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ゲノムや先端医科学に携わり
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文部科学省先端医科学研究企画官小林秀幸さん

魚介類の保存凍結技術がヒントに
不妊治療における精子や卵子の扱いも同様で
すが、バイオバンクで人の臓器や細胞を凍結し
赤坂会館ではお客様より、ホームページの
たり解凍する際には、細胞内の氷結晶が細胞膜
宿泊申し込みのメールでのお問い合わせや
を破壊することなどにより、細胞が傷んでしま
返事などに時間がかかるなどのご意見が寄
うことが問題となります。ゲノム研究の一環と
せられていました。
して、細胞が劣化しない凍結保存法の開発にも
また、現在のホームページは平成１４年
取り組んでいますが、実はこの領域は食品科学
に製作されたもので、画面が縦に長い、
が先行しており、魚介類の鮮度を保つ急速凍結
ホームページから直接予約が出来ない。
や不凍タンパク質（AFP）などの技術を、医
（メールでの予約か、電話）現社会のイン
学が後追いしているのが現状なのです。
ターネット環境にそぐわない形となってい
獲れたて鮮度・旨みは食品科学の力が大
ました。
なるほど、富山で水揚げされた海の幸を、赤
これらのことを踏まえ、ホームページを
坂会館でいつでも、獲れたての鮮度・旨みのま
懐かしい富山の思い出
宿泊利用者が部屋タイプを指定し、ホーム
平成２２年夏から３年弱、富山県庁に勤務し ま堪能できるのは、食品科学のお陰なんだと仕
ページから直接予約した場合、料金（１室
ました。単身赴任の生活でしたが、平日の夜は 事で得た知識で改めて実感しました。富山の魅
１名利用は５００円、１室２名以上は３０
力を発信し、また、富山のゆかりの関係者が集
職場の若手を西田地方の官舎に招いてホーム
０円割引）がお得で利用できることなどお
う東京の拠点として、富山会館の益々のご発展
パーティーを開いたり、街中を飲み歩き、ま
客様の利便性向上に努め、赤坂会館の魅力
た、家族の来富時には県内を隈なく観光し、独 を祈念しています。
を今まで以上に発信する事を目的に改正い
富山まで足を運び食や自然の魅力に触れて
りの休日は、愛用のママチャリに乗って起伏の
たしました。
また、赤坂会館を利用され、富山の味覚に魅
激しい国道359号を疾走し砺波の田園を越えて
また、永年にわたりご利用の皆様に配布
了された方には、是非、北陸新幹線で富山まで
小矢部までツーリングしたり、ウィーキングと
致しておりましたリピーター割引券は８月
称してあちらこちらを徘徊するなど、思い出は 足を運び、現地で直接、富山の食、自然、文化
３１日で廃止することとなりました。
に触れていただければと思います。
尽きません。
なお、自家用車などでご来館のお客様に
がん治療も先端医療が大きく貢献
は、従来無料でご利用頂いておりましたが
写真は娘と雄山に登った時のスナップ
現在は、文部科学省で、ゲノムやがんなどの
９月１日以降１台１泊2､000円となりまし
先端医学研究を推進する業務に従事していま
たので、ご了承願います。
す。技術革新により、たかだか１０万円で、
お客様には、これからもＡ（赤坂）Ｌ
個々人の約３０億個の塩基対からなる全遺伝子
（利便性）Ｔ（耐震）Ａ（安心、安価）で
をたった１日で読み取ることが可能な時代とな
ご利用お待ちいたしております。
り、オバマ大統領が「プレシジョン・メディス
ン（精密医療）」の推進を打ち出すなど、医療
は大きな転換期を迎えています。最近、オプ
ジーボという名称のがん免疫療法の新薬が注目
されていますが、このような特効薬を生み出す
ためには、がんに侵された臓器を手術で摘出
後、そのまま廃棄するのではなく、バイオバン
クで凍結保存し、一定期間後、その患者の正常
な細胞や他の患者のがん細胞の遺伝子と比較解
析するという地道な作業が必要です。
JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット
都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

９月５日からより使いやすく便利に
ホームページからのお申し込みがお得

＊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 秋刀魚昆布締
菊蕪射込煮
鱸朴焼
つみれ鍋
白エビ掻揚
太刀魚酢
氷見うどん

＊JR 北陸新幹線利用

写真は７２００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 雪プラン６２００円
＊２９，８００円～
＊３日前までにお申し込みください。

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

イベント・催し物 １０月～１１月

皇居の一般参観について

＊国立新美術館

休火
：ﾌﾞｪﾈﾂｨｱ・ﾙﾈｯｻﾝｽ
の巨人展～10月10日
ﾀﾞﾘ展～12月12日

10月3～5日国際ﾒｶﾞﾈ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
10月7日ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾝｻｰﾄ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
10月7~9日味わいﾌｪｽﾀ 有楽町日比谷 丸の内
10月8日～9日築地秋祭
築地市場
＊東京国立科学博物館
休月：ｼｰﾎﾞﾙﾄ展～12
日比谷公園
10月8日~9日鉄道ﾌｪｽﾀ
月4日世界遺産ラスｺｰ
10月15~16日東京大茶会
浜離宮恩賜庭園
展 11月1日～2月19日
10月21日～23日赤毛のｱﾝｺﾝｻｰﾄ
ﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立近代美術館 休月：近代風景～人と景色
10月22日～30ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｰ
日比谷公園
ﾄｰﾏｽ・ﾙﾌ展 ～11月13日
10月22日～23日ﾃｨﾑ・ﾊﾞｰﾄﾝｺﾝｻｰﾄﾌｵｰﾗﾑ
＊東京国立博物館 休月 ～12月11日
：平安の秘仏ー滋賀・擽野寺の大観音とみほとけたち 10月27日～11月6日東京ﾗｰﾒﾝｼｮｰ 駒沢公園
＊国立西洋美術館 休月10月15日～1月15日
10月28日～11月6日神田古本祭り
神保町
：ｸﾗｰﾅﾊ展
10月29日ｱｰﾄ手づくりﾌｪｽ
ﾌｵｰﾗﾑ
＊江戸東京博物館 休月～11月6日：よみがえれ
日比谷公園
11月1日～23日菊花大会
シーボルトの日本博物館
11月3日あそび万博
代々木公園
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～11月16日ﾓﾈ・ﾋﾟｶｿほか
11月3日山梨ﾇｰﾎﾞｰ祭り
日比谷公園
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～10月30日 琳派の真打
11月8~9地方自治情報化推進ﾌｪｱ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
鈴木其一
＊三菱一号館美術館 10月19日～1月9日 休月
丸の内
11月10～2月10丸の内ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
：拝啓ﾙﾉﾜｰﾙ先生、梅原龍三郎に息ずく師の教え
11月10~13ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ･ｵﾝ・ｸﾗｼｯｸ
ﾌｵｰﾗﾑ
＊森美術館：宇宙と芸術・かぐや姫、ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ、
11月11~13全日本体操競技団体選手権代々木体育
ﾁｰﾑ･ﾗﾎﾞ ～2017・1月9日
11月26・27ｽﾍﾟｲﾝﾌｪｽタ
代々木公園
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ ﾙｰﾌﾞﾙ美術館特別展
：ﾏﾘｰ・ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ展10月25日～2月2日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～10月11日ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ
ドイツ料理と本場のビールで乾杯！
会期中無休：ﾋﾟｴｰﾙ・ｱﾚｼﾝｽｷｰ10月19～12月8日

＊永世文庫休月「歌仙兼定登場」～10月2日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～11月20日
：ｶﾘｴｰﾙ展
＊東京都庭園美術館休第2･4水 ｱｰﾙﾃﾞｺの花弁
ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾎﾞﾙﾀﾝｽｷｰ 両方とも～12月25日
＊松岡美術館 ～1月15日 休月
：中国の陶磁 明から清まで

＊東京都美術館 10月8日～12月18日休月
ｺﾞｯﾎとｺﾞｰｷﾞｬﾝ
＊根津美術館 休月～10月23日
：中国陶磁勉強会 11月3日～12月18日 丸山応挙
＊出光美術館休月～11月13日大仙厓展 禅の心
＊三井記念美術館休月
～11月13日
：瑞巌寺と伊達正宗
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～11月23日

ドイツ文化会館の１階にあるレストラン「ボーデ
ンゼー赤坂」が９月４日新規オープンしました。
ちなみにボーデンゼーとは「ボーデン湖」の意味
ドイツを始め世界のビールをリーファコンテナ
（低温コンテナ）で正規輸入し、旨いビールの味
をそのままに提供します。一方、料理では本場ド
イツ料理にこだわった味を楽しめます。
営業時間は昼のランチ・１１：３０から、１２００円
より、デイナーは、１８：００以降４名以上のご利用
で予約による営業となります。
なお、当分の間は土日祭日も営業しております
ので、お気軽にご相談ください。
電話は０３－６４３５－５５６０まで

：ﾎﾟﾜﾚからｼｬﾈﾙ、ｻﾝﾛｰﾗﾝまで
＊浮世絵太田記念美術館月休 ～10月30日
：国吉ﾋｰﾛｰｽﾞ～水滸伝豪傑揃
＊山種美術館浮世絵師６大競演写楽ほか～９月29日
速水御舟の全貌 10月8日～12月4日
＊五島美術館休月：10月22日～12月4日
：平安古筆の名品
＊上野の森美術館10月7～1月21日ﾃﾞﾄﾛｲﾄ美術館展

赤坂氷川祭り、神輿舞い山車が往く

皇居の一般参観は、従来事前申し込み手続きに
より、実施されてきましたが、平成２８年６月２５日か
らは、当日受付（先着順）で実施出来ることとなりま
した。
なお、１０月２９日までは当日のみ実施。
参観出来ない日は日、祭日、月曜日で、土曜日
は可能です。一般参観は皇居内の富士見櫓、宮殿
の外観、二重橋などが参観できます。
電話による問い合わせは、宮内庁管理部管理課
参観係（０３－５２２３－８０７１）（直通）へ午前８時４５
分から正午まで、午後１時から午後５時まで問い合
わせ可能です。
日頃めったに入れない皇居の参観を、東京の良
い思い出の１ページに残しませんか。
なお、京都御所でも7月26日から事前申し込みな
しで参観できます。仙洞御所、桂離宮、及び修学
院離宮でも8月10日から当日受付で参観可能に。
この項宮内庁ホームページより抜粋

上市高関東支部総会盛大に開催される！

去る10月2日、上市高関東支部総会が当会館で
開催された。初めに藤堂支部長、上市高同窓会
長の山崎県議が挨拶、角間上市高校長の近況報
告があり、三浦上市町教委係長「遺跡が語る上
市町の歴史」の講演があった。出席者は久方ぶ
りの再会と会館の富山料理を楽しんだ。最後は
全員で校歌を合唱、再会を約して散会した。

「富山の酒とかまぼこフェア」盛況！
去る9月11日（日）有楽町東京交通会館１
２Ｆカトレアサロンで午前と午後に分けて
開催され、２回とも３００人を超える大勢
のお客で賑わった。今年の特徴として、チ
ケットはネットを利用しての申込、コンビ
ニで券が購入出来るなどもあり、年配者は
もちろん、若者や女性が増加し富山の細工
かまぼこやお酒について蔵元の説明なども
好評、数々の地酒を楽しんだ。

銀座2丁目中央通りに電気街灯復活
旧大倉財閥の創始者・大倉喜八郎が明治15年に
日本初の電気街灯を設置、それを模した記念灯
が復活。高さ11ｍ、LEDを採用。明治の人々は
その明るさに驚き
「一にお天道様、
二にお月様、三に
銀座のｱｰｸ灯」と
大勢の人が見物し
たといわれる。
この項読売新聞より

去る9月16日（金）～１8日（日）にかけて赤坂
氷川祭りが盛大に開催されました。絢爛豪華な山
車や神輿、赤坂芸妓衆や武士姿の若者が巡行、
特に今年は徳川吉宗公が将軍に就位して300年の
節目の年であり、将軍出身の和歌山からも祭りの
一行が参加したほか、17日は俳優の松平健さんが
将軍姿で現れると、彼方此方から掛け声がかかり
大いに盛り上がりを見せた。

あ と が き
今秋に入り、日本列島はまさに台風ラッシュの到来で、
各地で大きな土砂災害があり、避難勧告も出された。特
徴は強風のほか記録的な大雨が続くことで、農作物や果
実類などにも影響が。野菜類の値段が高騰しており、今
後も予報に目が離せない事態に。

