２０１６春号

…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第５８号

赤坂だより
富山湾に春を告げるホタルイカ

発行者
東京都港区赤坂７-５-５１
富山県赤坂会館 支配人 平澤 慶太郎
℡ 03-3586-0991 Fax 03-3584-6059

赤坂だよ
りkHz
kHz

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

役にたつ人間でありたい

アクア・プラン株式会社代表取締役

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、富山湾に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、皆様のご利用をお待ちしておりま
す。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

私の父親はおわら風の盆で有名な八尾生まれ
で、富山市内で自営の便利屋さんをしておりま
した。母親は美容師でお店の経営者でした。今
は隠居しております。両親とも経営者の家に一
人っ子で生まれ、商売人というのはこうなんだ
と思い、小さいながらに感じて育ちました。両
親の影響もあり、自分も起業して独立する事
に。ある方から教えてもらった節水の技術を使
い、地元でやればなんとかなるだろうと地元・
富山で会社を立ち上げました。しかし、それが
大失敗でした。富山県は井戸水・地下水が豊富
で水道料金を減らしたいという需要がなく、水
道料金の節約がカギを握る節水ビジネスとして
は、最低の場所だったんです。まったくの無知
でした。飛び込み営業をかけても、見積もりは
出させてくれるんですけど、契約が一向に決ま
らない。独立して、やっぱり上手くいかなかっ
たねって言われることが嫌でしたから、自分の
為、家族の為に、歯を食いしばり、販路をどう
開拓し、どう業績を上げていくかを毎日考えて
いました。富山では、自宅に薬箱が置かれて薬
を使った分だけお金をいただく薬売りが有名な
ので、そのビジネスモデルを真似できないかと
考えました。

自利利他の精神で活路を開く
そして、節水バルブの在庫が倉庫にあったの
で、それをお客様の事業所に無償で付けて差し
上げよう。使ってもらって水の使用量を削減で
きれば買ってもらえるのではと思い、倉庫に置
いていたバルブを全部車に積んで、それをお客
様先に付けて行くという作業を必死でやり続け
ました。結果は大成功。使用して効果を実感し
た方が次々に節水バルブを購入してくださるよ
うになったのです。経営っていうのは、社員だ
けでなく代表者も明るく元気なのが一番だと
思っています。健康であれば、絶対毎日働ける
わけだから、しっかり頑張っていればこの苦境
を絶対に脱出できる。僕は様々なご縁をいただ
いて今ここまで来られています。出会いで人に
助けられているので、他人の利益から自分の利
益を出すという精神で、他人の利があってこそ
自分の利だと考えます。困っている人が居れば
自分のできる範囲で役に立てば、必ずどこかで
返ってくると思うのです。資源を大切にするお
手伝い、地球にやさしく自分も動いていたら報
われることもあったりするんじゃないかな。先
ずは自分が動いて、誰か困っている人の為にな
ることを、これからもやっていこうと思ってい
ます。
写真はサハラ砂漠でのスナップ

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

蕗味噌和
蛍烏賊 昆布締
小蛸煮
蛍烏賊石焼
蛍烏賊しゃぶ
白エビ掻揚
蛍烏賊酢味噌
氷見うどん

＊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）

北山 喜一さん

美術館 ・ 劇場情報
＊国立新美術館

休火
：三宅一生の仕事～６月
1３日・ｵﾙｾｰ美術館・
ｵﾗﾝｼﾞｭﾘｰ美術館ﾙﾉﾜｰ
ﾙ展 4月27日～8月22日

＊東京国立科学博物館
休月：恐竜博～6月12日
＊東京国立近代美術館 休月：ＭＯＭAT
ｺﾚｸｼｮﾝ春らんまん日本画

安田靭彦展～5月15日

＊東京国立博物館 休月 ～5月15日
：生誕150年

黒田清輝展
＊国立西洋美術館 休月～6月12日
：日伊国交150年記念・ｶﾗヴｧﾂｼﾞｮ展

＊江戸東京博物館

休月～4月10日：ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･

ｳﾞｨﾝﾁ天才の挑戦

ＮＨＫ特別展真田丸4月29日～
＊東京都現代美術館 休月：Motｱﾆｭｱﾙ2016
ｷｾｲﾉｾｲｷ、ｺﾚｸｼｮﾝ・ｵﾝｺﾞｰｲﾝｸﾞ～5月29日

＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ4月16日～7月10日
：ﾗｲｱﾝ・ﾏｯｷﾞﾝﾚｰBODY

LOUD 休月
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～4月17日 ：没後100年宮川
香山展 4月29日～原安三郎ｺﾚｸｼｮﾝ広重ﾋﾞﾋﾞｯﾄ
＊三菱一号館美術館 ～５月22日 休月
：ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ 世界に1つだけの服
＊森美術館：僕の体、あなたの声 ～7月10日
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ 日伊国交樹立150年

：ﾎﾟﾝﾍﾟｲの壁画展 4月29日～7月3日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ ～6月5日会期中無休
：ﾎﾞｽﾄﾝ美術館 俺たちの国芳 私の国貞
＊永世文庫休月お雛様展 ～4月10日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月4月16～6月26日
：ﾌﾗﾝｽの風景-ｺﾛｰからﾓﾈ、ﾋﾟｻﾛ、ﾏﾃｨｽまで
＊ブリジストン美術館 休館中
＊松岡美術館 ～4月16日 休月

イベント・催し物 ４月～５月
4月1日春の古本まつり
神保町古書街
4月2日千本桜まつり
舎人公園
4月1日ｱｿｼｪﾂ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 千代田区周辺夜桜
4月8日臨海副都心ﾁｭｰﾘｯﾌﾌｪｽﾃ
臨海
4月9～5月5日文京つつじ祭り
根津神社
～4月10日日本橋無料宝探し幻の桜 日本橋
4月16日53回皇居CiTYﾏﾗｿﾝ
皇居周辺
4月16～5月8日六義園春のつつじ祭り 同園
4月20日～5月31日ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄﾊｯﾋﾟｰｶﾞｰﾃﾞﾝ
恵比寿ｶﾞｰﾃﾞｲﾝﾌﾟﾚｰｽ
4月23日54回皇居CiTYﾏﾗｿﾝ
皇居周辺
4月29~30日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰｺﾝｻｰﾄ
国際ﾌｵｰﾗﾑ
5月3～5日ｼﾝｺ・ﾃﾞ・ﾏﾖﾌｪｽ ﾗﾃﾝ お台場
5月5日ｹﾞｰﾑﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
5月7日～31日旧古川庭園春のﾊﾞﾗﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ
5月8日～15ﾜﾊﾊ本舗公演
国際ﾌｵｰﾗﾑ
5月22日まで大道芸祭り
昭和記念公園
5月22日までﾌﾗﾜｰｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ
〃
5月26日ﾊﾞﾔﾝ･ﾊﾝ国立舞踊団 中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ
5月末頃 日本橋とやま館オープン予定

銀座数寄屋橋に新名所誕生！

関東近郊桜だより

写真は千鳥が淵

東京の桜は基準木がある靖国神社のソメイヨ
シノが５～６輪が咲いたときに気象庁から｢開
花宣言」が発表。今年は3月21日に出ました
が、これは平年より5日早く、昨年より2日早い
開花となります。靖国神社では数百のボンボリ
が飾られ、「さくらまつり」が開催されます。
外苑参道には、200以上の露天が並び毎年三十
万人の花見客で賑わいをみせます。千代田区で
は、無料シャトルバス「さくら祭り号」が運
行、様々なイベントが開催されます。ちなみに
都内の桜名所人気ランキングでは、1位千鳥が
淵、2位六義園、3位代々木公園、4位飛鳥山、5
位日本橋八重洲さくら通り、6位隅田川、7位神
代植物園、8位目黒川、9位日比谷公園、10位錦
糸公園の順となっているが、別の調査では、1
位目黒川のほか、上野恩賜公園、靖国神社、井
の頭公園、浜離宮恩賜庭園も人気が高い。

首都圏に新しい情報発信拠点が誕生！

：中国の陶磁 漢から唐まで、日本美術院の画家たち

＊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 4月13～5月15日

「日本橋富山館」が5月末頃オープン予定

富山県では､東京・日本橋に新たなアンテナ
：国宝燕子花図屏風ﾞ
ショップの開設準備を進めております。
＊出光美術館休月4月9日～5月8日やまと絵の四季
銀座らしい洗練された場所で大人のﾃﾞｰﾄ
ここでは、富山の日常の「上質なライフスタ
＊三井記念美術館休月
4月12日～6月26日
を楽しみたい。そんな魅力を備えた場所と
イル」をコンセプトに、富山県の魅力的な工芸
：和食の天才北大路魯山人の美
して、江戸のｶﾞﾗｽ技術と西洋のｶｯﾄ技術を融
品や地元素材を生かした伝統的食文化などを提
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 休月 4月9日～6月5日
：中田英寿が出会った日本工芸
＊浮世絵太田記念美術館休月～4月24日休歌川国
貞 4月29日～6月26日歌川広重 東海道五十三次
＊山種美術館奥村土牛100年の歩み～5月22日
＊五島美術館休月：恋歌の筆のあと ～5月8日
＊弥生美術館ｱﾝﾃｨｰｸ着物と挿絵の饗宴～6月2６日
＊ﾜﾀﾘｭｳﾑ美術館4月3日～6月10日 ﾘﾅ･ﾎﾞ・ﾊﾞﾙ
ﾃﾞｨ展 ﾌﾞﾗｼﾞﾙの建築家
＊戸栗美術館～6月19日古伊万里ー染付の美ー

一般財団法人富山会館理事会開催
去る3月17日（木）白山富山会館において、一般
財団法人富山会館理事会が開催されました。
初めに、桑山代表理事が「富山県人会は今年100
周年の節目の年を迎え、一層の発展を期したい。」
と挨拶がありました。
引き続き、第1号議案「平成27年度収支予算の補
正について」、第2号議案「平成28年度事業計画及
び収支予算について」、第3号議案「平成28年度資
金運用に係る年次運用方針について」、第4号議案
「定款の変更について」、第5号議案「規程の変更
及び制定について」、第6号議案「平成27年度第3回
評議員会の開催に
ついて」、の審議
があり、全議案が
異議なく承認され
ました。

合した｢江戸切子」をﾓﾁｰﾌにした大型商業
供し、観光や定住・Ｕターン情報の提供・交流
施設「東急プラザ銀座」が3月31日ｵｰﾌﾟﾝ。 や様々なイベントの開催、ビジネス販路開拓等
「creative Japan～世界は、ここからおもし へとつなげることを目的に新設されます。
ろくなる。」をｺﾝｾﾌﾟﾄに、全13ﾌﾛｱに日本初
上陸のﾚｽﾄﾗﾝや、数階毎にﾃｰﾏを設けﾌｱｯｼｮ
ﾝ、雑貨、免税店など125店舗が集結。また
施設内には水と緑をﾃｰﾏにしたｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ
「KIRIKO TERASE」や高さ27ｍの大吹き抜
け空間やLED照明の外壁が特徴。

臨時観光案内所の開設について
従来まで有楽町の東京交通会館地下「い
きいき富山館」で行っていた富山県の観光
案内やｲﾍﾞﾝﾄ情報は、今後5月末ｵｰﾌﾟﾝ予定
の「日本橋富山館」に引き継がれますが、
それまでの間は、東京メトロ永田町駅に直
結の「富山県首都圏本部」で観光案内や各
種ｲﾍﾞﾝﾄの開催情報、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの提供など
をご案内しております。お気軽にご相談く
ださい。

あ と が き
4月は春の訪れを感じさせ桜を愛でる時期であり、日本
に生まれて良かったと思う季節である。一方、新たな出
会いや、旅立ちの時でもある。今年もお客様へ誠心誠意
奉仕の心で、どんな出会いやドラマがあるかを励みに、
頑張りたいものです。

