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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第７６号

赤坂だより
富山湾に春を告げるホタルイカ！

kHz

立山に生かされ地域に夢を追い続けて

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、富山湾の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、足の部分は素麺に例えイカソー
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
つきとなること請負です。
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、ぜひご利用をお待ち
しております。

ホームページ予約がお得です

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
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昭和46年からの熱い思い
前列中央が筆者
今年も立山・黒部アルペンルートの立山・雪
の大谷ウォークの開催の時期が来ました。この
頃になると、いつも立山あるぺん村を立ち上げ
た時の熱い気持ちがよみがえります。立山町に
生を受け、立山町が好きなんだということの確
認と町の活性化を目指してきた道に誤りはな
かったのか、反芻しながら頑張っております。
昭和46年に立山・黒部アルペンルートが全
線開通した時に立山町は素通り状態になってい
ることに疑問を抱き、観光部門で貢献できれば
と始めたのがドライブイン・旅行事業でした。
観光牧場、イチゴ農園、立山室堂直行バスの運
行（待ち時間なし、乗り換えなし）など体験
型・滞在型に進化させてまいりました。
地元が元気で住みやすく、賑わいを取り戻す
にはどうすればと考えた結果、たどり着いたの
が大型宅地造成でした。現在では約600戸開
発、販売し、スーパー、医院、薬局などの進出
もあり、世帯数増加に若干なりとも貢献出来た
のではと思っています。
又、昭和５９年から始めた「ます寿し」づ
くり、平成6年には製造ラインを新設し本格稼
働しました。お客様満足度向上運動のなかで生
まれた「幻のます寿し」厳選された良質の脂の
乗った肉厚のますを両面に巻いたものが大変好
評いただき、今では寿司工房のブランド品と
なっています。

立山あるぺん村代表取締役社長

金沢百万石通りにホテルオープン
平成29年夏から金沢百万石通りに面し、近
江町市場の筋向いの所に「金沢カプセルホテル
武蔵町」ベッド数120床をオープンしました。
館内は和風を基調としたもので、床は全館畳敷
きで、裸足の感触が楽しめるようにしました。
金沢・富山へ観光・ビジネスで訪れる方に是非
ご活用頂ければと思っています。
立山山麓の公園化を目指して
さて、近年、石井富山県知事も「立山・黒
部」世界ブランド化推進会議を立ち上げられま
した。一時、地域行政運営に係わった者とし
て、精一杯協力していきたいと考えておりま
す。これからも「住みたくなる町、訪れたくな
る町、世界に誇れる町」づくりのため邁進する
ことと立山山麓で観光事業を展開する者とし
て、立山のケーブルが通年運行されること、耕
作放棄田を活用し牛、馬、山羊、羊などを飼育
しながら、山麓の公園化することが、一生かけ
てやっていく夢であります。
立山あるぺん村という事業をスタートさせ、
約半世紀「地域に根づいた経営は必ずや報われ
る」の信念とお客様の熱い支援を受け、ゴール
なき道を今も歩み続けております。
金沢カプセルホ
テル武蔵町外観
お問い合わせは
TEL076-2085100
FAX076ｰ208
-5108
金沢駅（兼六園
口・東口）より
徒歩約12分
ﾊﾞｽ停 武蔵ｹ辻
・近江町市場よ
り徒歩約１分

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

1室1名利用は500円、1室2名以上は300円割
引になります。(特別室、2段ベッドは除きます）
http://www.toyamaken-akasakakaikan.jp

和会席 お献立
先付け 鱒寿司
お造り 鮃 蛍烏賊
甘海老 昆布締め
金目鯛黄金煮
鱒西京焼
蛍烏賊しゃぶ
橇鯛黒米蒸
白エビ掻揚
泰焼霜酢
氷見うどん

価格になります。

煮物
焼物
酒肴
追肴
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

こちらは花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。

当館のホームページからご予約されますと割引

大辻進さん

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット
写真は８２００円のイメージです、コースは予約制となっております。

春プラン６２００円 月プラン７２００円 花プラン８２００円
＊２７，６００円～３８，２００円
＊３日前までにお申し込みください。

（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、魚津の蛍烏賊、富山湾だけの宝石シロエビ、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

イベント・催し物・コンサート ４月～５月

～5月19日春の庭園開放
国立博物館
4月3日～5日AI,人工知能EXPO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
先端ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ展
〃
4月6～5月5日文京つつじ祭
根津神社
4月6,7わんわんｶｰﾆﾊﾞﾙ
代々木公園
4月7日ﾀﾞｼﾞｬﾝ（ﾋﾞﾙﾏ）水かけ祭り日比谷公園
＊国立科学博物館
休月～6月16日大哺乳類展
4月17日~19日ﾃﾞｻﾞｰﾄ、ｽｲｰﾂ、ﾜｲﾝ、ｸﾞﾙﾒ
＊国近代美術館 休月～5月26日福沢一郎展
そば、うどんｶﾌｴEXPO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：～5月26日 MOMATｺﾚｸｼｮﾝ
日比谷公園
4月21日ﾊﾞｲｼｸﾙﾗｲﾄﾞ2019
*国立近代美術館工芸館休月～5月6日ＴＨＥ備前
4月26~5月6日お台場ﾄﾞｲﾂﾋﾞｰﾙ祭
青海駅
＊東京国立博物館 休月4月13～5月27日創刊記念「国
～6月16日香取慎吾初個展IHIｽﾃｰｼﾞｱﾗｳﾝﾄﾞ東京
華」130周年朝日新聞140周年伊藤若冲ほか
5月11~12日緑とふれあうﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙ日比谷公園
＊国立西洋美術館休月～5月19日ル・ｺﾙﾋﾞｭｼﾞｴ
林忠正ｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑを支えたﾊﾟﾘの美術商～5月19日
5月12日ﾋﾞﾘｰﾊﾞﾝﾊﾞﾝ50年ありがとうﾌｵｰﾗﾑ
＊東京芸大美術館休月4月6日～5月6日芸大ｺﾚｸｼｮﾝ 5月17~19日浅草三社祭
浅草
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ休月～4月14日ｱﾙｳﾞｱ・ｱｱﾙ 5月17～26日ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｴｽ
日比谷公園
ﾄもう一つの自然
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
5月18,19日ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪｽﾀ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火4月27～6月2日nendo展
5月22~24日企業立地ﾌｪｱ
〃
＊三菱一号館美術館休月～6月9日ﾗｽｷﾝ生誕200年
5月25,26ｹﾞｰﾑﾏｰｹｯﾄ
〃
ﾗﾌｧｴﾙ前派の軌跡展
5月29～31日省エネ節電EXPO
〃
＊森美術館会期中無休～5月26日 日本の現代ｱｰﾄ
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ4月9～6月16日ﾑｰﾐﾝ展会期中無休
＊Bunkamura～4月14日熊のﾌﾟｰｻﾝ4月27～6月30印象
越中万葉・首都圏シンポジウム開催！

とやまの魚おもてなしフェアが開催される

＊国立新美術館

休火
～5月20日ﾄﾙｺ至展
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの宮殿ﾄﾌﾟｶ
ﾌﾟの美 4月24～8月5
ｳｲｰﾝ・ﾓﾀﾞﾝ・ｸﾘﾑﾄ
ｼｰﾚ世紀末への道

派の旅

ﾄﾞｶﾞ・ｺﾞｯﾎ・ｸｰﾙﾍﾞ他5月7・21・6月4日休
＊永青文庫休月 石から生まれた仏達～4月10日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月4月20日～6月30日
ｼｬﾙﾙ＝ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾄﾞｰﾋﾞﾆｰ展
＊東京都庭園美術館休第2･4水～4月7日 岡上淑子
＊江戸東京博物館4月27～6月16日休月 江戸の街道を
ゆく・将軍と姫君の旅
＊東京都美術館休月～4月7日 奇想の系譜展
＊根津美術館休月4月13～5月12日尾形光淋 燕子花図
＊出光美術館休月4月6日～6月9日染六古窯ー和の焼物
＊三井記念美術館休月～4月7日三井家のおひなさま
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月4月6日～6月23ｷﾞｭｽ
ﾀｰヴ・ﾓﾛｰ展 ｻﾛﾒと宿命も女たち
＊ｵﾍﾟﾗｼﾃｲｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ休月4月20～6月23ﾄﾑｻｯｸｽ
＊太田記念美術館月休4月4日～5月26日北斎展
＊東京都写真美術館月休～5月6日写真の起源英国
＊山種美術館月休～6月2日花四季を彩る 大観 土牛他
＊五島美術館休月～5月6日和と漢へのまなざし5月11
～6月16日近代の日本画川合玉堂、横山大観、上村松園

＊戸栗美術館～6月20日月休佐賀、長崎の焼き物
＊上野の森美術館不定休４月27～5月8日美術大賞展
5月23～6月9日立木義浩写真展
＊世田谷美術館月休～4月13日田村武能写真展
＊草間彌生美術館（予約・事前ﾁｹｯﾄ購入必要）
＊歌舞伎座～4月26日平成代名残絵巻 福助 彌十郎
＊歌舞伎座5月3日～27日寿曽我対面松緑 梅枝
＊国立劇場～5月27日役者絵の世界幕末の名優展示室

一般財団法人富山会館理事会開催される
３月１３日（水）東京富山会館において、（一
般）富山会館の理事会が開かれた。初めに桑山征
洋会長の挨拶があり、第１号議案「平成３０年度
収支予算の補正について」第２号議案「平成３１
年度事業計画及び収支予算について」第３号議案
「平成３１年度資金運用にかかる年次運用方針に
ついて」第４号議案「定款の一部変更について」
第5号議案「平成３０年度第３回評議員会の招集
について」が異議なく承認、報告事項「平成29年
度収支
決算書
の修正」
「平成
30年度
施設の
運営状
況」も
了承さ
れた。

去る2月６日（水）、東京永田町ザ・キャピトルホテ
ル東急で「富山のさかなおもてなしフェア」が富山
県、JFグループ富山などの主催で行われた。
第１部では、富山の観光について県観光課職員
の説明があり、富山の魚の魅力について、東京海
洋大学名誉博士で、特別ゲスト「さかなクン」自身が
絵に描いて説明、身ぶりも交え参加者を魅了。
第２部では、実食懇談会があり石井隆一知事の
挨拶があり、富山の魚ファンであるアンジェラ芽衣
さん、さかなクン、料理人中村孝明さん、尾山春江
県漁連会長等が鏡開きをした。
首都圏の旅行業者や飲食店関係者など約２００人
が参加、今回は１０回目の節目であり、富山湾鮨、
県産紅ズワイカニ「高志の紅ガニ」や鰤の刺身など
が振る舞われたほか、富山県産の米新品種「富富
富」などもあり、参加者は富山の味覚を堪能した。

春だ、桜だ、都内の桜名所が大賑わい
都内では３月２１日に桜の開花宣言が出さ
れ、２７日にソメイヨシノが満開になりまし
た。見所人気ランキングでは、１位目黒川、２
位日本橋桜どおり、３位千鳥が渕、４位日比谷
3月24日（日）13:30～16:30ﾍﾞﾙｻｰﾙ飯田橋 公園、５位新宿御苑などとなっております。
日本に生まれて良かったと感じるこの季節、
ﾌｧｰｽﾄで大伴家持生誕1300年記念事業「詩を
大いに楽しみたいものです。
よむ歓びー家持の歌をめぐって」が開催さ
写真は千鳥が淵
れた。基調講演「現代短歌に生きる家持の
心」について歌人の小島ゆかりさんの話、
続いて基調講演「空なればこそー大伴家持
と堀田善衛」について高志の国文学館中西
進館長の話、次に石井県知事が「富山県の
文化施策等の紹介」を行った。休憩後、小
島ゆかり、中西進、石井知事によるパネル
ディスカッションがあり、約９００余名の
参加者は、家持が歌に込めた歓びや寂しさ
の気持ちに触れながらひと時を楽しんだ。

上市町出身若者同窓会開催される

第１３回東京マラソン２０１９開催される

３月３日（日）気温１３度、雨の中過去最多
の約３万８千人のランナーが様々なスタイルで
参加した東京マラソン。リタイアする人も続
出。当館では５名の宿泊者が参加、帰館してす
ぐに温かい風
呂を浴び「こ
こに泊まって
良かった」の
感謝の言葉が
あり、職員も
３月2３日（土）当館で上市町出身者で各界で 元気を貰いま
活躍している皆さんが集結。初めに中川行孝 した。
上市町長の挨拶があり、野村敬明上市郷友会
会長が挨拶、加形拓成ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの提言で自
あ と が き
宅を民宿に営業を始めた細川和子上市商工会
新しい旅立ち、出合い、別れの季節でもある。春本番、
婦人会長が講演、利用者のｺﾒﾝﾄなどが紹介さ
桜の便りが日本全国を駆け巡る良い季節、万葉集が出
れた。参加者は会館の郷土料理や地酒の白
典の新しい元号「令和」も決まり、誰もが心を寄せ合い文
萩、我酔楽、ます寿司等を楽しみ語り合った。
化を高め、穏やかな年になるように祈りたいものである。

