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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第６２号

赤坂だより
忘年会・新年会は赤坂会館で！

赤坂だよ
りkHz
kHz

富山はいつまでも大切な故郷

職場や親しい友人達との語らいに！
富山県赤坂会館では、冬の宴会プランとし
て富山の素材にこだわり、皆様のご利用を
お待ちしております。

鰤のしゃぶしゃぶ、鰤大根、ゲンゲの
すまし汁や鍋、新湊の紅ズワイ蟹
刺身では梶木鮪の自家製昆布〆や甘海
老、富山湾でしか獲れない珍味シロエビ、
新港漁港から直送したみずみずしい紅ズワ
イ蟹、深層の珍味ゲンゲのすまし汁や鍋料
理、冬の魚の王様寒鰤を使ったしゃぶしゃ
ぶや鰤大根、塩焼きなど富山の素材にこだ
わったメニューです。
お酒では、富山を代表する銘酒を取り揃
えております。「立山」はやや辛口ながらバ
ランスの取れた味わい、「銀盤」はそのまろ
やかな舌ざわりと味。最高の品質を追求し
た大吟醸「米の芯」、「満寿泉」は絶妙の味
わいで多くの方が堪能、「三笑楽」は隠れ
ファンが多い。焼酎では「米騒動」などが
あります。

氷見うどん・大門素麺も大好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も評
判が良く、何処で購入出来るか尋ねるお客
さんもおられます。職場の皆さん、同窓会
やクラス会、親しい友人達との語らいに、
富山の味をお楽しみください。

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

８月に中部高校の先輩で航空機産業に携わりお
世話になっている久郷さんに誘われて久し振り
に赤坂会館に伺った。久し振りと言っても大学
卒業前後に父に誘われて宿泊して以来なのでほ
ぼ４０年ぶり。 私は八尾町出身で中学、高校
まで富山、大学に入って東京に出てきてもう４
５年になる。 大学で航空学科に進んだことも
あり石川島播磨重工業（現在のIHI）に入社し、
ずっと航空機のジェットエンジンの開発や事業
に携わってきている。入社した当時は日本の民
間用のジェットエンジンの事業は黎明期で、入
社２年目で英国に長期出張して以来国際共同開
発のプログラムをいくつも経験し、世界を相手
写真は本年4月東京乃木神社にてGE副会長デビッ
にいろいろ挑戦をして今IHIの民間航空機エンジ ト・ジョイスさん（中央）を囲んで左が筆者。
ン事業は毎年３５００億円を売り上げている。
この合間に母校（東大航空学科）で非常勤講
師を６年間勤め、設計の授業や卒業設計の指導
をし、今も大学とは連携講座を出させて頂いた
りで親しい付き合いが続いている。IHIでは航空
宇宙事業本部の本部長を務めた後２年前から副
社長となり、広く日本全体のことや世界の動向
を考えることが多くなっている。
富山での高校までの１８年は時間的にはその
後の人生に比べて短いが、人間形成に与える時
間の濃さが異なる。中学や高校での何気ない薫
陶や芯の通った授業が如何に貴重なものであっ
都 心 で楽 しむ 富 山 の料理
たか。

＊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
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

＊JR 北陸新幹線利用

蕪寿司
鰤 鮃 梶木昆布締
菊蕪
鰤西京焼
鰤大根
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
新港紅ズワイ蟹
氷見うどん

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。

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
煮物
温物
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名利用）

株式会社ＩＨＩ 代表取締役副社長石戸利典さん
今も毎年新たな手帳を手にしたときに中学の
校訓にあった「真・善・美」という言葉を書き
込んでいる。高校の地理の北林先生の「皆さ
ん、世界は本当に広いですよ。広い広いシベリ
ヤの原っぱを過ぎたと思ったらヨーロッパ」と
いう駄洒落も世界に出ていくことへの心理的な
壁を見事に取り除いてくれている。北林先生と
は友人の結婚式でお会いした。高校を卒業して
10年も経っていない1980年頃か。富山での
披露宴から帰る際に挨拶をしたところ「どうで
すか」と問われ「これから飛行機で羽田に行
き、そのまま成田に移動して夜10時ごろの便
で英国に出張します」とお答えしたら、目を丸
くされていた。
世界の企業の幹部の方々とちょっと親しく
なって仕事以外のことを話し始めた時、その人
が大切にしていること、精神の芯になっている
ことに触れることがあり、そういう話で自然に
会話が進む人、私と共通部分がある人というの
は意外に多く、大切な友人になっている。その
友人たちも自分の育った町、自分を育ててくれ
た学校を本当に大切にし少しでも貢献をしよう
としている。
その土地、土地の持っている伝統、教育に携
わる人、街づくりに携わる人が作り出す（醸し
出す）文化的・教養的な素地というのが如何に
大切か。富山はいつまでも大切な故郷です。

富山湾の新鮮さとおいしさを直送

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など

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

美術館 ・ 劇場情報

受験生を今年も全力で応援します。

イベント・催し物 １２月～１月

都心にあって緑に囲まれた閑静な中に佇む赤坂
会館では、今年も受験生やご家族の皆様に特別な
：ﾀﾞﾘ展～12月12日
～12月7日大名庭ﾗｲﾄｱｯﾌ
六義園
宿泊プランをご用意いたしました。
日展～12月4日
～12月25日 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
お台場
大切な入試の日を迎える皆様に安心して、お過
＊東京国立科学博物館
12月8日～10日ｴｺ環境とｴﾈﾙｷﾞｰ未来展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
休月：ｼｰﾎﾞﾙﾄ展～12
ごしいただきますようスタッフ一同、心を込めてお
12月2日~4日ご当地鍋ﾌｪｽﾀ
日比谷公園
月4日世界遺産ラスｺｰ
世話をさせていただきます。お気軽に相談ください
12月10･11日ﾌｱｰﾏｰｽﾞ＆ｷｯｽﾞﾌｪｽﾀ 日比谷公園 特典１、1室1名利用は500円引き、1室2名以上は
展 ～2月19日
＊東京国立近代美術館
12月11日ｹﾞｰﾑﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
1名につき300円引き。
休月：山田正亮の絵画 12月6日～２月12日
12月14日～16住宅都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ 特典２、合格祈願グッズプレゼント。
＊東京国立博物館 休月 ～12月11日
特典３、富山の名水プレゼントほか
〃 国際照明EXPO
〃
：平安の秘仏ー滋賀・擽野寺の大観音とみほとけたち
12月16～25日ｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ
日比谷公園
＊国立西洋美術館休月～1月15日 ｸﾗｰﾅﾊ展
東京ミッドタウンイルミネーション
12月18日地方の暮らしﾌｪｱ
ﾌｵｰﾗﾑ
＊江戸東京博物館休月～12月4日市民からのおくりも
12月18日～30日 ﾎﾋﾞｰﾗｳﾝﾄﾞ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
の
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～1月15日 特別展高倉健 12月21・22日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰ魔法の音楽会 ﾌｵｰﾗﾑ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～1月17日 小田野直武と
1月３日～13ｷｴﾌﾊﾞﾚｰ
ﾌｵｰﾗﾑ
秋田蘭画
1月7日～15日故郷祭り故郷の味
東京ﾄﾞｰﾑ
＊三菱一号館美術館 ～1月9日 休月
1月１3日～15骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：拝啓ﾙﾉﾜｰﾙ先生、梅原龍三郎に息ずく師の教え
1月15日ｲﾙｶ45周年ｺﾝｻｰﾄ
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、
1月2526高齢者支援ｻｰﾋﾞｽ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
ﾁｰﾑ･ﾗﾎﾞ ～2017・1月9日
丸の内
～2月19丸の内ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
＊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
～2月28日ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
表参道
：ﾏﾘｰ・ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ展～2月2日
去る11月15日、今年で10周年を迎えた東京ミッド
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休：ﾋﾟｴｰﾙ・
タウンで、クリスマスイルミネーションのｲﾍﾞﾝﾄに、
ｱﾚｼﾝｽｷｰ～12月8日
中板橋商店街にうおづやオープン！ 女優桃井かおりさんとキャスティングデレクターの奈
＊永世文庫休月 仙厓ﾜｰﾙﾄﾞ～1月29日
良橋陽子さんが芝生広場に登場、52万球のLEDラ
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～12月25日
去る11月11日（金）午前11時に魚津市のアン
イトを使った点灯式にｽｲｯﾁを押した。
：風景との対話東郷青児、岸田劉生、東山魁夷
テナショップ「うおづや」が中板橋商店街に新装
青を基調とした幻想的な宇宙空間に、流れる
＊東京都庭園美術館休第2･4水 ｱｰﾙﾃﾞｺの花弁 オープンした。商店街の活性化と隣接した「ディ
星のイメージなどを演出している。点灯は午後
：ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾎﾞﾙﾀﾝｽｷｰ 両方とも～12月25日
サービス施設」に、魚津の新鮮な食材を提供す
5時から午後11時まで。12月25日まで
＊松岡美術館～1月15日 休月
るなどして、相互の利便性を生かす。
：中国の陶磁 明から清まで
赤坂サカススケート&イルミネーション！
オープンを記念して、大塚中板橋振興組合理
＊東京都美術館～12月18日休月 ｺﾞｯﾎとｺﾞｰｷﾞｬﾝ 事長、四十万魚津副市長、関口魚津市議長、
＊根津美術館 休月～12月18日 丸山応挙
来賓の下村博文国会議員等がテープカットをし
＊出光美術館休月～12月18日国宝手鑑見努世友
た。場所は中板橋１４－１１、営業時間・昼食は
＊三井記念美術館休月～1月28日日本の伝統芸能 １１：３０～１４：００ 夜は１７：００～２３：００まで
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月1月14日～3月26日
魚津産直の新鮮な魚介類や紅ズワイカニや
：ﾏﾃｨｽとｼﾞﾖﾙｼﾞｭ・ﾙｵｰ
お米、地酒や加積リンゴなどが楽しめます。
＊浮世絵太田記念美術館月休～12月11日
：水野年方芳年の後継者 1月5日～歌川広景の全貌
＊山種美術館 速水御舟の全貌～12月4日
今年も赤坂サカスに都内最大級の屋外スケー
＊五島美術館休月：～12月4日 平安古筆の名品
トリンクがオープン、17年2月14日まで開業。
1月10日～2月12日 茶道具取合展
今年のテーマは侍ジャパンの応援リンクで、会
＊上野の森美術館～1月21日 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ美術館展
場には侍ジャパンのオフィシャルカー日産リー
＊国立新美術館

休火

11月30日～12月2日ものづくり補助成果発表

ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

会期中無休

フが展示され写真なども撮れます。一方イルミ
ネーションでは、光と音楽が融合「いつまでも
輝きを」がテーマ。天空へ繋がる4メートルの
光の柱が登場。また、ハート型のスポット前で
はカップル達がツーショットで記念写真も。

＊戸栗美術館～12月23日古伊万里ー染付の美ー
＊歌舞伎座12月2日～26日 あらしのよるに 獅童
＊〃12月2日～24日
舟木一夫特別公演
＊〃1月2日～26日 将軍江戸を去る 染五郎、愛之助
＊国立劇場12月2日~26日仮名手本忠臣蔵 中村魁春

ひよこのイセ東京本社が有楽町にオープン

和楽器「村松屋」が赤坂にオープン！

卵のブランドで日本より、世界中で最も有名なイセ食
品（株）。最近は、環境問題やエコにも取り組む一方、
農場から店頭まで安全面を考慮し、一貫管理にこだわ
るイセ食品(株）の東京本社・イセ文化基金が、11月22
日東京交通会館8階にオープンした。従来の東京八
重洲駅前から銀座に近い商業地域に活動拠点を移
し、東京オリンピックはもとより、これを機会に創業150
年、200年と更なる飛躍と発展を目指す。

本年9月和楽器専門店の「村松屋」が赤坂
に新店舗を開業。村松屋は、1807年に富山
県で創業、2007年に200年の節目を迎え
（株）SEIONとして全国にファンを持ち、
三味線・箏の修理や注文はもちろん、楽器
レンタルなどを通じ邦楽の楽しさ、素晴ら
しさを多くの人々に体験して貰うなど伝統
文化の躍進に大きく貢献している。

池田太一展・盛況のうちに終了よこ
去る11月7日（月）～１2日（土）にかけて開
廊50周年の銀座シロタ画廊で開かれた。池田さ
んの作品は油彩とアクリル画で追い求めるテー
マは、「色彩の豊かさで世界を表現すること。」
そして、「曼荼羅を現代風にアレンジし、この
世に存在する全ての
ものは神仏であ
る。」という気持ち
を常に持ち続けこれ
からも制作に励む毎
日であるという。

あ と が き
11月24日都内で積雪があり、気象庁によると11月では観
測史上初の記録となったと発表。今年は地震や大雨、土
砂災害など自然の脅威が大きく感じられた年であった。
来年は酉年。穏やかで商売繁盛など良い年を祈りたい。

