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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第７２号

赤坂だより
東京の夏を楽しむ・感じる・味わう

kHz

我が故郷への思い

ジャパンシステム（株） 取締役常勤監査等委員 上野南海雄さん

江戸文化の金魚やビアホールも
思い出の夏を満喫する！
富山から2時間余、富山県赤坂会館を拠点
に夏の東京を楽しみませんか。
日本橋三井ホールでは、9月2４日（日）
まで江戸時代から夏の風物詩として、日本
人に親しまれてきた“江戸・金魚の涼”を
テーマに、アートアクアリュウム２０１８
として８000匹の金魚が乱舞する様は圧巻
です。
ビアホールでは明治32年８月４日、日本
に初めてビアホールが誕生、これを記念し
８月４日はライオン全店で生ビールが半額
で楽しめます。
一方東京タワーでは、９月２日（日）ま
で天の川イルミネーション～夜空に瞬く無
数の星をLED電球で再現、幻想的な空間が
出現。恵比寿の東京都写真美術館ホールで
は、世界三大テノールのシネコンサートが
９月１日～２１日まで開かれます。（休映日
あり）六本木ヒルズアリーナでは、有名
アーテストのライブがあり、森アーツセン
ターギャラリーでは創刊５０周年記念「少
年ジャンプ」展が９月末まで開催です。ま
た、夕涼みを兼ね「日本橋とやま館」で富
山の銘酒を試飲しませんか。
写真は六本木ヒルズのドラえもん

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

写真
は船
戸合
口ダ
ム

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

＊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

夏プラン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。

和会席 お献立
先付け 烏賊黒作
お造り 鮃 梅貝
昆布締
錦そーめん
庄川鮎
鱒寿司
養老煮
白エビ掻揚
冷鯛
氷見うどん

＊JR 北陸新幹線かがやき号利用

煮物
焼物
凌ぎ
蒸し物
揚げ物
酢の物
食事
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。

「富山県 東砺波郡 東山見村 金屋(現在：
砺波市 庄川町 金屋)」、私の故郷です。舟戸
合口ダム、水記念公園まで歩いて5分の所に私
の生家があります。
庄川町は守護山「牛岳」を背に、舟戸合口ダ
ム上流の小牧発電所から下流の雄神まで約
2Kmにわたる右岸の山々（三条山）は山容か
ら「庄川嵐山」と呼ばれ、山の中央部には藩政
時代、金沢城の石垣にも使われた「金屋石」の
洞窟など歴史を感じさせ、四季を通じて風光明
媚な自然が自慢です。
厄払い鯉の放流で1年がスタート
正月の神事「厄払い鯉の放流」で1年が始ま
り、春の訪れは、雪解けのなだれと舟戸合口ダ
ムの放水の音とともにやってきます。
三条山には山吹が咲き、庄川沿いは右岸、左
岸ともに野生の江戸彼岸桜が満開。左岸には私
が卒業した庄川中学校があり、中学生時代、新
学期をむかえる4月には、教室から庄川の瀬の
音を聞きながら、川沿いに爛漫と咲き誇る彼岸
桜を眺め、その美しさに感動するとともに、新
たな希望をもって新学期を迎えたのを思い出し
ます。
5月には、放射冷却による晴れた朝の庄川に
立ち込める幻想的な霧の海、田植えが終われ
ば、蛍の飛び交う行灯祭り、花火大会、夏にな
れば、若鮎、秋には、秋祭り、庄川峡の紅葉、
柚子、冬になれば、閑乗寺でのスキー、そして
1年の締めくくりは、母の温もりがある「かぶ
ら寿司」です。

私は、現在二つの仕事をしています。一つは
情報サービスを中心の業とするジャパンシステ
ム株式会社です。当社は、創業が昭和43年、
昭和63年に日本で最初にシステムインテグ
レータ（ＳＩ）の認定を受けた会社であり、シ
ステムインテグレーション事業を核に、金融、
通信、エネルギー、公共自治体、セキュリティ
分野など要求の高い社会インフラも構築を担っ
た展開で、来季創業50年を迎える。
社員の活性化を経営目標に
本年5月には、社員間の活性化に加え、社外
との交流・連携を促進するためのオープンイノ
ベーションスペースを本社1階に設置、さら
に、熊本・天草市に地域創生型研究開発セン
ターを開設するなど新たな試みに取り組んでい
ます。経営の第一目標に「社員が活性化し続け
られる。」を 掲げ、最重要課題として経営し
ています。
もう一つは、特定非営利活動法人ＵＭＬモデ
リング推進協議会（ＵＭＴP)です。人工知能
（ＡＩ）への関心が今まで以上に高まっている
時代において、大きな変革の時代におけるシス
テム技術者にとってモノ・コトをモデル化する
ことで、抽象的に考え、その背後にある構造
（invisibleStructure）や本質を見抜く能力や
概念化能力（コンセプチュアルスキル）の重要
性が益々認識されています。
モデリング技術の普及及び技術者認定試験制
度を通じて日本の情報システム産業の発展に貢
献できればと願って活動を続けています。

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）

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

赤坂だよ
りkHz

（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
ﾙｰﾌﾞﾙ美術館展～9月3日
文化庁ﾒﾃﾞｨｱ芸術受賞作
～9月3日

＊国立科学博物館
休月 昆虫展
～10月8日

＊国立近代美術館 休月～9月24日滝口修造と
彼が見つめた作家たち

*国立近代美術館工芸館～8月21日子どもと大人の
ｱﾂｱﾂ工芸かん

9月14日～ｲﾝｹﾞﾔｰﾄﾞ・ﾛｰﾏﾝ展
＊東京国立博物館 休月～9月2日縄文ー1万年美の鼓
動 10月2日～ ﾏﾙｾﾙ・ﾃﾞﾕｼｬﾝと日本美術
＊国立西洋美術館休月～9月24日
ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛと理想の身体
＊東京芸大美術館休月～8月15日 ﾌｼﾞﾀ・ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄ
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～9月9日休月 いわさきち
ひろ展 9月22日～11月11日 横山崋山
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～9月2日 琉球 美の宝庫
＊三菱一号館美術館休月～9月17日ｼｮｰﾒ時空を超え
る宝飾芸術の世界
＊森美術館会期中無休～9月17日 建築の日本展
＊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～9月30日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～ 休館中 ～11月15日
＊永青文庫休月大名殿と姫の美の暮らし～10月3日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～9月9日巨匠達
のｸﾚﾊﾟｽ画 9月22日～12月24日ｶｰﾙ・ﾗｰｼｮﾝ
＊東京都庭園美術館休第2･4水祭日は開～9月9日
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ先住民の椅子10月6日～ｱｰﾙﾃﾞｺと異教へ眼差
＊江戸東京博物館～7月22日休月発掘された日本列島
＊東京都美術館休月～10月8日弁当展、藤田嗣治展
＊根津美術館休月9月1日～墨蹟と水墨 禅僧の交流
＊出光美術館休月江戸名所図屏風～9月9日
＊三井記念美術館休月～9月2日金剛宗家能面能装束
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～9月16日河井覚次郎

イベント・催し物・コンサート 8月～9月
～8月3日朝顔展示会
8月9～12日ﾍﾞﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾙｳｲｰｸ
8月17～19日鉄道模型ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
8月25日浅草ｻﾝﾊﾞｶｰﾆﾊﾞﾙ
8月28～30日外食ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｲｰｸ

日比谷公園
〃
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
浅草
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

8月29～9月1ｷﾞﾌﾄｼｮｰ
〃
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
8月29～9月1日経投資ﾌｪｱ
8月31～9月2日ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 代々木公園
～9月2日大昆虫展
ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ
9月1日～21日三大ﾃﾉｰﾙｼﾈｺﾝｻｰﾄ

写真美術館

9月8・9日ﾌｲﾘﾝﾋﾟﾝﾌｪｽﾀ
日比谷公園
9月14～17日日本伝統ﾌｪｽﾀ
上野公園
9月22・23日韓交流お祭り
日比谷公園
9月23･24日本台湾祭り
上野公園
～9月24日東京湾納涼船
竹芝
～9月24日金魚の涼ﾅｲﾄｱｸｱﾘｭｳﾑ 三井ﾎｰﾙ
～9月24日お化け屋敷
ﾄﾞーﾑｼﾃｲ
～9月30日金魚いろくらべ
墨田水族館
～11月4日星の王子様と旅する宇宙
ﾄﾞｰﾑｼﾃｲ

東京ミッドタウンに夏の風物詩が出現！

７月１８日（水）平河町の都市センターホテルで
第23回とやまファン倶楽部会員交流会が開催され
た。初めに世話人を代表して、（株）桑山の桑山征
洋会長が挨拶、続いて石井隆一県知事（公財）ひと
づくり財団理事長の挨拶があり、「県外からの移住
者が729人になり、特に若い人が増えたことは喜ば
しい、また、日本橋とやま館には2年間で６０万人の
来場者があった。来年は世界で最も美しい湾クラブ
の総会を富山で開催すること。」などを紹介した。
来賓を代表して宮腰光寛議員、綿貫民輔元議員
の挨拶があり、福田富昭世話人が乾杯した。
会員は、富山直送のますの寿司や白海老のかき
揚げ、蒲鉾、富山の地酒などを楽しみ富山の魅力
について語り合った。終わりに高野行雄県議会議長
のお礼の言葉があり、盛会のうちに再会を約しお開
きとなった。

テレビ朝日・六本木ヒルズ夏まつり

＊ｵﾍﾟﾗｼﾃｲｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ休月9月24日ｲｻﾑ・ﾉｸﾞﾁ
ミッドタウンLOVES SMMER2018をテーマ
＊太田記念美術館月休～7月29日江戸の悪ＰＡＲT２
に、大都会のど真ん中に「光と霧のデジタ
＊東京都写真美術館月休～9月24日杉浦邦恵美しい実 ルアート庭園」が出現、夕涼みを兼ねた多
験、ＴＯＰｺﾚｸｼｮﾝ楽しむ、学ぶ 8月11日~11月4日
くの来場者で賑わいをみせている。
＊山種美術館月休～9月6日水を描く広重の雨ほか
また、緑あふれる開放的な空間に「日本
＊五島美術館休月～8月24日休館8月25日～禅宗の美術
の夏の涼」を演出、小川のせせらぎを感じ
＊戸栗美術館～9月22日月休 古伊万里植物図鑑
ながら足を水につけて冷やす「足水」を楽
＊上野の森美術館不定休～8月28日日本の自然を描く
しむ大勢の
＊世田谷美術館月休 ～8月25日 濱田庄司展
カップルがい
＊草間彌生美術館（予約・定員制）～8月31日さあ、
た。庭園では
我が人生の最大の出発にきた
世界で人気の
＊歌舞伎座8月9日～27日花魁草 扇雀 獅童
ｳｵｯｶﾌﾞﾗﾝﾄﾞの
〃
9月2日～26日金閣寺 梅玉 児太郎
＊新橋演舞場8月4～27日新作歌舞伎ﾅﾙﾄ 片岡愛之助 ｽﾐﾉﾌを楽しむ
〃
9月2～26日演劇ｵｾﾛ 中村芝かん檀れい 方も。
＊能楽堂8月30～11月4日資料展示土佐山内家の能楽

玄関に手すりをつけより便利になりました。

とやまファン倶楽部の集い開催される！

藤森兼明展日本橋三越で開催

かねてより足の弱い方やお体のご不自由な方か
ら手すりを付けて欲しいとの要望がありましたの
で、5月末に工事を行いました。
また、車椅子で入れるよう正面横入り口から入
館出来るようにいたしました。お越しになる際に
は前もってご連絡いただければ、準備をさせてい
ただきますので、お気軽にご相談ください。

テレビ朝日・六本木ヒルズがコラボした夏祭
りが家族連れで大賑わい。毛利庭園の池の上に
作られた水上ハイボールフェスや大屋根プラザ
の下でのカフェ＆ビアテラスではキンキンに冷
えた生ビールを楽しむ人も。ドラえもんもびっ
くり！巨大バルーンでは記念写真を撮る親子連
れも。また全国有名かき氷店では長い行列が出
来、１杯９００円の氷が飛ぶように売れてい
き、瞬く間に売り切れ状態になる店も。

東京都内・関東近郊の花火大会日程

日本芸術院会員・日展副理事長で庄川町
出身の藤森兼明さんの個展が6月2０日から
6月25日まで日本橋三越本店で開かれた。
中世キリスト教美術のエッセンスを取り
込んだ背景の荘厳さ、貴賓あふれる女性の
雰囲気は見る人を圧倒します。バラの花な
どの小作品やイタリアの風景などがあり、
藤森芸術の世界が表現されています。

今年は7月28日隅田川、8月4日開国記念横須
賀、板橋区、江戸川区、8月11日神宮外苑、お台
場海浜公園、8月25日武蔵村山市、10月27日調布
市などが予
定されてい
る。大勢の
人達が楽し
む夏の風物
詩はいかが
でしょう
か。

あ と が き
今年の夏は明らかに異常気象。西日本の豪雨災害で多
くの被害者が出ており、痛ましい事故に。一方各地で35
度を超える猛暑日が続き、熱中症で亡くなる方が続出、
地球は大丈夫かと問いたくなる気持ちである。

