寝台列車[北陸] [越前] などがありました。富山東京
洋ツイン 5９00円 4200円 バストイレ共用 間は昼で6時間、夜行では9時間もの時間がかかりま
した。
和６帖
5９00円 4200円 バストイレ共用
2時間余りで故郷に到達する最速の[かがやき]に何
和６帖DX 7２00円 5100円 トイレ応接セット 度か乗車しましたが、列車内の雰囲気もかつてとは
様変わりしたと感じます。
２段ベット 4200円 4200円 バストイレ共用
富山駅北地区および富山市全体の発展
私の育った富山駅北・奥田地区は、富岩運河環水
プラン特典
公園が整備され、ライトレールが走る地域です。実家
は今も木工所を営んでいます。
１ 学業成就グッズをもれなくプレゼント
工場誘致などのために計画され、富山市の発展に
２ 電気スタンド無料貸し出し
大きく貢献した富岩運河は今や、市民や旅行者が憩
３ 富山の名水又は缶コーヒー１本サービス
４ １階食堂に受験生用電子レンジ備え付け う人気スポットに変わりました。
今後、富山駅北と南がライトレールで結ばれて往来
５ 合格祈願特製おにぎり（要予約350円）
が活発になれば、利便性が飛躍的に向上、富山駅
６ 1階ロビーインターネット室備え付け
を中心に大きな広がりの生活圏となり、更に発展する
７ 加湿器等の貸出
ことでしょう。帰省のたびに変化していく姿を見ること
は大きな楽しみです。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

東京で味わう富山
昨年11月赤坂会館で、奥田中学卒業生の在
京の同期会を開催。富山から恩師をお招きし
た、同窓生との懐かしい宵は、富山からのお酒
と肴で一層盛り上がったように感じました。
NHKで33年間勤務、故郷とも交流
私はNHKで主に編成、広報、人事総務、放送局
運営などの仕事に携わり、本部を中心に北は札幌
から、西は名古屋・広島まで勤務しました。北海道
では富山県人の漁業や金融分野での足跡に触れ、
広島では「都道府県対抗男子駅伝大会」の県選手
団とも交流し、地域で故郷を身近に感じることができ
たことは良い思い出です。
富山の勤務はありませんでしたが、ある社会奉仕
団体に協力して、小林幸子チャリティーコンサートの
開催にこぎつけたことがあり、故郷の多くの人に喜ん
で頂いた時は、嬉しい瞬間でした。
今は別法人NHKビジネスクリエイトで内部統制の点
検・構築、リスク管理等の仕事をしています。放送の
役割は、真実の報道の追及、表現の自由の確保に
尽きるというのが、長年この世界で働いて得た私の
結論です。放送機関は自主自律しながら、一方で
BPO（放送理論・番組向上機構）という第三者機関
をもって健全な放送と体制が維持されることを目指
しています。インターネット等によりメディア環境が激
変するなか、NHK・民放が共存し放送界が視聴者の
一層の支持を得て発展することを願っています。
昨年1月、実家の白山木工も参加した東京駅グランスタびゆう
スクエアで開催された北陸新幹線開通記念イベント

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

胡麻豆腐
鰤 昆布締
鰤大根
鰤照焼
鰤しゃぶ
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
温物
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

関東近郊梅だより

イベント・催し物 ２月～３月

＊国立新美術館

休火
：大原美術館展～４月３
日・文化庁芸術祭受賞作
品 ２月３日～１４日
三宅一生の仕事 ３月1
６日～６月１３日

2月18日までﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱ
東京ﾄﾞｰﾑ
2月2～4日ものづくりﾏｯﾁﾝｸﾞ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
2月2～5日国際ﾛﾎﾞｯﾄ展
〃
2月3日～5日国際ｷﾞﾌﾄｼｮｰ
〃
2月10日～12日外食ﾌｪｱ
〃
＊東京国立科学博物館
2月10日富山の魚おもてなしﾌｪｱ
休月：渋川春海と江戸時代の天文学者たち～3月6日
ｻﾞ・ﾞｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東京
＊東京国立近代美術館～2月28日 休月：ＭＯＭAT
2月10～12日ｵｰｶﾞﾆｯｸ展示会
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
ｺﾚｸｼｮﾝ、恩地孝四郎展～2月28日
東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立博物館 休月：始皇帝と大兵馬俑～２月 2月13～18日世界らん展
2月13～14日ﾜｰﾙﾄﾞﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾌｪｽ 代々木公園
2１日、3月23～5月15日 生誕150年黒田清輝展
＊国立西洋美術館 休月～2月中休館
2月16～19日ﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：日伊国交150年記念・ｶﾗヴｧﾂｼﾞｮ展3月1日～6月12日 2月16～19日ﾌｰﾄﾞ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｼｮｰ
〃
＊江戸東京博物館 休月～4月10日
2月16～19厨房設備機器展
〃
：ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ天才の挑戦
東京ﾄﾞｰﾑ
＊東京都現代美術館 休月：ｵﾉﾖｰｺ、私の窓から 2月27･28ｵｰﾌﾟﾝ戦巨人ーﾔｸﾙﾄ
2月28日東京ﾏﾗｿﾝ
都庁～ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
東京ｱｰﾄ 見えない都市を見せる～2月14日
3月2日地域創生ﾌｫｰﾗﾑ
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～3月27日
：ｻｲﾓﾝ・ﾌｼﾞﾜﾗﾎﾜｲﾄﾃﾞｰ 休月
3月11･12日Peace・on・Earth
日比谷公園
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館 2月24日～4月17日休火
3月19～21ｵｰﾌﾟﾝ戦巨人ー楽天
東京ﾄﾞｰﾑ
：没後100年 宮川香山展
3月19~20ﾀｲﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾀ
代々木公園
＊三菱一号館美術館 ３月４日～５月22日 休月
３月28＾30日全国ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 代々木公園
：ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ 世界に1つだけの服
＊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
：ﾌｪﾙﾒｰﾙとﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄ～３月3１日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ ～3月6日会期中無休
： 英国の夢 ﾗﾌｧｴﾙ前派展
＊永世文庫狂言を悦しむ 休月 ～2月21日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館 休月
：絵画のゆくえ 2016～2月14日
＊ブリジストン美術館 休館中
＊松岡美術館 ～4月16日 休月

東京ミッドタウンICE RiｎK盛況！

写真は栃木梅林公園

関東近郊の梅まつりは、白梅を中心に３００本
余、梅の名所として江戸時代から庶民に親しま
れ、最近では４０万人の人達が訪れる湯島天神
では、２月８日～３月８日まで文京梅まつりが
開催される。また、世田谷羽根木公園では２月
7日～３月1日まで梅まつりが。小石川後楽園で
は、約１００本の梅が香る名所である。
一方熱海では、３月６日まで第７２回梅園梅ま
つりが開かれ、５９品種４７２本の梅が咲き誇
ります。期間中は甘酒の無料サービスやミス熱
海との記念撮影会も行われる。日本三名園の水
戸偕楽園では、３月３１日まで梅まつりが開か
れ、約１００種類、３,０００本の梅が咲く様
は圧巻です。その他、埼玉越生梅林は３月下旬
まで２ヘクタール１,０００本の梅が楽しめ
る。栃木梅林公園は、白梅が１４０本、紅梅が
８０本、唐沢山県立自然公園のふもとにありバ
リアフリーでお年寄りなどにも優しい。

今年も「都会に降り注ぐ氷の魔法」をテーマに
２０１６・１月６日～３月６日まで、東京ミッドタウン
の芝生広場に、特設リンクを設置してオープンと
なった。
都内最大級のスケートリンクは、大手不動産会
社の三井不動産が特別協賛、老若男女やカッ
有楽町いきいき富山館情報館
プル、親子連れや、この機会に旨く滑れるように
：中国の陶磁 漢から唐まで、日本美術院の画家たち なりたいなど意気込む人なので連日賑わいを見
富山県認定ﾄﾗｲｱﾙ発注商品展示即売会
せている。 滑走料は、貸し靴料・税込で、大人
＊東京都美術館～４月3日休月ﾎﾞｯﾃｨﾁｴﾘ展
＊根津美術館 休月 ～2月14日：松竹梅吉祥のﾃﾞ は1500円、中学生以下は1000円、お得な回数 アイディア・あふれる新商品２月２日～２１日
券も用意されている。営業時間は午前11時から
ｻﾞｲﾝ。仏教絵画名品展 2月27～3月31日
午後22時まで。
＊出光美術館休月 ～2月14日文字の力、書の力
＊三井記念美術館休月～2月14日：三井家伝世の至
宝 三井家のおひな様2月6日～4月3日
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 ～3月21日
世界遺産ｷｭｰ王立植物園所蔵ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ
＊浮世絵太田記念美術館休月～2月1日休館中
＊山種美術館愉快な若冲、めでたい大観～3月6日
＊五島美術館休月：茶道具取合せ展 ～2月14日
富山県では､ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業、中小企業等が生産
＊弥生美術館わが青春の同棲時代上村一夫×美女
するｱｲﾃﾞｨｱあふれる新商品を｢ﾄﾗｲｱﾙ発注商品
解体新書展 ～3月27日

＊ﾜﾀﾘｭｳﾑ美術館～3月27日 ﾘﾅ･ﾎﾞ・ﾊﾞﾙﾃﾞｨ展
ﾌﾞﾗｼﾞﾙが最も愛した建築家

東京散歩！谷中銀座商店街を歩く

赤坂サカスでｽｹｰﾄを楽しむ
ホワイトサカスではGS・RINKとして、
～2月14までｽｹｰﾄが楽しめます。
営業時間は午前11時から午後21時まで、
滑走料は、大人1200円、中学生以下は600
円、他に貸靴料が500円かかる。初心者ス
ケート教室や親子・個人ﾚｯｽﾝなども開か
れており、こちらも多くの若者や子供達と
一諸に滑る親子連れなどで賑わっている。

ＪＲ日暮里駅から5分ほどで谷中銀座がある。今
では有名になり人気観光ｽﾎﾟｯﾄとして注目を浴び、
平成8年に放送のＮＨＫのﾃﾚﾋﾞ小説「ひまわり」の
舞台となり11年に商店街整備、13年ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開
設、18年には日よけや袖看板、20年には猫のｽﾄﾘｰ
ﾄなど観光や散策の地としての魅力ｱｯﾌﾟに涙ぐまし
い努力が重ねられた。町起こしなどのヒントを発
見できるかも！

（試し買い）商品」として認定し、その販路開
拓や商品開発を支援しています。富山発のｱｲ
ﾃﾞｨｱ商品、富山のものづくり技術を活かした商
品をこの機会にぜひお買い求めください。
出会いが効く越中富山のくすりフェア
江戸時代から３００年あまりの歴史をもち、
全国の人々に愛され続けている「富山のくす
り」昔懐かしい「柳行李」や「薬研」などを展
示しながら、伝統の配置薬の世界をご紹介いた
します。同時に２月
２３日～２５日、２
６日～２８日は薬を
販売いたします。
期間中お薬を購入さ
れた方には粗品進呈
があります。

あ と が き
世界的な気象変動か、ニューヨークで観測史上2番目
となる６８㎝の積雪などで多くの死者が。国内でも観測史
上初沖縄奄美地方で積雪を記録したり九州でも雪が。
一方、雪国のｹﾞﾚﾝﾃﾞでは久方ぶりの賑わいを見せ、悲喜
こもごもの様相を呈している。

