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「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト 環境省総合環境政策統括官 中井徳太郎さん
人々が健康・安全に命の輝きを実感

赤坂会館を拠点に思い出の旅を
新名所や国宝迎賓館も参観しませんか
「行楽の秋」がやってまいりました。
銀座６丁目の中央通り沿いに、草間彌生
の巨大アートが特徴のエリア最大商業施設
「GINZA SIX ギンザシックス」が2017
年４月にオープン。随所に日本建築の技法
やパブリックアートなども。店内は世界的
なメゾンや伝統が息づく老舗まで241のブ
ランドが終結、屋上は約4000㎡の緑豊か
な庭園など人気スポットです。
国民的文豪として人気の高い夏目漱石が誕生
して今年は１５０年の記念の年。９月２４日そ
の晩年を過ごした新宿牛込に「漱石山房記念
館」がオープンしました。かっての書斎の再
現、漱石の関連図書、原稿などファンにとって
はたまらない魅力に触れることができます。
迎賓館赤坂離宮では、外国からの賓客の接遇
に支障の無い範囲で一般公開が行われていま
す。内閣府のホームページで休館日を確認のう
え、従来のインターネット予約なしで、当日受
付でも本館、及び主庭を参観出来ます。お台場
では、10月９日まで本場ドイツビールの祭典
「オクトーバーフェスタ」が開催され、ドイツ
楽団の熱いステージも楽しめます。一方神宮外
苑の銀杏並木では、今年も11月中旬から「神宮
外苑いちょう祭り」が予定されていますが、黄
葉の絨毯を歩くのはいかがですか。
（写真はギンザシックス）

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

＊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

＊３日前までにお申し込みください。

和会席 お献立
先付け 稚鮎南蛮漬
お造り 鮃昆布締 鮪
シロエビ
白ダツ胡麻クリーム
庄川鮎塩焼
鱒寿司
鯛冷しゃぶ
白エビ掻揚
ホウボウ炙り酢
氷見うどん

＊JR 北陸新幹線かがやき号利用

＊２６，０００円～３３，０００円

（森里川海のつながりが生み出す恵みの図）

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

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

日本海学立ち上げの興奮は今でも鮮明に
2000年、伊東俊太郎先生、安田善憲先生をは
じめ日本の学術界を代表する顔ぶれが結集し、日
本海学立ち上げのキックオフ座談会が、富山県赤
坂会館で収録されました。
あの時の先生方や自分も含めた県の職員の熱気
と興奮を今でも昨日のことのように思い出しま
す。

煮物
焼物
凌ぎ
酒肴
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

日々の環境変化を実感
記録的猛暑が続く一方、ゲリラ豪雨で山崩れ・
河川氾濫など災害が多発するなど、誰もが気候変動
の深刻さを日々実感する時代となってしまいまし
た。地球温暖化に対処するためパリ協定が発効し、
産業革命後２℃の温暖化でくい止めるために、２１
世紀中に人類活動で排出されるCO２がバランスして
増えない世界をつくることを国際社会はコミットし
ました。
この努力なしには温暖化は３～４℃と進んでしま
い、人類社会の耐性の限界をはるかに超えてしまい
かねません。
2050年のCO２削減は
このような文脈の下、日本は2050年にCO２の
80％削減を目指すことを閣議決定しております。
少子高齢化や地域経済の疲弊、国家財政の逼迫な
ど、日本の社会・経済が構造的な課題を抱え、先行
きが不透明な中で、CO２の80％削減といった環境
の課題をどうやってクリアーするのか。
2050年に環境・経済・社会の課題を統合的に解
決できている日本の姿を今こそデザインし、国民全
体で共有し、そこを目指して国民全体でシフトして
いかなければなりません。
環境省では2050年、21世紀のあるべき社会の
姿を、真に持続可能な環境共生型の社会、いわば環
境・生命文明社会と見定め、それを実現するための
戦略を描き、展開することを政策の軸に据えていま
す。

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）

日本海学・富山の思い出

戦略の重要な柱の一つの具体化である「つなげ
よう、支えよう森里川海」プロジェクトは、人間
もその一部である森里川海の自然・生命・生態系
の環境共生メカニズムを回復し、それが健全に機
能している中で、人々が健康・安全にいのちの輝
きを実感できる社会を目指した国民運動です。
森里川海の循環共生メカニズムの重要性、これ
は富山県が逆さ日本地図をモチーフに2000年に
立ち上げた日本海学のコアコンセプトです。
ローマクラブが指摘した人類社会の持続性への
警鐘を危機意識とし、立山から富山湾に至る森里
川海のつながりを象徴とする自然環境、そこで紡
ぎ上げられてきた人々の暮らしや文化・交流を環
境・共生・海の視点で深く探求し、未来の地域社
会を展望するべく打ち立てられた日本海学のコン
セプトがベースにあるのです。

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

イベント・催し物・コンサート１０月～１１月

美の拠点・富山県美術館全面オープン！

＊国立新美術館

10月1日全国酒ﾌｪｽﾀ
神宮通り公園
10月1日北海道ﾌｪｱ
日比谷公園
10月7･8日鉄道ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
日比谷公園
＊東京国立科学博物館
10月11日ﾌﾘｰﾗｲﾌﾞ
代々木公園
休月：日本人画家が描
10月14~15日日本ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ友好ﾌｪｽ 代々木
いた日本の植物
～12月3日
10月21~29日 ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｰ
日比谷公園
＊東京国立近代美術館
10月28･29ﾊﾛｳｨﾝｺｽﾌﾟﾚﾌｪｽ
池袋東口
休月：東山魁夷～11月5日 日本の家
10月26～31ﾗｰﾒﾝｼｮｰ
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園
～10月29日 彫刻を作る・見る ～11月5日
11月1日～5日
〃
〃
＊東京国立博物館 休月～11月26日ﾌﾗﾝｽ人間国宝展
11月1~23菊花大会
日比谷公園
＊国立西洋美術館休月 北斎とｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑ
11月2~5ﾄﾞｲﾂﾌｪｽﾀ
青山公園
10月21～1月28日
＊江戸東京博物館休月 10月1日～3月末休館
11月3日ｺﾞｼﾞﾗﾌｪｽﾀ
歌舞伎町ｼﾈｼﾃｲ広場
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰｼｬｶﾞｰﾙ展～12月3日
11月11日秋の公園ｳｵｰｷﾝｸﾞ
日比谷公園
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～11月5日狩野元信とその時代 11月11・12ﾌｧｰﾏｰｽﾞｷｯｽﾞﾌｴｽﾀ日比谷公園
＊三菱一号館美術館休月10月18日～1月8日ﾛｰﾄﾚｯｸと
11月16~18日全国魚市場川岸
日比谷公園
ｱｰﾄになった版画・ﾎﾟｽﾀｰ
11月18日世界子供ﾁｬﾘﾃ祭
日比谷公園
＊森美術館：ｻﾝｼｬﾜｰ展 ～10月23日
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ少年ｼﾞｬﾝﾌﾟ展 ～10月15日 11月23~26日ご当地鍋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 日比谷公園
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休 ｵｯﾄｰ・ﾈｰ 11月23日～26和宴そばと日本酒博 代々木公園
ﾍﾞﾙ展 10月7日～12月17日
11月21～29日ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｼｮｰ
〃
＊永世文庫休月 長谷川等伯障壁画展～11月26日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月 生誕120年東郷
休火
東南ｱｼﾞｱ現代美術～
10月23日

青児展

～11月12日

＊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～1月21日休月屏風と掛け軸、

水墨美術館でイセｺﾚｸｼｮﾝ屏風展

8月2９日（火）から９月10日まで富山県水
墨美術館で、イセコレクションの名作屏風展
高雅典麗 中国陶磁
＊東京都美術館～10月9日休月 ﾎﾞｽﾄﾝ美術館の が開催された。それに先立ち8月28日 15：０
至宝展 10月24日～1月8日ｺﾞｯﾎ 巡りゆく日本の夢 ０から招待者や関係者が出席しイセ文化財団
の伊勢彦信会長の挨拶、北陸銀行麦野英順会
＊根津美術館休月～10月22日仏をささえる
長などのスピーチがあり、その後水墨美術館
蓮華・霊獣・天部・邪鬼
の中川美彩緒館長も加わり、テープカットが
＊出光美術館休月 江戸の琳派芸術～11月5日
＊三井記念美術館休月 驚異の超絶技巧～12月3日 行われた。
今回は日本美術に焦点をあて、富山県出身
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月10月17～12月20日
の石崎光遥を始め、横山大観、児玉希望、田
：表現の情熱ｶﾝﾃﾞｨﾝｽｷｰ、ﾙｵｰと色の冒険者
＊浮世絵太田記念美術館月休～10月29日葛飾北斎 渕俊夫など近現代を代表する日本画家の名品
＊東京都写真美術館～月休11月26日ｼﾝｸﾛﾆｼﾃｨ 約２５点が展示されたほか、お茶会も開かれ
多くの愛好家や美術ファンを楽しませた。
＊山種美術館月休 上村松園美人画の精華
～10月22日
＊五島美術館休月：～10月15日 大般若経と禅宗
光彩の巧み瑠璃・玻璃・七宝
＊戸栗美術館～12月20日月休 18世紀の古伊万里
＊上野の森美術館不定休10月7～12月17日 怖い絵
＊ｵﾍﾟﾗｱｰﾄｼﾃｨｷﾞｬﾗﾘー10月14～12月24日単色のﾘｽﾞﾑ
＊歌舞伎座10月1日～25日ﾏﾊｰﾊﾞｰﾀﾀ戦記 菊之助
＊ 〃
11月１日～25日鯉つかみ 染五郎
＊国立劇場10月3～27日歌舞伎 霊験亀山鉾中村歌六
11月3～26日 文楽公演 八陣守護城
＊新橋演舞場10月6～11月25日ｽｰﾊﾟｰ歌舞伎ﾜﾝﾋﾟｰｽ

8月26日（土）午前10時から県内外の招待者
や関係者が出席、記念式典や内覧会があり、石
井知事、稗苗県議会議長、堂故国会議員、田畑
国会議員などによるテープカットが行われた。
午後1時からは、開館記念展と常設展の一般
公開があり、開館を待ちわびた約３００人の皆
さんが、玄関前で並んだ。美術館のコンセプト
は「アートとデザインをつなぐ」という発想。
開館記念展は、アートの根源的なテーマであ
る「LIFE]を「すばらしい世界=楽園」をもとめ
る旅ととらえ、「子ども」「愛」「日常」「感情」
「夢」「死」「原始」「自然」の８つの章で構
成、国内外の美術館から借り受けた名画約１７
０点を前期、後期に分けて紹介するものです。
ルノワールなどの印象派からクリムト、シー
レなどのウィーン世紀末美術、ピカソ、シャ
ガールなどの２０世紀のモダンアート、青木
繁、下村観山などの日本近代絵画、折本立身
三沢厚彦などの現代アートまで、生命と美の深
い関わりについて考察、新たなアートとの出会
いを創出します。開館は午前９：３０～１８：
００（入館は１７：３０まで）休館は水曜日
（祝日を除く）祝日の翌日は休み。

富山の秋は紅葉を楽しもう！

10月21日～12月3日

東京ミッドタウンに「巨大ドーム」が出現

漱石山房記念館 ９月２４日オープン

芝生広場に未知の生命体。今春開業１０周年を
迎えたミッドタウン。伝統あるスイスの音楽祭
「ルッツエルン・フェスティバル」が音楽や芸術
を通して、東日本大震災の復興支援の為に企画
し、世界的に有名な建築家磯崎新氏と英国人彫刻
家アニッシュ・カプーア氏によって制作した移動
式コンサートホールです。高さ１８ｍ、幅３０
ｍ、奥行き３６ｍ。風船のように中に空気を送り
込んで膨らませ５００人弱の人が入れます。１０
月４日ま
で様々な
イベント
が開催さ
れます。
本場の音
楽や未知
の体験を
してみま
せんか。

文豪夏目漱石が生誕した場所は新宿牛込馬
場下横町（現在の喜久井町）。晩年を過ごした
山房には、友人や弟子たちが訪れ、賑わってい
たと伝えられています。漱石の残した資料の収
集や保管、漱石文学の世界、関連図書などを
展示しているほか、カフェも楽しめます。
場所は新宿区早稲田南町７ 東西線早稲田
駅より徒歩１０分。休館（月）休日の日は直後の
休日でない日（午前１０時～午後６時まで開館）

黒四ダム、黒部峡谷鉄
道、立山ロープウェイ
称名滝など魅力満載
富山の秋は紅葉
真っ盛りの季節、立山
黒部アルペンルートの
ロープウェイから眺め
る錦の絨毯、高原バス
から見る弥陀が原の
真っ赤なナナカマド
や、黄色の葉を敷き詰めたようなブナの紅葉は
見事です。日本一の落差を誇る称名滝の景観
は、真夏でも水しぶきの寒さが感じられる程の
水量と、雄大さが印象的です。
黒部峡谷鉄道のトロッコでは、終点駅の欅平
を始め、美しい紅葉の渓谷美が絶景です。
また、グルメファンを堪能させる紅ズワイガ
ニを始め、富山湾寿司なども大好評です。秋本
番、富山の魅力に直接触れてみませんか。

あ と が き
今年は各地で大雨などが、8月の東京は22日間連続
雨が降り、涼しい毎日が。9月はアメリカでハリケーンの
猛威があり、600万人が避難、太陽も異常爆発が起き
影響が心配されている。地球に何が起きているのか。

