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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第６４号

赤坂だより
富山湾に春を告げるホタルイカ
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、富山湾に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、足の部分は素麺にたとえ竜宮
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
つきとなることうけあいです。
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、ぜひご利用ください。

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
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高岡南部地域の活性化をめざして

（株）タカギセイコー取締役笠井千秋さん

北陸新幹線開業後に他地域に負けずに観光
客を高岡に呼び込もうと10年前から「南活」
として、この事業を継続して来ております。当
初は冬・夏の開催（現在も当団体として後援）
でしたが、5年前から観光客の増加を目指し、
昨年ユネスコ世界無形文化遺産に登録された高
岡御車山祭りと連続して楽しめるように春の4
月末の主催団体となり、さらに昨年からは4月
29日から5月1日までの3日間を会期としてお
ります。
毎年、新機軸を打ち出しており、3年前から
はプロジェクションマッピングを駆使して光と
音の幻想的空間を演出し、今年は「加賀前田家
ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡」が映像化
される予定です。
高岡南部地域活性化推進協議会について
今年は大伴家持生誕1300年記念の年であ
この市民団体（通称名は南活：なんかつ）は り、高岡市では多くのイベントが予定されてい
高岡市南部エリアの魅力あるまちづくりを活動 ます。北陸新幹線「かがやき」の新高岡駅停車
の目的としております。平成2年に設立され、 の定期化と増便の早期実現を目指し、更に多く
会員は現在121社。初代会長であった故高木正 のお客様に感動をお届けできるように尚一層こ
明会長から弊社の代表者が会長職を務め、私で の事業を磨いてゆくことが使命であると感じて
三代目です。
います。
これまで、地域の事業所や自治会関係者が一
赤坂会館について
体となりまちづくりにかかわる研修会・講演会
かつて旧興銀で職場を共にした先輩方と毎
の開催や先進地域への視察会に加え、行政への 年、懇親会を開催していますが、富山県と縁の
要望活動や他地域との連携等、様々な活性化策 ある方が多く、当然にして富山の酒と海の幸を
を実施してまいりました。
求めるようになり、この赤坂会館を利用してお
この間、高岡南部地域は高岡おとぎの森公園 ります。いつも温かくもてなして頂き、おいし
や高岡スポーツコアなどの大型施設が次々とで い料理に舌鼓をうち、楽しい話に盛り上がり、
き、新たな発展を見込んで大型商業施設や企業 至福の時間を過ごすことができます。また今後
も進出してきています。さらに一昨年３月には ともよろしくお願いいたします。
北陸新幹線開業に伴い新高岡駅が完成しこの地
域はますます発展しつつあります。
国宝瑞龍寺ライトアップ事業
北陸を代表する国宝瑞龍寺は高岡市を作った
加賀藩二代目藩主前田利長公の菩提寺であり、
高岡の観光の中核です。
（右写真はライトアップの瑞龍寺）→

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット
2泊3日プラン
もあります。

＊JR 北陸新幹線かがやき号利用
＊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

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット
＊２６，０００円～３３，０００円
＊３日前までにお申し込みください。

和会席 お献立
先付け 木の芽和
お造り ホタルイカ シロエビ
煮物
飯蛸煮
焼物
ホタルイカ石焼
温物
ホタルイカしゃぶ
揚げ物 白エビ掻揚
酢の物 烏賊炙り酢
食事
氷見うどん
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理
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。

＊２６，４００円～３１，８００円（２名1室）

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。

春プラン６２００円 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。

美術館・劇場情報

春

＊国立新美術館

休火
草間弥生展～5月22日
ﾐｭｼｬ展～6月5日

＊東京国立科学博物館
休月：英自然史博物館
展 ～6月11日

＊東京国立近代美術館
休月：ﾏﾙｾﾙ・ﾌﾞﾛｲﾔｰの家具～5月7日茶碗の中の
宇宙

樂家ー子相伝の芸術 ～５月21日
＊東京国立博物館 休月４月11～6月4日 茶の湯
：国宝志野茶碗ほか
＊国立西洋美術館休月～5月28日ｼｬｾﾘｵｰ展・日本
ﾃﾞﾝﾏｰｸ外交150年・ｽｹｰｴﾝ：ﾃﾞﾝﾏｰｸの芸術家村
＊江戸東京博物館休月江戸と北京 18世紀の都市暮
らし～4月9日 戦時下の子供たち～5月7日
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～4月16日 ﾊﾟﾛﾃﾞｰ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～5月14日開館10周年記念

イベント・催し物・コンサート ４月～５月
4月1・2 日 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾄﾞｯｸﾞｼｮｰ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月5・7 国際ｱﾊﾟﾚﾙ展
〃
4月5美空ひばり生誕80周年記念ｺﾝｻｰﾄ ﾄﾞｰﾑ
日比谷公園
4月8･9錦鯉祭り
4月12～14日 ﾍﾞｰｶﾘｰ・ｽｲｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月16日ｼﾞｬｰﾆｰｽﾞ大運動会
ﾄﾞｰﾑ
4月20~23世界ﾌｨｷﾞｱｽｹｰﾄ国別対抗代々木体育館

4月22･23日ﾌﾗﾜｰﾄﾞﾘｰﾑ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月23・25･27ﾎﾟｰﾙ・ﾏｯｶｰﾄﾆｰﾂｱｰ ﾄﾞｰﾑ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月27~29日本ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
4月27・29・30ﾎﾟｰﾙ･ﾏｯｶﾄﾆｰ

ﾄﾞｰﾑ

4月28・29日ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
代々木公園
4月29ﾒｰﾃﾞｰ中央大会
5月3日4日ｶﾝﾎﾞｼﾞｱﾌｪｽﾀ
代々木公園
5月13/14日ﾀｲﾌｪｽﾀ
代々木公園
絵巻ﾏﾆｱ列伝 5月14日～国宝蒔絵手箱ほか
5月20～21日
沖縄祭り
代々木公園
＊三菱一号館美術館休月～5月21日ｵﾙｾｰのﾅﾋﾞ派
日比谷公園
5月19～28ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ世界のﾋﾞｰﾙ
＊森美術館：N・Sﾊﾙｼｬ展 ～6月11日
5月20~22日医工3大ﾊﾞｲｵﾘﾝｺﾝｻｰﾄ ﾌｵｰﾗﾑ
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ 西洋絵画の巨匠たち
5月24~26日企業立地ﾌｪｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
：大ｴﾙﾐﾀｰｼﾞｭ美術館展～6月18日
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休 世界が認め 5月27~28世界のﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪｽﾀ
た画力暁斎～4月16日写真家ｿｰﾙ･ﾗｲﾀｰ展4月29日～

＊永世文庫休月加藤清正と細川家～6月4日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月4月22日～6月25
ﾌﾗﾝｽ絵画の至宝

富山米のネーム決まる！富・富・富

ﾗﾝｽ美術館展

＊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 4月18日～ﾌﾞﾘｭｰｹﾞﾙ「ﾊﾞﾍﾞﾙの塔」
＊根津美術館休月4月12日～5月14日 光琳・其一

24ﾎﾟｰｾﾘﾝ・ﾚｰｽﾄﾞｰﾙ展 4月26日～5月8日上野の
森美術館大賞展
＊歌舞伎座4月2日～26日醍醐の花見 雁次郎 松也
＊ 〃
5月3日～27日 梶原平三誉石切 彦三郎
＊国立劇場4月22日明日をになう新進舞踊・邦楽鑑賞
4月28～30日 桂文珍大東京独演会
＊新橋演舞場 4月6日～5月14日 滝沢歌舞伎

一般財団法人「富山会館」理事会開催
３月１３日（月）東京富山会館で（一財）富山
会館の理事会が開かれた。桑山会長の挨拶、第1号
議案「平成28年度収支予算の補正について」第2号
議案「平成29年度事業計画及び収支予算」第3号議
案「平成29年度資金運用に係る年次運用方針につ
いて」第４号議案「名誉会長の委嘱について」第5
号議案「顧問の委嘱について」第6号議案「平成28
年度第4回評議員会の招集について」審議され全議
案とも異議なく承認されました。

日本に生まれて良かったと思う春。3月21日
東京都内でｿﾒｲﾖｼﾉの開花宣言が出て、日本で
一番早い桜の開花となった。昼だけでなく夜も
多くの人達がお花見を楽しむ光景が、各地で見
られる季節となります。 都内お花見ベスト５
は次のとおりです。
１位六義園、2位目黒川、３位上野恩賜公園、
４位隅田公園、5位千鳥が渕となっている。靖
国神社と併せ、千鳥が淵には年間100万人の人
達が訪れるほか、六本木ヒルズや毛利庭園・赤
坂サカスなども高い人気が。一方関東近郊で
は、横浜の三渓園は鎌倉時代から続く雄大な建
物とのマッチングも楽しめます。みなとみらい
21や根岸森林公園も素敵です。千葉では、青葉
の森公園や泉自然公園は「さくらの名所100
選」にも入る人気スポット。埼玉では、熊谷桜
堤や群馬では、赤城南面千本桜などが有名。
写真はスカイツリーと隅田川の桜（石谷行雄氏提供）

富山の春を存分に満喫しませんか！

国宝燕子花図と夏秋渓流図
＊出光美術館休月4月15日～6月4日茶の湯のうつわ
＊三井記念美術館休月～6月11日 ：奈良西大寺展
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月4月8日～6月25日

：日本家の列島・日本の住宅ﾃﾞｻﾞｲﾝ
＊浮世絵太田記念美術館月休～5月28日浮世絵動物
＊山種美術館月休大観、春草、土牛～4月16日
＊五島美術館休月：～5月7日歌仙と歌枕
＊戸栗美術館～5月14日開館30周年記念柿右衛門展
＊上野の森美術館～4月14ちぎり絵・七宝展4月20～

東京都内・関東近郊の桜だより

富山の春は見どころ、魅力、満載
3月26日（日）都内のホテルニューオータ
ニで新富山米の名称発表会及び試食会が行わ
れた。石井知事は新米の特徴を「コシヒカリ
の弱点を補い、いもち病にも強く農薬が少な
く出来る」と強調、食べた後の幸せな気分を
「ふ・ふ・ふ」で表現した。富山市の書家森
大衛さんが、「富、富、富」３文字を書き終
えると、大きなどよめきが。会場には、富山
出身の女優室井滋さん、オリンピック金メダ
ルリストの登坂絵莉さんなどが試食の感想を
述べ、「とてもおいしい」と絶賛、来年度の
本格販売に向け準備される。

富山の「春」は魅力がいっぱい。富山市の第
６１回チンドンコンクールは、太鼓やクラリ
ネットの音で春を告げ、砺波市のチューリップ
フェアは、６５０品種、２５０万本のチュー
リップが咲き誇る様は見事です。立山の雪の大
谷は２０ｍを超える雪の壁が眼前に迫り圧倒的
です。高岡の曳山祭りや各地の獅子舞、黒部峡
谷鉄道のパノラマツアーも始まります。一方グ
ルメでは富山湾に春を告げる珍味ホタルイカや
シロエビ、富山湾寿司、名水で作られた地酒な
ど魅力が盛沢山。首都圏より北陸新幹線で2時
間余、富山の魅力にご自身で触れませんか。

越中万葉東京シンポジウム開催！
3月26日（日）日本橋三越劇場にて、大伴家
持生誕1300年記念「いま、富山へ」と題し「万葉
歌人の詩心をはぐくんだ風景」で講演会やシン
ポジウムが開催された。家持の漫画を執筆予
定の漫画家の里中満知子さんが「言霊の人」、
高志の国文学館館長中西進さんが「海やまの
あいだ」石井知事が「富山県の文化施策等の
紹介」で講演し、参加者は家持が愛した富山の
自然や風土に想いを馳せた。

あ と が き
待ちかねた春の到来は人の心も気持ちも嬉しくさせてく
れる季節です。お花見や行楽など気分も高揚しますね。
一方、東京ミッドタウンが開業10周年を迎え、レストラン
や店舗が記念アイテムを揃えてお祝いムードです。一度
お訪ねになりませんか。

