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赤坂だより
受験生の皆様を応援します！
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卵から始まる豊かな食生活を世界に

イセ食品 取締役副会長 伊勢俊太郎さん

赤坂会館は受験生の皆様を全力
でバックアップいたします。
都心にありながら、緑に囲まれた閑静な
中に佇む富山県赤坂会館。青山一丁目駅
から徒歩８分、赤坂見附などの拠点駅に
も近く、都内各地の大学へのアクセスに
もとても便利です。会館では今年も頑
張っておられる受験生やご家族の皆様に
特別なご宿泊プランをご用意いたしまし
た。大切な入試の日を迎える受験生やご
家族の皆様に安心してお過ごしいただき
ますようスタッフ一同、心を込めてお世
話をさせていただきます。ご宿泊料金は
通常料金より、一室１人ご利用の場合は
1，000円、一室２人以上ご利用の場合
は１人につき500円割引させていただき
ます。（割引後の料金は、次のとおりです）

利用料金

ご利用料金
１人利用 ２人利用

洋シングル 6７00円

設備
バストイレ付

洋ツイン

5９00円 4３00円 バストイレ共用

和６帖

5９00円 4３00円 バストイレ共用

和６帖DX 7２00円 5３00円 トイレ応接セット
２段ベット 4３00円 4３00円

バストイレ共用

プラン特典
１ 学業成就グッズをもれなくプレゼント
２ 電気スタンド無料貸し出し
３ 富山の名水又は缶コーヒー１本サービス
４ １階食堂に受験生用電子レンジ備え付け
５ 合格祈願特製おにぎり（予約３８０円）
６ 1階ロビーインターネット室備え付け
７ 加湿器等の貸出

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

＊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。

写真はイセ食品の卵ラインナップ

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）

イセ食品は平成２４年創業１００周年を迎え
ました。
当社は明治４５年、富山県高岡市福岡町に鶏
の育種改良事業を始め、昭和４年農村不況に対
応し共同鶏卵集荷場建設、昭和７年農林省検定
で１年間に１羽の鶏が３２１卵作出日本最高記
録樹立、昭和３３年富山県種鶏場で３６５卵を
作出、世界記録樹立、昭和３４年富山県種鶏場
で３６５卵作出２年連続世界記録樹立、この功
績により黄授褒章受章、昭和３８年アメリカに
進出、昭和５９年にはイセアメリカグループが
卵の合計生産量、販売量で全米１位となった。
平成２年には森のたまご発売、平成１２年、業
界初のＩＳＯ９００１を取得、平成１８年には
世界のディズニーと契約、ディズニーくらしの
たまごを販売開始しました。
また、平成２７年７月には３日間にわたり
「たまごサミット２０１５イン東京」を開催、
ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）を中心に１
７カ国、約１４０社、約３００人が集まる大イ
ベントを実施、目的は「新鮮な卵生産するため
の養鶏技術、品質、衛生管理」などのノウハウ
を輸出するためです。
このようにイセ食品では、時代の要請に対応
し「安 全」「旨 み」「鮮 度」を 三 大 目 標 に 掲
げ、歩んでまいりました。
思えば卵がまだ贅沢品だった時代、創業者伊
勢多一郎の「美味しい卵をより多くの人が口に
出来るようにしたい」という強い思い「伝統」
を今でも脈々と受け継いでおります。

このため、美味しさを追求する研究で生まれ
た絶妙な飼育レシピ（鶏一羽一羽の産卵記録を
とるなど地道な作業から、３世代の血統を確認
できる信頼の証など）、美味しい卵は健康な鶏
からをモットーに卵のふ化から採卵までを独自
の飼育レシピで作成、即ち「旨みの追求」そし
てこだわりの「鮮度の確保」種鶏の育成から卵
の配送まで一貫した鮮度保 持システム、国際
基準最高クラスの鮮度で「最高の状態で卵をお
届けしたい」の信念でございます。
イセ食品では、種鶏や親鶏の育成から、採
卵、パッキング、配送に至るまでの全工程を自
社で一貫（イセインテグレーションシステム）
して行うことにより、本当に安心できる高品質
な卵を日々お届け出来るのです。
一方、鶏のえさにＤＨＡ（ドコサヘキサエン
酸）やビタミンなどを添加する技術、栄養素を
強化した“健康卵”の開発や鶏卵で初の栄養機
能食品も生み出しております。
なお、イセ文化基金ではイセコレクションを
通じ印象派絵画、中国陶磁器などを無料で貸し
出し、世界の美術館とも交流を行っています。
これからもイセ食品は卵を通じて、消費者の
多様なニーズや安心、安全の食の在り方、環境
との共生、新しい価値の創造に寄与していくと
ともに、次世代へのエコロジーへの取り組みを
続け、更に創業１５０年、２００年を目指して
いきたいと考えております。

美術館 ・ 劇場情報

イベント・催し物 ２月～３月

国宝迎賓館の一般公開について

＊国立新美術館

休火
：草間弥生展2月22日～5
月22日ﾐｭｼｬ展３月８
日～6月5日

2月1日～3日街づくり総合展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
2月1～6日ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱ
ﾄﾞｰﾑ
2月2～8日富山県物産観光展
東急吉祥寺店
2月8日富山のさかなおもてなしﾌｪｱ ｻﾞ・
＊東京国立科学博物館
休月：世界遺産ラス
ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急
ｺｰ展 ～2月19日
2月11～17日世界蘭展
ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立近代美術館 休月：山田正亮の絵画～２ 2月8~10日ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
月12茶碗の中の宇宙樂家ー子相伝の芸術3月14日～
2月15日～17日健康博覧会
〃
＊東京国立博物館 休月～3月12日
2月19日ﾁｱﾘｰﾃﾞｲﾝｸﾞ全日本選手権代々木体育館
：春日大社千年の至宝
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館休月2月10日～5月28日 日本・ﾃﾞ 2月21～24日国際ﾚｽﾄﾗﾝｼｮｰ
ﾝﾏｰｸ外交150年・ｽｹｰｴﾝ：ﾃﾞﾝﾏｰｸの芸術家村
2月26日 東京ﾏﾗｿﾝ
東京駅ｺﾞｰﾙ
＊江戸東京博物館休月～2月19日徳川将軍家の婚礼
ﾄﾞｰﾑ
3月7日ﾜｰﾙﾄﾞBｸﾗｼｯｸ 日本対ｷｭｰﾊﾞ
江戸と北京 18世紀の都市暮らし2月18日～4月9日
日本対ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 〃
3月8日
〃
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ2月18日～4月16日 ﾊﾟﾛﾃﾞｰ
3月10日
〃
日本対中国
〃
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～3月12日 ﾖｰﾛｯﾊﾟ陶磁と
3月7日～10日街づくり展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
世界のｶﾞﾗｽ
3月8日～10日ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ2017
〃
＊三菱一号館美術館休月～5月21日ｵﾙｾｰのﾅﾋﾞ派
3月13日ﾌﾟﾗｼﾄﾞ･ﾄﾞﾐﾝｺﾞ、ﾙﾈ・ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾌｵｰﾗﾑ
＊森美術館：N・Sﾊﾙｼｬ展 ～6月11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
3月18日ﾄﾆｰ賞ｺﾝｻｰﾄ
〃
：ﾏﾘｰ・ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ展～2月26日
3月24～26日ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休：ﾏﾘﾒｯ展
代々木公園
3月26日WOMEN`S RUN
～2月12日

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｺﾚｸｼｮﾝ暁斎2月23~4月16日
＊永世文庫休月加藤清正と細川家3月18～6月4日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～2月19日５つ
星の作家 2月25日～3月30日FACE展

富山のさかなおもてなしフェア

２月８日（水）東京ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急で
「富山のさかな」ｲﾍﾞﾝﾄが行われた。
特に石井知事が富山米の新品種「富山８
６号」について発表、石原良純さん、料理
愛好家の平野ﾚﾐさんも加わり新米を試食、
「おいしくて旨い、甘みや粘りもありすば
らしい」と絶賛した。
3月4日～3月31日 高麗仏画
二部では石井知事の挨拶、石原良純さん
＊出光美術館休月2月11日～3月26日古唐津焼物
と東急ﾎﾃﾙ加藤総料理長のﾄｰｸ、鏡開き、石
＊三井記念美術館休月2月18日～4月2日三井家のお
井知事が乾杯の発声をした。出席者は新品
ひなさま
種のお米の試食、富山の鰤、ｼﾛｴﾋ、ﾎﾀﾙｲｶ
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～3月26日
の天ぷらなどを堪能、富山のさかなや魅力
：ﾏﾃｨｽとｼﾞﾖﾙｼﾞｭ・ﾙｵｰ
について語り合った。
＊浮世絵太田記念美術館月休2月3日～3月26日
：江戸の絶景 雪月花 1月5日～歌川広景の全貌
＊山種美術館月休大観、春草、土牛、～4月16日
＊五島美術館休月：～2月12日茶道具取合展
2月18日～3月26日 中国の陶芸展
＊戸栗美術館～3月31日休館
＊上野の森美術館～2月14日高木陽展 2月18日～22
＊東京都庭園美術館休第2･4水 並河靖之七宝
：～4月9日
＊松岡美術館～5月14日 休月：東洋の陶磁
＊東京都美術館～4月2日休月 ﾃｨﾂｨｱｰとｳﾞｪﾈ
ﾂｨｱ展
＊根津美術館休月～2月1９日 染付誕生400年

日本における唯一のネオ・バロック様式の建物で
ある迎賓館赤坂離宮が、外国からの賓客の接遇
に支障のない範囲で一般公開されています。
従来は、インターネット等で事前予約が必要でし
。
たが、今は当日窓口（１０：００～１６：００）へ行けば
整理券なしで、料金を支払いすれば、本館、主庭
が参観できます。
期間は、３月６日まで公開、３月７日～１８日は参
観できません。３月１９日～３月３０日までは参観出
来ます。（ただし、毎週水曜日は休日です）
また、２月２日～２月１４日までは天皇、皇后両陛
下が国賓とご歓談される最も格式のある「朝日の
間」が特別公開され、この後は修復のため２年間閉
室となります。はなびらをあしらった絨毯、壁飾りの
金崋山織など見どころは尽きません。滅多にない
この機会に参観はいかですか。
この項一部内閣府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋

春を告げる関東の梅だより！
今年も関東近郊の梅の季節がやってきまし
た。水戸偕楽園、熱海の梅園など、都内では小
石川後楽園、向島百花園、亀戸天神も。又江戸
時代からの梅の名所「湯島天神」の梅まつりは
２月８日から３月８日まで開かれ、２０品種３
００本の梅が咲き誇り、特に白梅が有名。学業
の神様菅原道真公が祭られていることから、合
格祈願や観梅者が多い。
写真は湯島天神の梅

日全国選抜作家展 2月24日～3月1日風車の書画
＊歌舞伎座2月2日～26日猿若祭 江戸の初櫓 勘九郎
＊ 〃
3月3日～27日
名君行状記 梅玉
＊国立劇～3月27日 国立劇場50年の歩み展

東急吉祥寺で富山県の物産と観光展開催

ミッドタウンアイススケートリンク盛況！

２月２日から２月８日まで、東急吉祥寺店で第７回富山
県の物産と観光展が開催された。
当日は富山県を代表する高岡のお菓子やしろえびせ
んべい、卵製品、海の幸では鰤の切り身や蒲鉾など、
全国駅弁でも有名な鱒ずしの日替わり、工芸では五箇
山和紙や井波彫刻など、里の味では今が旬の南砺市
のかぶら寿司、全国に名を知られた高岡のコロッケ、富
山が誇る地酒の数々などが並んでいる。主催は富山
県、後援は商工会連合会など。
写真は大勢の
お客さんで賑
わう８階の催
物会場

豊川稲荷で節分豆まきが行われる
２月３日元赤坂の豊川稲荷東京別院で、恒例の節
分会が行われた。午後３時頃僧侶、年男衆や相撲
の大嶽親方、林
家正蔵、海老名
香葉子など林家
一門、IKKO、内
海桂子など大勢
の芸能人などが
豆まきを行った。

都内で最大級の２００人を収容する東京ミッ
ドタウンのアイススケートリンクが、１月５日オー
プンした。三井不動産がてがけ、今年で８回目
を迎える。東京２０２０年の公認プログラム（ス
ポーツ・健康）で認証されており、土日や祭日に
は、初心者に手を取り、歩き方の練習など、ま
た家族連れ、カップルなどで賑わっている。夜
間１０時まで営業、期間は３月５日まで。

あ と が き
富山では春の訪れを感じさせるチューリップの切り花の
出荷が始まった。チューリップ全体の花言葉は「おもいや
り」だとか。超大国のあの方には、この言葉はどう聞こえる
のか知りたいものである。

