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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第７４号

赤坂だより
忘年会・新年会は赤坂会館で！
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。

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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富山県赤坂会館の思い出

富山県氷見市長

林正之さん

新幹線スーパー特急からフル規格へ運動
次に長く滞在したのは、平成12年の12月、
企画部新幹線交通政策課に在籍していた際で、
新幹線の誘致・建設担当の副主幹の時です。
平成１０年の長野オリンピックに向けて長野
まで北陸新幹線が開通しており、当時、富山県
境の糸魚川・魚津間と石動・金沢間は新たな
ルートで建設し、魚津・石動間は在来線を活用
するスーパー特急方式（踏切りがあり最大時速
１２０ｋｍ）により運行することとされていた
のを、何とか次は金沢までフル規格での整備に
政府の方針を変えていただきたいとの運動を進
めていました。
宿泊するたび思い出が鮮やかに
赤坂会館に一番長く滞在したのは、富山県職
１２月に、政府与党整備新幹線検討委員会が
員時代の平成４年２月からの１か月半です。翌 開かれ、今度こそ方針が変更されるのでないか
４月からJICA（国際協力機構）の派遣専門家と との情報で、当時の新幹線建設班長以下３人で
いう身分で、インドネシアの土地庁に土地区画 月曜日に上京し情報収集するもなかなか検討委
整理の技術指導に２年間赴任することが決まっ 員会は開催されず、１日延ばしで毎晩赤坂会館
ており、東京のJICA研修センターでの研修を受 にお世話になり、結局金曜日まで滞在すること
ける際にお世話になりました。
になりました。結果、週明けにフル規格で富山
朝食の干物がうまい
まで建設するという方針が正式決定し、その
赤坂会館の当時の朝食はサンマの干物にシジ 後、金沢までに変更されて平成２７年３月に開
ミの味噌汁か、ハムエッグの洋食かのどちらか 業され、現在のように多くの乗客で賑わってい
に決まっていましたが、私は魚が好きでほとん ます。赤坂会館に宿泊するたび、そうしたこと
ど毎日サンマの干物の朝食でした。
が思い起こされます。
インドネシア時代の娘のバリダンス発表会
インドネシアでの思い出
（娘は後列中央）
インドネシアには家内、４歳の娘の家族３人
で赴任しましたが、大理石の豪邸を借り、住み
込みのボーイ、メイド２人、通いの運転手２人
を雇い、５人合わせても給料は日本円で５万５
千円程度でした。インドネシアのお米はぱさぱ
さの長粒種で臭いもきつくとても食べられなく
て、日本のお米のようなカルフォルニア米を食
べていました。１年たつと１カ月の帰国休暇が
与えられ、日本に帰ってまず赤坂会館に宿泊し
たのですが、その時のご飯が美味しかったこと
は未だに忘れられません。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

ホームページ予約がお得です

1室1名利用は500円、1室2名以上は300円割
引になります。(特別室、2段ベッドは除きます）
http://www.toyamaken-akasakakaikan.jp

和会席 お献立
先付け 蕪寿司
お造り 鮃 梅貝 鰤
昆布締
鰤大根
鰤笹包焼
鱒寿司
鰤しゃぶ
白エビ掻揚
紅ずわい蟹
氷見うどん

価格になります。

煮物
焼物
凌ぎ
温物
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

こちらは花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。

当館のホームページからご予約されますと割引

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット
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
＊２７，６００円～３８，２００円
＊３日前までにお申し込みください。

（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、魚津の蛍烏賊、富山湾だけの宝石シロエビ、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

12月１・8・15・22・29ﾚｲﾝﾎﾞｰ花火 お台場
～1月31日ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ
〃
12月2日までご当地鍋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 日比谷公園
12月5~7日ﾚｼﾞｬｰｱｳﾄﾄﾞｱＥＸＰO
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
～12月9日六義園大名庭園ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 六義園
＊国立科学博物館
12月11～13日中小企業ものづくり展 ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
休月～3月3日日本を変
えた千の技術 2月11日～3月24日砂丘に眠る弥生人 12月12~14日建築総合展
〃
＊国立近代美術館 休月～12月24日ｱｼﾞｱに目覚めたら 12月14～25日ｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ
日比谷公園
：ｱｰﾄが変わる～1月20日 MOMATｺﾚｸｼｮﾝ
12月14日赤穂義士祭り
泉岳寺
*国立近代美術館工芸館休月～12月9日ｲﾝｹﾞﾔｰﾄﾞ・
～12月25日丸の内ｸﾘｽﾏｽ
丸の内
ﾛｰﾏﾝ展12月21日～2月11日近代工芸の名品
ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立博物館 休月～12月9日ﾏﾙｾﾙ・ﾃﾞﾕｼｬﾝと 1月3日ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ日本選手権
日本美術～12月9日特別展 快慶・定慶
1月11～20日故郷まつり・故郷の味
〃
1月16～2月24日 顔真卿王嘉之を超えた名筆
1月11～13日骨董ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊国立西洋美術館休月～1月20日 ﾘﾋﾀーとｸｰﾙﾍﾞ
1月12～13日ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
〃
ﾙｰﾍﾞﾝｽ・ﾊﾞﾛｯｸの誕生 ～1月20日
1月16～18日ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ展
〃
＊東京芸大美術館休月12月8～12月16日ARTOF8K
自動運転・ﾛﾎﾞｯﾄ開発
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ休月～1月20日 吉村芳生
1月18～2月28日いちごｽｲｰﾂﾌｪｱ 池袋ｻﾝｼｬｲﾝ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～1月20日 扇の国日本
1月20日地域おこしﾌｪｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊三菱一号館美術館休月～2月11ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・
ｺﾚｸｼｮﾝ ﾋﾟｶｿ、ｺﾞｯﾎ、ﾓﾈ、ﾄﾞｶﾞ、ｾｻﾞﾝﾇ
1月24～30日ｷﾙﾄフェスﾃｨﾊﾞﾙ
ﾄﾞｰﾑ
＊森美術館会期中無休～2月11日ｶﾀｽﾄﾛﾌと美術
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～1月27日
上市高等学校関東支部総会開催

東京ミッドタウンクリスマスイルミネーション

＊国立新美術館

休火
～12月17日ﾋﾟｴｰﾙ・ﾎﾞ
ﾅｰﾙ1月18日～ｲｹﾑﾗ
ｹｲｺ展1月23～未来を
担う美術家たち

国立ﾄﾚﾁｬｺﾌ美術館所蔵 ﾛﾏﾝﾁｯｸﾛｼｱ展
＊永青文庫休月白隠・仙厓～狩野派～12月5日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～12月24日
ｶｰﾙ・ﾗｰｼｮﾝ1月12～2月17日絵画FACE受賞作家展
＊東京都庭園美術館休第2･4水祭日は開～1月14日
ｱｰﾙﾃﾞｺと異教へ眼差1月26～4月7日岡上淑子
＊江戸東京博物館～12月9日休月玉-古代を彩る至宝
＊東京都美術館休月～1月20日ﾑﾝｸ展魂の叫び
＊根津美術館休月～12月16日新桃山の茶陶1月10日～
2月17日酒天童子絵巻-鬼退治物語
＊出光美術館休月～12月16日江戸絵画の文雅
1月12日～3月24日染付-世界に花咲く青の器
＊三井記念美術館休月12月13日～1月31日国宝雪松図
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～12月9ｼﾞｮﾙｼﾞｭﾙｵｰ
＊ｵﾍﾟﾗｼﾃｲｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ休月～12月24田根剛
＊太田記念美術館月休～12月20花魁1月5～可愛浮世絵

去る10月14日（日）上市高等学校関東支
部総会が当館で開催されました。
初めに藤堂與守支部長の挨拶、続いて山
崎宗良同窓会長が挨拶、前原五輪雄教頭先
生の学校現況報告、東京県人会を代表して
東豊昭事務局長の挨拶、釜本勝富山県人社
の紹介があった。
その後総会に移り、議案は異議なく承認、
“つなげよう絆”で千葉経済大学特任教授
の黒田宣夫氏が「残された家族が困らない
相続」について講演、懇親会に移り、会館
手作りの郷土料理と地酒に一同満足、校歌
斉唱で名残尽きないひと時を楽しんだ。

芝生広場に無数の星々が煌めく幻想的な夜景が
繰り広げる季節がやってまいりました。点灯式は篠
原涼子さん、西島秀俊さん、稲垣来泉さんが行い
11月13日（火曜日）から12月25日（水）まで、ス
ターライトガーデン２０１８として、「広大な宇宙」を
テーマに六本木ミッドタウンでスタート。
今年は、約１００個の光るバルーンが初登場、赤や
ゴールドなどのさまざまな色を放ちながら、より華や
かで立体的なイルミネーションがくり広げられます。
今回は特に、11月13日から12月16日までの間、
期間限定の特別演出「しゃぼん玉イルミネーション」
として、1日約45万個のしゃぼん玉が舞います。
幻想的的な宇宙空間を楽しむ多くの人達が訪れ
ており、連日賑わいを見せています。

赤坂サカスでスケートを楽しみませんか

＊東京都写真美術館月休～12月1日～1月27日ﾏｲｹﾙ･ｹﾝ
ﾅ写真展 ２月８日～２月２４日～恵比寿映像祭

＊山種美術館月休～１月20日皇室ゆかりの美術
＊五島美術館休月～12月20日 五島慶太と小林一三
12月15～2月17日茶道具取合わせ

11月23日から1月14日まで、TBSホワイトサカ
スに都内最大級のスケートリンクが赤坂に登
場。スケート教室も開かれており、子供から大
人まで安心して滑れます。大人1200円、子供600
円、ご家族やお友達など今年の冬はスケートを
満喫するのも如何でしょうか。

＊戸栗美術館～12月22日月休 鍋島と古九谷
＊上野の森美術館不定休～２月３日ﾌｪﾙﾒｰﾙ展
＊世田谷美術館月休～1月27日 ﾌﾞﾙｰﾉ・ﾑﾅﾘ
＊草間彌生美術館（予約・事前ﾁｹｯﾄ購入必要）
＊歌舞伎座12月2日～26日幸助餅 松也 中車
＊国立劇場12月3日～26日石川五右衛門 中村吉右衛門

全国ふるさとフェア盛大に開催される！

ご当地鍋ﾌｴｽﾃｨﾊﾞﾙで富山グランプリ

去る11月2日～4日まで横浜赤レンガ倉庫イベン
ト広場で全国ふるさとフェア２０１８日が開かれ
た。「全国の郷土や食文化を広く一般に情報発信
しよう」を目的に開催。横浜秋の風物詩として定
着、60店舗がご自慢の特産品、民芸品や郷土料理
などを披露、富山ブースでも鱒ずし、白エビ煎餅
や新米の「富・富・富」などが人気を集めており
来場者も15万人以上のお客で賑わいを見せてい
た。

11月30日～12月2日まで日比谷公園で開か
れた第5回ご当地鍋フェスティバルには約30
万人の来場者が。その中で「“富山湾の宝
石”白えび雪見鍋」が、昨年に引き続き見
事2年連続グランプリに輝きました。
スタッフの皆さんは当赤坂会館に宿泊、
材料の仕込みなど朝早くから夜遅くまで準
備に大わらわ、ちなみに2位は千葉県の「白
ハマグリ鍋、3位は新潟鴨ネギ鍋でした。
写真はおお喜びの皆さん

渋谷青の洞窟のイルミネーションが素敵！
渋谷代々木公園の約800mにわたり、100万球の
LEDで飾られたｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝは、
「この冬見たいｲ
ﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」で第1位。ご家族や恋人とロマン
チックな
ひと時を
過ごすの
も楽しみ
ですね。
2019年1
月16日ま
で開催中

あ と が き
カレンダーが後１枚になり慌ただしい１年が過ぎようとし
ている。災害、異常気象、貿易摩擦など揺れ動きの激し
い年であった。来るべき亥年は無病息災で穏やかな年に
なるよう祈りたいものである。

