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シャンパンとワインで富山の発展を

今後も皆さんが地元に帰った時のようにホッ
とするような場所として、また皆さんの憩いの
場になるような場所になるよう尽力したいと思
います。

日本橋で 江戸・金魚の涼や金魚すくい
妖怪ウオッチや花火など思い出の夏を
富山から2時間余、富山県赤坂会館を拠点
に夏の東京を楽しみませんか。
日本橋コレド室町では、9月25日まで江
戸時代から夏の風物詩として、日本人に親
しまれてきた「金魚」にスポットをあて、
“和”をテーマに照明や映像で演出。金魚
鉢も「超・花魁」と命名3000匹の金魚が
乱舞する様は圧巻です。
金魚すくいの腕自慢達が繰り広げる金魚
すくいグランプリは、日本橋三越本店やコ
レド日本橋で行われる予選を勝ち抜いた猛
者達が8月28日決勝戦を行います。
ビアホールでは明治32年８月４日、日本
に初めてビアホールが誕生、これを記念し
８月４日はライオン全店で生ビールが半額
で楽しめます。
一方江戸東京博物館では、8月28日まで
「大妖怪展」が開催、平安～鎌倉時代の国
宝「辟邪絵」をはじめ、現存する最古の
「百鬼夜行絵巻」として名高い真珠庵本
（重要文化財）などの中世絵巻や、伊藤若
冲の「付喪神図」
、葛飾北斎「狐狸図」など
縄文時代の土偶から現代まで4000年の名
品を堪能できます。また、各地の花火のほ
か、夕涼みを兼ね「日本橋とやま館」で富
山の銘酒を試飲したり、六本木「ラ・シャ
ンデル」居酒屋「ル・クール」でシャンパ
ンを楽しむのもいかがでしょうか。
写真は
日本橋
とやま
館

JR往復交通費と赤坂会館１泊朝食付きセット

Ｔhe Ｏpener（株）扇谷まどかさん・文恵さん

写真の右側が姉のまどかさん、左は妹の文恵さん

シャンパン＆ワインバー「ラ・シャンデル」
2007年5月にワインの輸入販売会社を立ち
上げ、2008年より六本木に自社輸入のシャン
パンとワインを提供するラ・シャンデルを姉妹
で運営しています。私たちが選んだワインを直
にお客様へ提供することで、お客様の反応が即
座にわかり、それを直ぐに造り手へもフィード
バックすることができ、お客様と生産者をより
近づける橋渡し的な役割を担っていることに仕
事の醍醐味を感じています。また、ワイン・
バーという業態柄、お客様との会話が最も大切
であることも実感し、帰省の度に購入する白エ
ビせんべいや鱒寿司などを提供しながら会話の
一つに華を咲かせています。
2009年6月、ホテルニューオータニで行わ
れた富山県人会へ参加し、富山県出身者の皆さ
んの地元愛を強く感じたことがきっかけで、私
たち姉妹は「富山賢人会」を企画しました。故
郷と出身者を結ぶ架け橋になればという思いで
第1回目はラ・シャンデルで開催し、懐かしの
言葉、フード、お酒などで賑わいました（現在
も不定期に開催）
今もなお六本木のラ・シャンデルは富山県と
ゆかりのある方々に多数お越し頂いています
が、現在は料理人を迎え、少しずつ富山県の食
材を加えながらお料理も充実させています。

シャンパン・ビストロ（居酒屋）「ル・クール」
2014年12月、ラ・シャンデルから徒歩5分
のところに、シャンパン・ビストロをオープン
しました。ビストロとは「居酒屋」の意味です
が、ル・クールは、グラスでシャンパンやワイ
ンを飲みながら、日毎に変わる豊富な小皿料理
をお召し上がり頂けるお店です。女性一人でも
フラっとお立ち寄りいただけるスペース、シャ
ンパンは850円、お料理は600円から提供し
ています。
現在ル・クールでは、水の時計珈琲（黒部）や
グレイスピースティ（宇奈月）を使用していま
すが、今後は富山の伝統工芸品も紹介していき
たいと考えています。北陸新幹線が開通し、
益々地元へのアクセスが良くなりました。生産
者を直にご紹介できる機会も多くなるでしょ
う。今後も私たちから大好きな地元を更に発信
できるよう尽力し、微力ながら富山県の発展に
貢献していきたいと思います。
お店のご案内 ＊ラ・シャンデル港区六本木5-9-22
第2千陽ビル３Ｆ ：03-3405-1508
＊ル・クール港区六本木7-9-5 森長ビル２Ｆ
：03-6432-9688
（写真はル･ｸｰﾙの内部）

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
庄川鮎塩焼
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
＊国立新美術館

休火
：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：～10月2日
海のﾊﾝﾀｰ展
恵み豊かな地球の未来
＊東京国立近代美術館 休月：声ﾉﾏ全身詩人～8月7
吉増剛造展 近代風景～人と景色～11月13日
＊東京国立博物館 休月 ～9月19日
：古代ｷﾞﾘｼｬ 時空を超えた旅
＊国立西洋美術館 休月～9月19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～8月28日：土偶から

妖怪ｳｵｯﾁまで

＊東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ～9月16日休館中
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～8月28日：生誕170周年ｴﾐｰ
ﾙ・ｶﾞﾚ9月10日～10月30日

琳派の真打 鈴木其一
＊三菱一号館美術館 ～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：宇宙と芸術・かぐや姫、ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ、
ﾁｰﾑ･ﾗﾎﾞ ～2017・1月9日
＊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

：漫画、9番目の芸術 ～9月25日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ 8月9日～10月11日
会期中無休 ：ﾋﾟｰﾀｰ･ﾗﾋﾞｯﾄ展
＊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～8月28日
：魔法の美術-光と影のｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ9月10～ｶﾘｴｰﾙ展
＊東京都庭園美術館休第2･4水 子供とﾌｧｯｼｮﾝ
8月31日ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾎﾞﾙﾀﾝｽｷｰ9月22～12月25日
＊松岡美術館 ～9月24日 休月

イベント・催し物 ８月～９月
8月30-1日 外食産業展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～8月3日ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ 東京ﾌｵｰﾗﾑ
8月1～2日ｶﾘﾌﾞ・ﾗﾃﾝ・ｱﾒﾘｶﾌｪｽ代々木公園
8月5日～7日ｲﾝﾃﾞｰｼﾞｮﾝｽﾞ ＥＴｺﾝｻｰﾄ ﾌｵｰﾗﾑ
8月6･7日ｼﾞｬﾏｲｶﾌｴｽﾃﾊﾞﾙ
日比谷公園
8月7日大江戸骨董市
ﾌｵｰﾗﾑ
8月10日～21日ｼｶｺﾞ宝塚歌劇ＯＧ
〃
〃
8月10～12日ものづくり匠の技展
8月23～9月6日ﾐｭｰｼﾞｯｸﾃﾞｲｽﾞﾆｰ
〃
8月27日ﾊﾘｰ・ﾎﾟｯﾀｰｺﾝｻｰﾄ
ﾌｵｰﾗﾑ
8月30～1日日本全国名産品・特産品 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
9月1～3日ｷﾞﾌﾄｼｮｰｱｸｾｻﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
9月7日～9日ｷﾞﾌﾄｼｮｰ雑貨ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ他
〃
9月9-19日日比谷ｵｸﾄｰﾊﾞｰﾌｴｽ 日比谷公園
9月10～11日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰｼｰｺﾝｻｰﾄ
ﾌｵｰﾗﾑ
9月18日大江戸骨董市
ﾌｵｰﾗﾑ
9月23～25日国際ﾌﾞｯｸﾌｴｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
全日本模型ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
〃
9月24･25日日韓交流祭り
日比谷公園
9月30～10月2日ｵｰﾃﾞｲｵｼｮｰ
ﾌｵｰﾗﾑ

富山フアン倶楽部の集い開催される！
去る7月13日（水）17:30分より都内平河町の
都市センターホテルで｢第21回富山フアン倶楽
部会員交流会」が開催された。初めに、代表世
話人の川田忠樹川田ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ取締役相談役が
「多くの先輩方にも参加していただいた。大い
に交流を深めてほしい」と挨拶、石井隆一知事
は「北陸新幹線開業効果により、県内を訪れる
宿泊者が大幅に増加、また県内への移住者も若
い人が増えていること」を紹介した。宮腰光寛
衆議院議員の挨拶もあり、福田富昭日本レスリ
ング協会会長の発声で乾杯した。参加者は、富
山の地酒や鱒の寿司、シロエビの掻き揚げ、か
まぼこなど郷土料理を堪能、久方ぶりの再会や
富山の魅力などについて語り合った。新入会員
の紹介や大野県議会議長の挨拶があり、綿貫民
輔元衆議院議長や中沖豊元知事も出席し和やか
な歓談の内に閉会した。
（写真は挨拶の大野県議会議長）

思い出深い関東周辺の花火大会

3000匹の金魚や金魚グッズが圧巻！

：中国の陶磁 宋から元まで

＊東京都美術館～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 ～9月4日
：初めての古美術鑑賞
＊出光美術館休月～9月25日東洋日本陶磁の至宝
＊三井記念美術館休月
～8月31日
：ｱｰﾙﾇｰﾎﾞｰの装飾磁器
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～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月休 ～8月28日
： 歌川国貞ほか 怖い浮世絵
＊山種美術館江戸絵画への視線～8月21日
＊五島美術館休月：8月1日～26日休館 8月27日～
： 秋の優品展「国宝紫式部日記絵巻」ほか
＊上野の森美術館～8月23日ﾎﾟｰﾙ･ｽﾐｽ展 会期中
無休

中田千早伃個展8月27～9月6日

東京ミッドタウンにイルミネーション花火！
「夏色ここかしこ」をテーマに芝生広場では、
約２・５万球のＬＥＤを使い日本の伝統的な花火
の色彩を表現する“ひかり花火”が開かれてい
る。日本の「三大花火大会」のＬＥＤ花火の演出
が圧巻である。プログラムは約2週間毎に「長岡大
花火大会」全国花火競技大会（大曲の花火）土浦
全国花火競技大会と入れ替えになり、ひと夏を通
じて光と音の幻想的な時間と空間を楽しむ事がで
きます。
開催期間
8月28日
まで
18:30～23:00

今年も東京に暑い夏がやってきました。夏の
夜空を彩る豪快,かつ繊細な各地の花火を楽し
（打ち上げ予定と前回人出）
みませんか。
７月３０日隅田川花火
２万発
９５万人
８月１日江東花火
４千発
３５万人
８月２日神奈川新聞
１万５千発
20万人
8月6日江戸川区花火 １万４千発
１３９万人
８月6日板橋戸田橋花火 １万２千発
９４万人
８月６日横須賀開国花火
５千発
２２万人
８月２０日神宮外苑花火 1万２千発
32万人
8月2１日調布夏花火
８千発
３８万人
8月29日横須賀市花火
1200発
2万人
8月27日相模原市花火
8000発
20万人
9月18日横田基地花火
10万人

非常用階段を整備しました。
2016年統計による東京都内の地震で震度
１以上が、2016年は48回（全国では2182
回）起きています。ちなみに2015年は157回
を記録しております。当館でも緊急避難に
備え長年の懸案であった手すりを取り付け
ました。これからも、お客様が安心して利
用していただけますよう務めていきます。

コレド日本橋で開催中の「アートアクアリウ
ム」では、江戸時代から夏の風物詩として親し
まれてきた“金魚”にスポットをあて、“和”
をﾃｰﾏに、最新の照明、音響による演出、様々
な金魚グッズで多くのファンを魅了している。
金魚すくいのｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会は8月28日日本橋で行
われる。また金
魚柄の大提灯が
作りだす金魚街
道など金魚の話
題はつきない。
9月25日まで開
催中。

デリシャカス２０１６・グルメ＆スポーツ
赤坂サカスでは、TBSの人気組とコラボしたグルメやス
ポーツアトラクションなどが、人気を集めています。
人気番組の出演者と一緒に自分が出演者に「なりきり
写真」が撮れる写真館。「麗しの宝石」では、お手持ちの
ジュｪリーを無料でピカピカにクリーニング。また、自分の
３Dデーターが作成できます。世界最速、54台のカメラで
撮影します。サムライ
ジャパン古田監督の
写真と一緒に写真を
撮ったり出来ます。
8月31日まで開催中
です。

あ と が き
さあ、日本列島に暑い夏がやってきました。8月11日は
今年初めての“山”の日です。富山には、立山、剣岳を
始め数々の名山があります。安全で楽しい思い出に残る
山歩きを始めてみませんか。

