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富山湾に春を告げるホタルイカ！
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赤坂会館に寄せる思い

全国商工会連合会会長 ・元富山県議会議長 石澤義文さん

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、富山湾の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イカ
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
つきとなること請負です。
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、ぜひご利用をお待ちしております。

敷地は旧三井家の私邸
昭和３８年今から５５年前私が初めて富山県議
会議員になった時、会館の敷地は旧三井家次男
の赤坂私邸であった。木造平屋建ての家屋と土
地の購入が県議会で審議されました。
東京ど真ん中赤坂の閑静な一等地、一部県議
から意見もありましたが、当時の吉田知事はこ
のような土地は二度と手に入れることが出来な
い、議員上京時の宿、県職員の宿舎として活用
したいと決まり、当時３１歳の１年生議員とし
て今も覚えています。
アットホームな居心地良さ
あれから５５年県議として県議会議長、福岡
町長時代の陳情、大会参加など特に全国商工会
連合会会長になって９年間、週１度の上京の度
に利用しています。賑わいの赤坂も近くメトロ
の便も良くそのアットホームな居心地の良さも
嬉しく、赤坂会館の主のように気軽に利用させ
ていただいています。
確か購入後１０年経った昭和４８年4月、木
造から宿泊専門の鉄筋コンクリート地上7階建
洋風の建物に新装、現在に至っていると記憶し
ています。
しかし、その後都心のホテル数の増加や交通
網の整備など環境事情の変化もあって、議員の
利用も減り、日帰り出張も増えるなど売却の話
も出ていたようであります。

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取り扱い店へお願いいたします。

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。

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット

春プラン６２００円 月プラン７２００円
＊２７，６００円～３８，２００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 烏賊黒作
お造り シロエビ ホタルイカ
昆布締
飯蛸
ホタルイカ石焼
ホタルカしゃぶ
養老煮
白エビ掻揚
ホタルイカ酢味噌
氷見うどん

2泊3日プラン
もあります。

煮物
焼物
温物
蒸し物
揚げ物
酢の物
食事
水菓子

＊３０，１００円～３３，９００円（１名1室）

写真は全国商工会連合会が運営する「むらからまちから」館

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）

幸い平澤支配人や従業員の努力もあって富山
の美味しい魚料理や、閑静な魅力も相まって役
所の隠れた奥座敷として、又、交通の便の良さ
から各種大会参加者や教育機関や若い学生、県
外の人々にも人気があり最近良く利用され、黒
字経営が続いていると聞いております。
私は仲間からよく「お泊まりは」と聞かれま
すが、その度に「赤坂のカナダ大使館のそば、
静かな場所に富山県の宿舎があるので。」と答
えますと「素晴らしい、一等地ですね」と驚か
れます。一寸誇らしい気持ちになります。
今でも思うことでありますが、５５年前によ
くぞ思い切って購入し、今日まで頑張って来た
ものだと感心しています。
これから先ホテル競争も激しく施設の老朽化
も進むことと思います。
幸いなことに平成８年に耐震化工事が既に実
施されており、利用者の安全、安心基準は満た
されておるようです。
また、兄弟施設の日本橋「とやま館」白山
「富山会館」とも連携を密にしながら、運営し
て欲しいものです。
県の財政も厳しい中、経営手腕が問われるこ
とと思いますが、県の貴重な得難い財産です。
これからも、将来のあるべき姿を見つめ、長
期的な展望のもと、立地の良さを生かす活用な
ど皆なで頑張って貰いたいと念じています。
応援しています。

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、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
＊国立新美術館

休火
ﾋﾞﾕｰﾙﾚ・ｺﾚｸｼｮﾝ
～５月７日

＊国立科学博物館
休月人体神秘への挑戦
～6月17日
＊国立近代美術館 休
月～5月27日 横山大観展

イベント・催し物・コンサート４月～５月
3月～5月6日東京ﾀﾜｰ夜桜ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ﾀﾜｰ
4月5～8日地元めしﾌｪｽ
日比谷公園
4月4日～6日ｱﾊﾟﾚﾙ・通信技術・A1人工知能
EXP０

ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

4月18~20日医療介護ﾛﾎﾞｯﾄ展
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
4月20~30日110蔵元全国日本酒利き酒 六本木ﾋﾙｽﾞ
4月20～5月27ｱｰﾄこいのぼり展 ﾐｯﾄﾞﾀﾜﾝ芝生広場
*国立近代美術館工芸館～5月27日名工の明治
4月26~28日ﾎﾋﾞｰｼｮｰ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊東京国立博物館 休月～４月22日浮世絵と衣装
4月29･30 ｺｽﾌﾟﾚﾌｪｽ
東京ﾄﾞｰﾑ
～５月27日名作誕生 つながる日本美術
5月3~5日ﾗ・ﾌｫﾙ・ｼﾞｭﾙﾈ
東京ﾌｵｰﾗﾑ
＊国立西洋美術館休月～5月27日
5月5~6日ｹﾞｰﾑﾏｰｹｯﾄ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
ﾌﾟﾗﾄﾞ美術館展 ﾍﾞﾗｽｹｽと絵画の栄光
5月12･13ﾀｲﾌｪｽ
代々木公園
＊江戸東京博物館休月 ～5月13日大江戸展
5月12・13日緑とふれあうﾌｪｽﾀ 日比谷公園
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～5月6日隈研吾とささや
く物質、かたる物質
5月16~18日企業立地ﾌｪｱ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～4月8日江戸の宮廷文化
5月18~27日日比谷ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ
日比谷公園
4月25～7月1日ｶﾞﾚも愛したー清朝皇帝のｶﾞﾗｽ
5月19･20日ﾍﾞﾄﾅﾑﾌｪｽ
日比谷公園
＊三菱一号館美術館休月～5月20日ﾙﾄﾞﾝ秘密の花園
5月23~25日 運輸交通ｼｽﾃﾑ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
＊森美術館会期中無休4月25日～9月17建築の日本展
日比谷公園
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰｷﾞｬﾗﾘｰ週刊少年ｼﾞｬﾝﾌﾟ展～6月17日 5月26･27日ﾗｵｽﾌｪｽﾀ
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休 猪熊弦一郎 5月27日世界100以上のﾜｲﾝ無料試飲会 芝浦
展猫たち～4月18日熊のﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝ展 4月28～6月5
日
＊永世文庫休月 細川家と中国陶磁～4月11日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月4月24～7月1日
ﾀｰﾅｰ風景の詩
＊東京都庭園美術館休第2･4水 祭日は開～６月2
４日ﾌﾗﾝｽ絵本の世界
＊松岡美術館～5月20日休月古伊万里華やぎの器
＊東京都美術館休月4月14～7月8日ﾌﾟｰｼｷﾝ美術館
＊根津美術館休月4月14日～5月13日光琳と乾山
＊出光美術館休月 宋磁神秘の焼物4月21～6月10日
＊三井記念美術館休月 ～4月8日三井家のおひな様
4月21日～6月17日大名茶人・松平不味
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～4月15日近代絵画
の巨匠 4月28日～6月24日ｼﾞｮﾙｼﾞｭ・ﾌﾞﾗｯｸ展
＊太田記念美術館月休～５月27日広重 江戸百景

とやまの魚おもてなしフェア開催

都内各地の桜開花だより

2月7日（水）都内ｻﾞ・ｷｬﾋﾟﾄﾙ東急で「うまさ一番
富山のさかな」の魅力説明会が開かれた。
第一部では富山の観光スポットなどを紹介、ｵｰｸ
ｽｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ渡辺総料理長の話、富山の魚の魅
力について料理人中村孝明氏、ﾀﾚﾝﾄの高原兄氏
が語りあった。
第二部では富山のさかな実食懇談会があり、石
井知事の挨拶、富山のさかな食べられﾄｰｸがあり、
東急ﾎﾃﾙｽﾞ加藤総料理長と中村孝明料理人が語っ
た。
出席者は富山の鰤、紅ｽﾞﾜｲ蟹、白海老のてんぷ
ら、ます寿司や富山米新品種「富 富 富」などを食
べながら、富山の魚の魅力や特産品、観光の見所
など幅広い話題について話し合い、終わりに尾山春
枝富山県漁連会長のあいさつがあり、盛況のうちに
散会した。

富山県上市町出身若者同窓会を開催

３月21日（祝）12:30～から当会館で上市出身
の若者同窓会が開かれ首都圏から多くの若者が
平成30年3月17日東京靖国神社のｿﾒｲﾖｼﾉ標
参集した。初めに中川行孝上市町長の挨拶があ
準木で気象庁が開花宣言。日本に生れて良
かったと感じる季節の到来です。都内お花見 り、野村敬明上市郷友会長のｺﾒﾝﾄがあり、上市
商工会による町のｽﾗｲﾄﾞ紹介。久方ぶりの再会
ベスト５は次のとおりです。
１位目黒川、2位千鳥が淵、３位六義園、４ と上市郷土料理を楽しみながら、一層町の発展
＊東京都写真美術館月休～5月6日写真発祥地長崎
位代々木公園、5位隅田公園となっている。 と改めて結びつきを強め、連絡を密にして行く
＊山種美術館月休～5月6日さくら美術館で花見
靖国神社と併せ、千鳥が淵には年間100万人 ことを確認、有意義な催しとなった。
＊五島美術館休月～5月6日 詩歌と物語のかたち
前列中央右中川行孝上市町長。左が野村敬明郷友会長
の人達が訪れるほか、六本木ヒルズや毛利庭
＊戸栗美術館～3月21日月休 古伊万里に見る上薬
園・赤坂サカスなども高い人気が。一方関東
＊上野の森美術館不定休4月27～5月8上野美術館大賞
近郊では、横浜の三渓園は鎌倉時代から続く
＊世田谷美術館月休 4月14～6月17高山辰雄展
雄大な建物とのマッチングも楽しめます。み
＊草間彌生美術館（予約・定員制）～8月31日さあ、
なとみらい21や根岸森林公園も素敵です。千
我が人生の最大の出発にきた
葉では、青葉の森公園や泉自然公園は「さく
＊歌舞伎座4月2日～26日西郷と勝 松禄 彦三郎
らの名所100選」にも入る人気スポット。埼
●
〃
5月2日～26日雷神不動北山桜 海老蔵
＊国立劇場4月7～30日 文楽公演 吉田玉助襲名披露 玉では、熊谷桜堤や群馬では、赤城南面千本
写真は千鳥が淵
桜などが有名。
〃
4月28･29日 桂文珍独演会

＊国立劇場5月12～26日前進座公演

一般財団法人富山会館理事会開かれる
去る３月１３日（火）東京富山会館において、一
般財団法人富山会館の理事会が開かれた。桑山会
長の挨拶があり、第1号議案「平成2９年度収支予
算の補正について」第2号議案「平成３０年度事
業計画及び収支予算」第3号議案「平成３０年度
資金運用に係る年次運用方針について」第４号議
案「平成２９年度第５回評議員会の招集につい
て」が審議され全議案とも異議なく承認されまし
た。

世界らん展に富山蘭協会チーム出展
中板橋商店街で「魚津かにまつり」開催！
2月23日（金）～25日（日）にかけて中板橋商
店街で恒例第3回「ｶﾆｶﾆｶｰﾆﾊﾞﾙ」が開かれ、
魚津産紅ｽﾞﾜｲ蟹が参上、多くのﾌｧﾝが押し掛け
た。料理店「うおず
や」では特別ﾒﾆｭｰ
の蟹飯の提供、25日
には、来場者に無料
で熱々の蟹汁が配ら
れ皆さん大喜びで
あった。

平成３０年2月１７日～23日まで東京ドームで
「世界らん展日本大賞２０１８」が開かれた。読売
新聞社、NHKなどが主催、ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝやｱｰﾄ
部門など７部門に世界２０か国、洋蘭や東洋蘭、
日本蘭など展示数約３０００種、約10万株が並
べられ圧巻。ﾄﾞｰﾑ内は蘭独特の甘い香りと色と
りどりのｶﾄﾚｱ、湖蝶蘭やｼﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾑなどに来場
者の歓声が所々に聞こえた。今回富山県蘭協
あ と が き
会の岡田拓郎理事長氏、同事務局長の中西滋
厳しい寒さの冬であったが、駆け足で春の訪れがやっ
春氏、伍島勝夫氏が雪深い北陸道からﾄﾞｰﾑま
てきました。出会い、別れ、異動の季節でもあり新たな
で運搬、その内の一鉢が見事「ﾎﾜｲﾄﾘﾎﾞﾝ賞」に 人生の旅立ちの時でもある。新年度もサービスの向上と
輝き皆さんの苦労も報われたようです。
利用して良かったと喜ばれるよう努めていきたい。

