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温もりある郷土、飛躍の時期

日本郵政取締役監査委員長八木 柾さん

赤坂で旬の富山料理を味わう！
クラス会や親しい方との語らいに
富山県赤坂会館では、初夏の宴会プランと
して、富山の素材にこだわり皆様のご利用
をお待ち申し上げております。梶木鮪の昆
布〆、甘海老、シロエビかき揚げ、入善深
層水のアワビ、バイ貝、蛍烏賊沖漬など富
山の素材にこだわったメニュー。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
お酒では、米どころ富山を代表する銘酒
の数々を取り揃えております。砺波の銘酒
「立山」や黒部の「銀盤」「米の心」、岩瀬
の「満寿泉」、五箇山の「三笑楽」。焼酎で
は米どころ滑川のシェリー樽仕上げの12年
貯蔵酒「米騒動」などが大変好評です。

夏のごちそう麺「氷見うどん」や「大門素
麺」など郷土を代表する麺がたくさん
強いこしと餅のようなねばりと風味、全
国にも知られた氷見うどん、全国的にも珍
しい丸髷状の手延べ素麺で、大人気の大門
素麺、昔ながらの手延べ製法で丹念に作ら
れた麺はこしの強さと味わい深い五箇山手
わざそば、寒の内に製造熟成させた麺は独
特の喉ごしと食感が充分に楽しめる合掌手
延べそうめんなどがあります。
同窓会やクラス会、職場の皆さん、お友
達同士や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。
写真は氷見うどん

もう古希を迎える年になると、昔のことが時
折、鮮やかによみがえる。思い出に脈絡はない
が、幼かった時のことばかりだ。
高岡市伏木の思い出はつきない
生まれは富山県西部の高岡市伏木町。近くの
二上山や小矢部川、国分の浜が格好の遊び場
だった。運動場で日が暮れるまで野球に興じ、
夏になればほぼ毎日、国分の浜に行き、真っ黒
に日焼けしていた。当時高校野球で魚津高校が
快進撃を続け、徳島商と延長再試合となった熱
戦を焼けつくような砂浜でヒリヒリしながら聞
き入った。伏木港に隣接して中越パルプ、東亜
合成、日本ゼオンなどの工場群がひしめき、街
は活気にあふれていた。父は十條製紙（現日本
製紙）の伏木工場（２００８年閉鎖）に勤め、
社宅暮らし。６人兄妹の末っ子で、自由気まま
に野山を駆け回る日々だった。
楽しみはけんか山の曳山祭り
小学校も中学校も生徒があふれ、伏木中の時
は、教室のぎりぎりまで生徒の机が並び、通り
道を防ぐくらい密集していた。祭りともなれ
ば、若者、子供が押し掛けた。楽しみは５月の
けんかやま伏木曳山祭り。華やかな飾り付けが
夜には提灯に変わり、太い樫の木の「長手」を
付け、山車と山車がぶつかる。衝撃と車輪の軋
む音が響く荒々しい祭りだ。時には死傷者が出
るくらいだった。

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

＊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

＊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 鯵マリネ
お造り 鮃昆布締 鮪
シロエビ
奉書煮
サゴシ焼
鱒寿司
鱧鍋
白エビ掻揚
ホウボウ炙り酢
氷見うどん

2泊3日プラン
もあります。

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット

写真は曳山のぶつかり合いで祭りは最高潮に

煮物
焼物
凌ぎ
温物
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

玉くしげ二上山に鳴く鳥の声の恋しき時は来にけり

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

＊２６，４００円～３１，８００円（２名1室）

幼少期の体験が貴重な糧に
中学２年を終えた１４歳の春に横浜に転校
し、初めて勉強らしいことをし、人並みに高
校、大学と進学。大学では学園紛争にものめり
込んだが、どんな時にも富山での幼少期が自分
の貴重な糧になっていた気がする。
報道に興味を持ち、共同通信社に入社。ほ
とんどは政治部記者として伝える仕事に携わ
り、那覇支局長や名古屋支社長を経て、常務監
事で退任。その後子会社の共同通信会館監査役
を務めた。２０１３年に日本郵政社外取締役の
声がかかり、監査委員長で今に至っている。
今こそ故郷の発展、温もりある郷土で
両親はすでに亡くなり、二上山の麓の正法
寺に眠る。毎年墓参りは欠かさないが、郷土の
寂れた様子が気になって仕方がない。それでも
北陸新幹線の開業を機に、新たなうねりが起き
ていることを感じる。有楽町や日本橋のアンテ
ナショップを訪ねると、蒲鉾や昆布巻き、鱒寿
司のファンが確実に増えていると思う。この流
れを飛躍のチャンスにしてほしい。いずれは両
親の墓に弔ってもらうつもりだが、郷土はいつ
までも温もりを感じる場所であればと願う。
越中富山ゆかりの歌人大伴家持が二上山で
詠んだ和歌を胸に刻みながら。

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。

夏プラン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
＊国立新美術館

休火
ｼﾞｬｺﾒｯﾃｲ展6月14日～
9月4日

＊東京国立科学博物館
休月：英自然史博物館
展～6月11日深海2017
最深研究の生命と地球 7月11日～10月1日

イベント・催し物・コンサート ６月～７月
～9月24日ﾃﾞｲｽﾞﾆｰｱｰﾄ展 お台場科学未来館
6月1~4 日 おもちゃｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月1~3 ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽｼｮｰ
〃
6月6~8ﾋﾟｻﾞ・ﾊﾟｽﾀ・喫茶ｼｮｰ
〃
6月7~9住宅ﾌｪｱ
〃
6月13~16国際食品工業展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

＊東京国立近代美術館
6月21日~23ものづくりﾜｰﾙﾄﾞ
休月：MOMATｺﾚｸｼｮﾝ～11月5日 日本の家 7月19 6月24･25日ｽﾙﾗﾝｶﾌｪｽ
～10月29日 彫刻を作る・見る ～11月5日
＊東京国立博物館 休月7月4日～8月27日
：日本ﾀｲ修好130周年「ﾀｲ～仏の国の輝き」
＊国立西洋美術館休月6月20～9月24日ｱﾙﾁﾝﾎﾞﾙﾄﾞ展
＊江戸東京博物館休月 坂本龍馬展 ～6月18日
井伊直虎から直正へ 7月4日～8月6日
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～6月18日 ｱﾄﾞﾙﾌ・ﾌﾞｪﾙﾌﾘ
7月1日～8月27日幻の画家不染鉄展
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～7月17日開館10周年記念

国宝蒔絵手箱ほか
＊三菱一号館美術館休月6月17日～9月24日ﾚｵﾅﾙﾄﾞ
×ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ 宿命の対決
＊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 西洋絵画の巨匠たち

：大ｴﾙﾐﾀｰｼﾞｭ美術館展～6月18日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休 写真家ｿｰ
ﾙ･ﾗｲﾀｰ展 6月25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～6月25日
ﾗﾝｽ美術館展 7月8日～8月27日吉田博展

＊東京都庭園美術館休第2･4水休館中～11月17日
＊松岡美術館～9月23日 休月：中国の工芸
＊東京都美術館～7月2日休月 ﾌﾞﾘｭｰｹﾞﾙ「ﾊﾞﾍﾞﾙ
の塔」16世紀ﾈｰﾃﾞﾙﾗﾝﾄの至宝
＊根津美術館休月～7月2日 紙の装飾
＊出光美術館休月6月10日～7月17日等伯と雪舟
＊三井記念美術館休月～6月11日奈良西大寺展

夏の風物詩「天の川イルミネーション」

6月28~30国際ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

〃
代々木公園
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

6月28~30ｸﾞﾗﾌｲｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
東京タワーに満天の星が出現。6月1日から９
7月1~2日ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰ
〃
7月1・2ｶﾘﾋﾞｱﾝｺﾑﾌｲﾙﾑｵｰｹｽﾄﾗ ﾌｵｰﾗﾑ 月3日までの期間限定で「天の川イルミネー
ション」として、合計約19万7000箇の青色と白
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
7月5~7日ﾃｰﾌﾞﾙﾌｪｱ
色のLED電球が光輝く様はまさに圧巻。
7月8~9日ﾍﾟﾙｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｽﾀ
日比谷公園
大展望台1階では、同室内に天の川がかかっ
7月8･9ﾍﾞﾄﾅﾑﾌｪｽﾀ
代々木公園
た夏の夜空をイメージした雄大なイルミネー
7月17･18ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙﾒﾐｭｰｼﾞｯｸ
代々木公園
ションが点灯、天の川の中には、赤色の織姫と
7月25~27ｽﾎﾟｰﾂ健康展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
白色の彦星が輝き、今回は特に「流れ星」が大
7月28・29日ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ 幅にパワーアップ。
7月29･30日台湾ﾌｪｽﾀ
上野公園
一方600段の外階段では、
「昇り階段」と「下
8月5･6ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾌｪｽﾀ
日比谷公園 り階段」の手すり部分には、明滅する青色LED
電球が装飾され、「青い星の外階段」として演
出。イルミネーションは、平日17:00～22:00、
富山県人会連合会懇親の集い開催！
土日11:00～22:00まで点灯、料金は大人900円、
子供500円、夏の風物詩として楽しんではいか
がでしょうか。今年は特に日本ｻｯｶｰ協会実施
の「青炎（ｾｲｴﾝ）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに賛同して
SAMURAI・BLUE（日本代表）に青炎（声炎）
を送る取り組みを行っています。
この項東京タワーホームページより

富山の初夏を存分に満喫しませんか！

地獄絵ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ7月15日～9月3日
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～6月25日

6月２日（金）ホテルニューオータニにお
いて、富山県人会連合会主催の「懇親のつど
：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～6月25日馬琴と国芳 い」が開催された。
午後6時から開会、始めに物故された方へ
＊東京都写真美術館6月10～8月6日世界報道写真
＊山種美術館月休花・FLOWER・華～6月18日川端 の黙祷、立山の御歌を斉唱し、ふるさとの発
展に尽くされた方に「ふるさと賞」が桑山県
龍子超ど級の日本画 6月24日～8月20日
人会連合会会長から授与された。
＊五島美術館休月：～6月18日近代日本画展
＊戸栗美術館～9月2日17世紀の古伊万里
当日は石井富山県知事をはじめ、県選出の
＊上野の森美術館～6月14高田啓介油彩6月15～19日 国会議員、県内市町村長、各企業や出身地区
NAYUTA展6月20日～26日浅尾水香子7月5日～書展 別などに分かれ、富山県出身者が久方振りの
＊歌舞伎座6月2日～26日明月八幡祭 松緑、笑也
再会を喜び語りあった。終盤おわら節やお楽
＊ 〃
7月3日～27日 矢の根 右団次 海老蔵
しみ抽選会などがあり、名残つきないひと時
＊国立劇場6月2~24日歌舞伎十八番毛抜大谷友右衛門
を楽しんだ。

一般財団法人「富山会館」理事会開催
５月３０日（火）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年度事業報告及び決算について」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年度第２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た。

今年も見事な牡丹が咲きました！
当館1階庭園に、ベルギー出身の世界的に著名な
フラワーアーティスト、「ダニエル・オスト」氏が
植えた樹齢20年以上の牡丹が、今年も見事な大輪
の花を咲かせてくれ
ました。お客様も
「素敵な花ですね」
「それとも芍薬かし
ら」と興味深そうに
見入られる姿が印象
的でした。

今年も３階庭園に皐月つつじが見事に

山・新緑や渓谷美・川のせせらぎ
夏の立山黒部アルペンルートは雄大な立山、
名峰剣岳を始め、室堂からは大パノラマ風景が
広がり、ロープウエイから眺める黒部湖、そし
て真近かに見る黒部ダムは圧巻です。黒部峡谷
鉄道のトロッコ電車は目にも鮮やかな新緑や渓
谷美が楽しめます。世界文化遺産の五箇山では
雄大な木立や生活に根差した合掌集落が。
海・海岸から見る立山連峰は絶景
世界で最も美しい湾クラブに加盟した富山
湾、氷見、雨晴海岸から眺める立山連峰はまさ
に絶景です。また、近くの新湊まで足を運ぶと
帆船海王丸の雄姿が現れます。
今年は魚津の蜃気楼が頻繁に出現していると

当会館の３階庭園には、今年もやさしい色合
いで品良くサツキ（皐月）つつじが綺麗に咲き、
見頃を迎えました。来館者や会議のお客様から
も「まあ、きれいね」と、大変喜ばれている様子
を見るにつけ水やりや草むしりに励んだ労が報
われた気持ちがいたします。
あ と が き
よくサツキとツツジの違いが話題になることが
５月２８日魚津で全国植樹祭が４８年ぶりに開催された。
ありますが、サツキは“皐月躑躅”（さつきつつ
じ）を略したもので、ツツジの一種。花言葉は自 天皇皇后両陛下のご臨席のもと、式展や記念植樹があ
り、富山県民あげての記念すべき３日間であった。何より
制、節制、赤は恋の喜び、白は初恋とか。
も好天気に恵まれ幸いであった。

