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魚津市と中板橋を繋ぐ架け橋に

ユーテック（株） 代表浦山久志さん

６月４日・日本橋三越新館前に
新たな出会いと交流が生まれる！
東京・日本橋に新たな富山県のアンテナ
ショップが６月４日、新装オープンとなり
ました。
当日は、石井隆一富山県知事が「北陸新
幹線の開業により、13か月で乗客は1千万
人を突破、この効果を持続させる富山の魅
力を日本橋から発信したい。」と挨拶、石井
県知事、大野県議会議長、桑山東京富山県
人会連合会長、矢田中央区長のテープカッ
トがあり、お祝いの五箇山獅子舞が披露さ
れた。
来館者には記念の白エビ煎餅が配られ、
オープンを待ちかねた多くのファンが訪れ
地酒の試飲を楽しんだり、富山の特産品な
どを買い求めていた。
「日本橋とやま館」は、富山の日常の
「上質なライフスタイルを提供」をコンセ
プトに、富山の食文化を愉しむ、特色ある
ものづくり文化やファンとのつながりを育
む交流、最新の富山の産業、人、伝統文化
などを紹介する一方、富山への誘客、移
住、販路開拓等へつなげるほか、日本橋地
域と連携したイベントの開催に出店するな
どの取り組みも行われます。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

私は魚津が大好きです。私が東京に出てきてはや
31年が経ちました。49年間生きてきた時間で魚津
で過ごした時間は18年間です。しかし、私の心の
中は18年間の思い出と、感謝でいっぱいです。
中学時代の蝶六町流しでは、お気に入りの女の子
の隊列に心臓が破裂するぐらいドキドキ。たてもん
祭りでは友人と紐につかまりたてもんと一緒に宙を
回った思い出は忘れられません。当たりまえのよう
に過ごした時間は当たり前のように去って行ってし
まいましたが、それは田舎を持つ皆さんの心の中に
もぎゅっと詰まって冷凍保存されているのではない
でしょうか。中板橋商店街の副理事長に
私が中板 橋で仕事を 始めて10 数年が過ぎ まし
た。それがご縁で中板橋商店街の役員をさせていた
だいております。中板橋商店街もシャッター通り化
が進み町の活性化がこの町の大きな課題でした。そ
んな中、私は商店街事業の役として商店街青年部長
を任じられ、そこで私は「中板グルメイベント」と
いうイベントを開催しました。初開催時は仲間でさ
え開催には疑心暗鬼でしたが、その心配をよそにお
客様から高評価を得ることが出来ました。
このイベントを続ける中、ふと魚津のことが頭をよ
ぎりました。昔食べた、朝食から出てくる新鮮な刺
身やベニズワイガニ、歯ごたえと不思議な香りのバ
イ貝。当たり前のように食卓に並んでいた素晴らし
い食材。この当たり前のように食べていた料理を中
板橋の人達や東京の人達に食べてもらいたい。そし
て素晴らしい魚津を知って知ってもらいたい。そう
思った頃には、商店街副理事長になっていました。
そうして実施したのが「中板橋 かに祭り 冬の
陣」でした。このイベントが「中目黒のさんま」、

「中板橋のカニ」になるよう願い企画しました。
初開催から4年が経ち、地元の方々をはじめ遠方から
も来ていただけるようになり、民放の情報バラェテ
イー番組でも堂々の1位を獲得させていただきまし
た。中板橋にアンテナショップ「うおずや」を
現 在 私 は、中 板 橋 に 魚 津 の ア ン テ ナ シ ョ ッ プ
「うおずや」を計画しております。そこでは魚津
の空気を感じながら、新鮮な料理・食材を食べて
いただける一方、召し上がっていただいた食材を
魚津の卸業者からお客様が直接購入出来るように
したいと考えております。また、食材だけではな
く内装材、器類、スピーカーなども魚津の方々の
作品を使用させていただき、興味のある方には直
接お話しをしていただきたいと思います。そうす
ることによって品物の注文を通じて東京の人と魚
津の人が会話することにより魚津が身近な場所に
なってもらえるのではないでしょうか。そして、
魚 津 を、富 山 を も っ と 知 り た い！と い う 方 が 増
え、じゃあ、行ってみようか！という人を増やし
ていきたいのです。私の願いは、中板橋の「うお
づや」に来てもらうことで富山から出てきて東京
に長年住んでいらっしゃる方々の冷凍保存されて
いる思い出を少しでも解凍して「やっぱり とや
ま ち ゃ い い と こ な が よ！」「久 し ぶ り に か
えってみんまいけ！」という気持ちになってもら
えることです。
これからも郷土魚津、富山に恩返しがしたい
これからも中板橋から食だけではなく魚津の空
気、文化、芸術、人を発信していきます。仕事は
もちろんですが、生まれ故郷の魚津にそして富山
に素晴らしい思い出と人生をいただいた恩返しが
できればと思い活動を続けていきます。

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

椎鮎南蛮漬
平目昆布締 鮪
錦寄せ
鱸野菜巻
鯛冷しゃぶ
白エビ掻揚
水蛸酢
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
＊２６，４００円～３１，８００円（２名利用） あります。

先付け
お造り
蓋物
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。

＊３０，１００円～３３，９００円（１名利用）

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 ～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：声ﾉﾏ 全身詩人
吉増剛造展～8月7日
＊東京国立博物館 休月 ～6月19日
：黄金のｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ守り抜かれたｼﾙｸﾛｰﾄﾞの秘宝
＊国立西洋美術館 休月～6月12日：ｶﾗヴｧﾂｼﾞｮ展
7月9日～ﾒｯｹﾈﾑとﾄﾞｲﾂ初期銅版画展
＊江戸東京博物館 休月～6月19日：ＮＨＫ特別展
真田丸 7月5日～ 大妖怪展

＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～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～6月12日 ：原安三郎ｺﾚｸｼｮ
ﾝ広重ﾋﾞﾋﾞｯﾄ 6月29日～生誕170周年ｴﾐｰﾙ・ｶﾞﾚ
＊三菱一号館美術館 7月2日～9月2日 休月
：写真展 ｼﾞｭﾘｱ・ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｷｬﾒﾛﾝ
＊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 ～7月3日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 6月14日～7月31日
会期中無休 ：西洋更科 ﾄﾜﾙ・ﾄﾞ･ｼﾞｪｲ
＊永世文庫休月千利休と武将茶人 ～6月26日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～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
＊東京都庭園美術館休第2･4水
ﾒﾃﾞｨﾁの至宝
ﾙﾈｯｻﾝｽのｼﾞｭｴﾘｰと名画～7月5日
＊松岡美術館 ～9月24日 休月

イベント・催し物 ６月～７月
6月1～10日国際食品工業展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月3～19日ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ夜景・ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞﾎﾞｳｲ 台場
6月9～12日おもちゃｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月14～16日ﾋﾟｻﾞ・ﾊﾟｽﾀEXPO
〃
〃
ｶﾌｪ・喫茶ｼｮｰ
〃
6月16～19日江戸そば博・大酒会 代々木公園
6月18・19日ﾌｲﾘｯﾋﾟﾝﾌｪｽﾀ
日比谷公園
6月22～24日日本ものづくりﾜｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月23日日米対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
後楽園ﾄﾞｰﾑ
7月6～8日ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱEXPO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
7月9･10日ｱﾌﾘｶﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
日比谷公園
7月13・20日水曜ｺﾝｻｰﾄ
〃
7月15～26日都市対抗野球大会 後楽園ﾄﾞｰﾑ
7月16･17日ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ
代々木公園
7月16～20日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ・ｵﾝ・ｱｲｽ
「ｱﾅと雪の女王」
代々木第一体育館
7月23･24日ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙﾒﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽ代々木公園
7月24～8月3日ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｴｲ「ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ」
代々木第二体育館
7月30・31日 台湾ﾌｪｽﾀ
代々木公園

富山県人会連合会創立１００周年を祝う

：中国の陶磁 宋から元まで

＊東京都美術館6月11日～9月22日休月ﾎﾟﾝﾋﾟﾄﾞｰｾ
ﾝﾀｰ傑作展ﾋﾟｶｿ、ﾏﾁｽ、ﾃﾞﾕｼｬﾝｸﾘｽﾄまで
＊根津美術館 休月 ～6月26日
：古鏡の魔力 若き日の雪舟
＊出光美術館休月～6月12日水墨の荘美
＊三井記念美術館休月
～6月26日
：和食の天才北大路魯山人の美
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月6月25日～8月28日
：ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ展 ﾙﾈｻﾝｽ建築の至宝
＊浮世絵太田記念美術館休月 ～6月26日
歌川広重 東海道五十三次と富士三十六景
＊山種美術館日本画ｱﾜｰﾄﾞ～6月26日
＊五島美術館休月：近代の日本画展 ～6月19日
＊弥生美術館ｱﾝﾃｨｰｸ着物と挿絵の饗宴～6月2６日
＊上野の森美術館～７月1８日 ﾌﾞｰﾀﾝ幸せに生き
るためのﾋﾝﾄ

ﾎﾟｰﾙ･ｽﾐｽ展 会期中無休
＊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５月３０日（月）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
周年を迎え、皆さんの一層のご支援をお願いした
い。」と挨拶がありました。
引き続き、第1号議案「平成2７年度事業報告及
び決算について」、第２号議案「平成2８年度第２
回評議員会の招集について」、の審議があり、全議
案が異議なく承認されました。

国宝迎賓館を見学しませんか！

２０１６年４月１９日から迎賓館赤坂離宮の
通年一般公開が実施されています。参館可能な
日は６月１日から６月２１日までの間で、６月
１日（水）、６月８日（水）、６月１５日（水）
を除きます。また、７月４日（月）から７月２
４日（日）までの間で７月６日（水）、７月１
３日（水）７月２０日（水）を除きます。７月
２５日以降の公開については、ホームページな
どでご覧になれます。参館する場合は、①事前
にインターネットで申し込むか、②当日入場整
理券を並んで入手する方法があります。
当館から迎賓館まで早足で徒歩２０分余り、参
館日の朝午前８時頃から入場整理券が配布され
ます。敷地35,700坪、ﾈｵ･ﾊﾞﾛｯｸ様式の壮麗な建
築、ﾙｰﾌﾞﾙ宮殿を模して造られ、明治以降の建
造物として初めて国宝となり、日本外交の歴史
的な舞台となった貴重な内部や赤坂離宮本館・
主庭をこの機会に見学されませんか。
（掲載記事の一部は内閣府のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋）

当館３階庭園に見事なサツキツツジが

去る６月２日ホテルニューオータニにお
いて、第一部県人会連合会100周年の記念式
典があり、オペラ歌手の高野百合絵さんの
立山の御歌、桑山県人会連合会長のあいさ
つ、ふるさと賞の授与があり、来賓の石井
隆一富山県知事の祝辞などがあった。記念
公演として、立方中村壱太郎さんの「万葉
稚の舞い・丹頂千歳祭」が披露された。第
二部懇親の集いでは開宴のあいさつ、来賓
祝辞に始まり、ふるさとの代表民謡越中お
わらなどが披露され、在郷の会員は郷土料
理や地酒を楽しむなど大いに盛り上がり、
再会を約してお開きとなった。
東京ガーデンテラス紀尾井町・一部ｵｰﾌﾟﾝ
「ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ赤坂」跡地に建設さ
れていた「東京ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ紀尾井町」は、
地上36階、地下2階建て、135戸の賃貸借住
宅を有する大型施設。7月27日開業予定です
が、1階～2階の商業施設やﾚｽﾄﾗﾝ、ｺｰﾋｰ
ｼｮｯﾌﾟなどが5月10日先行ｵｰﾌﾟﾝとなった。
キーﾒｯｾｰｼﾞは「品と、格と、未来と」で
早くも熱い話題が。

当会館の３階庭園に今年も色鮮やかなサツキ（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喜ばれている様子
を見るにつけ、水やりや除草に励んだ苦労が報わ
れました。
ｻﾂｷは山奥の岩肌などに自生し、盆栽などでも親
しまれますが、旧暦の５月頃に一斉に咲き揃うところ
から この名がついたようです。

当館1階庭園に、ベルギー出身の世界的に著
名なフラワーアーティスト、「ダニエル・オス
ト」氏の樹齢20年以上の牡丹が、今年も見事な
大輪の花を咲かせてくれました。
来館したお客様も「芍薬かしら」「それとも
牡丹かしら」
と驚きの表情
や興味深そう
に見入られる
姿が印象的で
した。

あ と が き
関東地方も梅雨入りでややうっとおしい季節が。庶民に
は、未だ景気が上向いているとは感じられませんが、ここ
はうっとおしい気分を吹き飛ばし、紫陽花にしっとりと降る
雨でも眺め、一息つきたいものです。

