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「實生（みしょう）」を育む独創技術

（株）スギノマシン代表取締役社長 杉野太加良さん

富山湾の新鮮さとおいしさを直送
職場や親しい友人達との語らいに！
富山県赤坂会館では、冬の宴会プランとし
て富山の素材にこだわり、皆様のご利用を
お待ちしております。

鰤のしゃぶしゃぶ、鰤大根、ゲンゲの
すまし汁や鍋、新湊の紅ズワイ蟹
刺身では梶木鮪の自家製昆布〆や甘海
老、富山湾でしか獲れない珍味シロエビ、
新湊漁港から直送したみずみずしい紅ズワ
イ蟹、深層の珍味ゲンゲのすまし汁や鍋料
理、冬の魚の王様寒鰤を使ったしゃぶしゃ
ぶや鰤大根、塩焼きなど富山の素材にこだ
わったメニューです。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
お酒では、富山を代表する銘酒を取り揃
えております。「立山」はやや辛口ながらバ
ランスの取れた味わい、「銀盤」はそのまろ
やかな舌ざわりと味。最高の品質を追求し
た大吟醸「米の芯」、「満寿泉」は絶妙の味
わいで多くの方が堪能、「三笑楽」は隠れ
ファンが多い。焼酎では「米騒動」などが
あります。

氷見うどん・大門素麺も大好評
食事代わりの氷見うどんや大門素麺も好
評で、購入を希望される方もおられます。
職場の皆さん、同窓会やクラス会、親しい
方との語らいに、富山の味をお楽しみくだ
さい。

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

＊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。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理
和会席 お献立
先付け 蕪寿司
お造り 鰤 鮃昆布締 烏賊
煮物
鰤大根
焼物
鱸西京焼
温物
鰤しゃぶ
蒸し物 鱈蓮蒸
揚げ物 白エビ掻揚
酢の物 新湊紅ずわい蟹
食事
氷見うどん
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

2泊3日プラン
もあります。

写真はウォータージェッ
トカッタによる輝緑岩
（硬度モース７）の切断

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）

創業の大阪から故郷富山へ移転
当社は、昨年創業80周年を迎えました。
1936年大阪で創主である父・林平がボイラに
組み込まれたパイプの内部をクリーニングする
国産初の「水圧多段タービン式チューブクリー
ナ」を考案・製造したことが始まりです。
第二次世界大戦の戦況劣勢に伴い、父の出身
地の富山県魚津町に疎開し、今に続いていま
す。父は、仕事に対し、『自ら考え、自ら造
り、自ら販売・サービスする』という強い信念
を持った人で、その姿勢は現在も「創業の精
神」として褪せることなく根付いています。
「水滴が戦闘機の翼を囓（かじ）る」がヒントに
１９５５年に発表された「戦闘機が雲の中を
飛行すると、水滴が衝突することで翼端に動物
が囓ったような傷がついた」というドイツの文
献を見て、驚きと共に水圧をもっと上げれば
『鉄が切れる』のではという発想が生まれまし
た。そのヒントから超高圧ポンプの開発に取り
組みました。地球上で一番深い海は、約1.1万
mのマリアナ海溝で、海底では、中空の鉄球さ
え潰す約1,100気圧もの圧力がかかります。
当社は、これを大きく超える高圧を噴射する
「超高圧」ウォータージェットカッタを開発し
ました。開発当初は、１００気圧を出すのも困
難でしたが、現在は、６５００気圧まで技術が
向上し、新用途を開拓中です。

エンジンの燃費向上や環境対策に貢献
超高圧水による切断をはじめ、洗浄、はつ
り、はくり、精密バリ取り、物質微粒化、耐圧
試験機など数々の用途が広がりました。
自動車産業では、水噴射の衝撃力を利用し、
精密部品のバリや切り屑を完全に除去する洗浄
で、世界の自動車エンジンの燃費向上や大気汚
染フリー、エンジンの長寿命化に貢献しまし
た。また、『超高圧』以外にも『超高速』、
『超微粒』、『超精密』、『超仕上げ』などの
超技術を応用した商品をラインナップしていま
す。
開発や基礎研究は「ゆっくり急げ」
技術開発や基礎研究は、費用が嵩む割に、成
果が出るまでに時間がかかり敬遠されがちで
す。しかし、この研究開発が目的を達成する近
道で、私が信条としている『ゆっくり急げ』と
いう言葉は、まさにこのことを表しています。
これからも實生の精神と超にこだわり
また、接ぎ木・挿し木などによらず、種子か
ら発芽し、生育した植物を實生といい、我が社
は、アイデア、試作から実用化まで自社で育む
「實生の技術」にこだわり独立独歩を貫いてき
ました。しかし、性能・耐久性をクリアするま
でに何度となく壁にぶつかりましたが、「創業
の精神」と『超』に対する高いモチベーション
が支えになっています。
ＰＳ：赤坂会館の前身の建物は、約50年前、
私が虎の門の営業所に着任した頃に何度か訪れ
大変お世話になったところで、今回の執筆依頼
で懐かしい想いが込みあげてきました。

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。

冬プラン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１２月～１月

＊国立新美術館

12月2日東京ﾗﾝ・ｳｵｰｸ日比谷公園付近公道
〃3日渋谷ｽﾄﾘｰﾄダンス
代々木公園
〃～3日神宮外苑いちょう祭
神宮外苑
＊東京国立科学博物館
〃6～8中小企業ものづくり展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
休月：日本人画家が描
〃7~9日環境ｴﾈﾙｷﾞｰ未来展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
いた日本の植物
～12月3日 古代ｱﾝﾃﾞｽ文明展～2月18日
〃～16日六義園大名庭園ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ
六義園
＊東京国立近代美術館 休月～3月21日 熊谷守一展 〃2・9・16・23・30日ﾚｲﾝﾎﾞｰ花火 お台場
＊東京国立博物館 休月1月16～3月11日仁和寺と御室 〃16日ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
代々木公園
派のみ仏 天平と真言密教の名宝
〃23・24日世界のｸﾘｽﾏｽｸﾞﾙﾒと音楽 代々木公園
＊国立西洋美術館休月 北斎とｼﾞｬﾎﾟﾆｽﾞﾑ～1月28日
〃24日GI有馬記念
中山競馬場
＊江戸東京博物館休月 ～3月末休館
〃～31日青の洞窟ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ
代々木公園
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰｺﾚｸｼｮﾝ展～2月12日
東京・箱根
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～1月28日ﾌﾗﾝｽ宮廷陶器ｾｰヴﾙ 1月2～3日大学駅伝競走
＊三菱一号館美術館休月～1月8日ﾛｰﾄﾚｯｸｱｰﾄに
〃2･3日本和心、初詣
国際ﾌｵｰﾗﾑ
なった版画・ﾎﾟｽﾀｰ展
〃14日ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ
代々木公園
＊森美術館：ﾚｱﾝﾄﾞﾛ・ｴﾙﾘｯﾋ展 ～4月1日
〃17~19日ﾛﾎﾞｯﾄ、ﾚｰｻﾞｰ技術展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰどらえもん展 ～1月8日
〃25～27日資産運用EXPO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休 ｵｯﾄｰ・ﾈｰ
〃31～2月3日ｷﾞﾌﾄｼｮｰ
〃
ﾍﾞﾙ展～12月17日
〃6~8住まいのﾘﾌｫｰﾑ博
国際ﾌｵｰﾗﾑ
＊永世文庫休月 細川家と天下泰平～1月28日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～12月27日
〃7日・21日骨董市
〃
休火
安藤忠雄展～12月18日
日展～12月10日

ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

＊東京都庭園美術館休第2･4水（祭日は開）～2月
25日

装飾は流転する

＊松岡美術館～1月21日休月屏風と掛け軸、高雅典

富山の女性が美肌日本一に輝く！

11月12日は（いいヒフ）の日ですがＰＯＬ
Ａ化粧品が今年も「美肌県グランプリ２０１
＊東京都美術館休月～1月8日ｺﾞｯﾎ 巡りゆく日本
＊根津美術館休月～12月17日鏨の華 光村ｺﾚｸｼｮﾝ ７」を発表、見事富山県が全国１位に輝きま
した。
刀装具 1月10日～2月12日墨と金 狩野派の絵画
これは、全国４７都道府県、１７００万人
＊出光美術館休月 書の流儀～12月17日
＊三井記念美術館休月国宝雪松図ほか1月6～2月4日 以上から集まったお肌のビックデーターを基
にランキンクﾞしたもので、肌のうるおい、
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～12月20日
キメが整っている、シミやくすみ、毛穴など
：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～12月20日菊川英山 の項目が非常に良い結果でした。日照時間や
＊東京都写真美術館月休～1月28日ﾕｰｼﾞﾝｽﾐｽ展 降水量など美肌に適した気象環境、良質なた
んぱく質、ミネラﾙ、ビタミンたっぷりの海
＊山種美術館月休 川合玉堂・四季・人々・自然
の幸がこの結
～12月24日 1月3日～2月25日横山大観
果を作ったの
＊五島美術館休月～12月3日 光彩の巧み瑠璃・玻
かもしれませ
璃・七宝12月9日～2月18日茶道具取り合わせ展
＊戸栗美術館～12月20日月休 18世紀の古伊万里 ん。
＊上野の森美術館不定休～12月17日 怖い絵
麗

中国陶磁

＊ｵﾍﾟﾗｱｰﾄｼﾃｨｷﾞｬﾗﾘー～12月24日単色のﾘｽﾞﾑ
＊草間彌生美術館（予約・定員制）～2月25日創造は
孤高の営みだ、愛こそはまさに芸術への近づき
＊歌舞伎座12月2日～26日実盛物語 愛之助 松緑
●
〃
1月2日～26日松本幸四郎三代襲名披露公演
＊国立劇場12月3～26日歌舞伎今様三番三中村雀右衛
門
1月3～26日 文楽公演 花競四季寿・平家
女護島ほか

上市高等学校同窓会関東支部総会開催

今年も受験生の皆様を応援いたします。
赤坂会館では、今年も受験生の皆様やご家族の
方々に特別な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。お気軽に相談ください
特典１、1室1名利用は500円引き、1室2名以上は
1名につき300円引き。
特典２、合格祈願グッズプレゼント。
特典３、富山の名水プレゼントほか

赤坂サカス・スケートとイルミネーション！

今年も赤坂サカスに都内最大級の屋外ス
ケートリンクがオープン、18年2月25日まで開
業。オープニングイベントとして、ミュージカ
ル「メリーポピンズ」主演の平原綾香さんが登
場、綾香さんのライブとスケートショーがコラ
ボし、多くのファンで賑わった。
氷上プロポーズをするカップルを募集してお
り、スタッフの方がお手伝いもしてくれます。
一方イルミネーションでは、光の柱が立ち並
び輝きを見せている。
また、ハート型の撮影スポット前では、カッ
プル達や親子連れなどが、ツーショットで記念
写真を撮りご満悦のご様子。

都内のイルミネーションを楽しむ！
今年も11月22日から12月31日まで代々木公園
ｹﾔｷ並木において開催されています。2014年冬
中目黒に登場した[青の洞窟SHIBUYA]が好評
だったため、2016年より渋谷に場所を変更し
て復活しました。人気ｽﾎﾟｯﾄとして100万人を超
える人々が訪れﾌｧﾝﾀｼﾞｰな夜景を楽しめます。

写真は11月12
日の北日本新
聞朝刊
この項新聞より抜粋

ブラタモリに黒四ダム・立山が登場

一方、東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝは開業10周年のﾌｲﾅｰﾚを飾
るｽﾀｰﾗｲﾄｶﾞｰﾃﾞﾝは、太陽系7つの星を巡る『宇
１０月７日、１０月１４日、１０月２１日の３回にわ
10月15日（日）当館で標記総会が盛大に開催さ
宙旅行』がﾃｰﾏ。曜日毎に月、金星、木星など
れた。藤堂與守支部長が開会挨拶、続いて山崎宗 たり、ＮＨＫのブラタモリに黒四ダム、立山が放 をｲﾒｰｼﾞした色に変化。12月25日まで開催中。
良同窓会長、水井修学校長、大松日出夫県人連合 送された。世紀の大事業として、電力供給に大
会専務理事などの挨拶があり、議案は異議なく了 きく貢献したことや、現在の場所に決まった経
承。その後森井勇健康ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが「ぼけたくない 緯、日頃見れない内部や冬期のメンテナンスで
よね、人生は」を講演、うなずきながら聞く方も の苦労などが取り上げられた。
一方、立山では日本でも高地にある地獄谷の
広田保顧問の乾杯、出席者は会館の富山料理を堪
温 泉 や、氷 河
能、2次会もあり、再会を約しお開きとなった。
の跡がある山
崎カールの地
形の成り立ち
Ｓ
などの解説が
模型を使って
説明があり、改
めて立山の素
あ と が き
晴らしさを認識
錦繍の木々達が大急ぎで冬支度へ。11月半ばに一時
した番組であっ
真冬の寒気が訪れた。一方、街には心華やぐイルミネー
た。
ションが輝く季節である。来年は戌歳、景気が上向いて
災害の無い、穏やかな年であるよう祈りたいものです。

