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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第７７号

赤坂だより
赤坂で初夏の富山料理を楽しむ

kHz

富山の思い出とこれから

富山県赤坂会館では、初夏の宴会プラン
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。梶木鮪の昆布
〆、甘海老、シロエビかき揚げ、入善深層
水のアワビ、バイ貝、蛍烏賊沖漬など富山
の素材にこだわったメニュー。

強いこしと餅のようなねばりと風味、全
国にも知られた氷見うどん、全国的にも珍
しい丸髷状の手延べ素麺で、大人気の大門
素麺、昔ながらの手延べ製法で丹念に作ら
れた麺はこしの強さと味わい深い五箇山手
わざそば、寒の内に製造熟成させた麺は独
特の喉ごしと食感が充分に楽しめる合掌手
延べそうめんなどがあります。
同窓会やクラス会、職場の皆さん、お友
達同士や親しい友人達との語らいに富山の
写真は氷見うどん
味を楽しみませんか。

ホームページ予約がお得です

新田一郎さん

Ｑ仕事ではどのようなことに力を入れましたか

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など

夏のごちそう麺「氷見うどん」や「大門素
麺」など郷土を代表する麺がたくさん

総務省大臣官房広報室長

また、東京ではチューリップの富山というイメー
ジが強いのですが、「となみチューリップフェア」
はもちろん、朝日町の春の４重奏（桜、チューリッ
プ、菜の花、冠雪の北アルプス）はあまりの美しさ
に感動しました。

赤坂で旬の富山料理を味わう！
クラス会や親しい方との語らいに

お酒では、米どころ富山を代表する銘酒
の数々を取り揃えております。砺波の銘酒
「立山」や若鶴酒造の「苗加屋」黒部の
「米の芯」、岩瀬の「満寿泉」、五箇山の
「三笑楽」。焼酎では米どころ滑川のシェ
リー樽仕上げ12年貯蔵酒「米騒動」など。

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

城端線・氷見線観光列車「べるもんた」にて

筆者は左端

石井知事のもと財政健全化に確かな道筋をつける
ため、県民、経済界、議会の皆さんなど多くの方に
ご理解いただき、また、職員の皆さんにもご苦労い
ただき、なんとかフローの財源不足の解消とストッ
クの借金残高の減少ができたことは良かったと思い
ます。ただ、なんといっても北陸新幹線の開通前後
の富山を経験できたことが一番です。流動人口の増
加を取り込む施策の展開の一方、空港需要の減少な
ど負の側面への対応などに務めました。
国において人口減少対策として地方創生が始まり
ましたが、富山でも人口減少で苦しんでいる地域が
ありますので、皆で知恵を出して何とか食い止めら
れないかいろいろ新しい施策をさせていただきまし
た。市町村や民間の皆さんのご努力もあり、富山は
他県に比べると社会増減の点において成果が出てい
ますが、まだまだこれからも精力的に取り組む必要
があると思います。

約２年前に４年半近くの富山県庁勤務を終え総務
省に戻りました。
それからも富山の味が忘れられず、時々平澤支
配人に無理なお願いをして、富山赤坂会館で食事会
を開いています。先日はちょうどホタルイカの季節
で、お刺身やしゃぶしゃぶを楽しませていただきま
したが、誘った仲間も感激しきりでした。
今私は広報室長として、大臣記者会見などメ
Ｑ 令和時代の富山に向けて何かメッセージを
ディア関係の仕事をしておりますので、会見風に富
富山では本当に多くの方にお世話になり、まさに
山の思い出などをお伝えできればと思います。
第２のふるさととして精一杯恩返しをしていきたい
Ｑ富山の思い出のうち、プライベートでは何が と思います。霞ヶ関に帰ってみて改めて思うことは
印象的でしたか
新しい技術がものすごいスピードで進化しており、
情報が氾濫していることです。現在政府の成長戦略
なんといっても「食」でした。特にお魚とお酒は として「Society５．０」の実現が掲げられていま
絶品で、完全に虜になりました。一般的に日本海側 す。これは第５の社会という意味で、第１は狩猟、
のお酒は辛めといわれているようですが、辛いのも 第２は農耕、第３は工業、第４は情報社会で、第５
あれば、芳醇なもの、すっきり飲みやすいものなど とは、新しい技術（AI、IOT、５Ｇなど）が社会に
香りも味も多種多様です。もちろん魚も「天然のい 溶け込み、多くの課題を解決し、新しい価値を生み
けす」富山湾に育まれた美味ばかりで、スーパーで 出す、持続可能な社会です。
買った魚が料亭の味？レベルです。先日魚津市に行
いまだ開業効果が続く北陸新幹線の延伸も見据
く機会があり駅前のお店でゲンゲの天麩羅を頂きま え、新しい技術を積極的に導入し、富山の新しい未
したが美味しくてびっくり。もっと富山にいるとき 来を切り開いていただきたいと思います。私も含め
に行けばよかったと 後悔しました。
富山でお世話になった官民問わず多くの方はきっと
文化遺産やお祭りも数多くあります。伏木のけ 応援してくれるものと思います。
んか山や砺波の夜高祭りでは、山車をぶつける迫力
令和の富山の明るい未来を祈念しています！
に圧倒され、八尾のおわら風の盆は、胡弓の音色に
惹かれて、八尾の胡弓名人に弟子入りしました。

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

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 鱒寿司 黒作り
お造り 鮃
甘海老 昆布締め
岩石豆腐
鮎塩焼
鯛冷しゃぶ
橇鯛黒米蒸
白エビ掻揚
黒鯛昆布締酢
氷見うどん

価格になります。

煮物
焼物
酒肴
追肴
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８２００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
＊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 ６月～７月

6月7～16日ﾋﾞﾔｶﾞｰﾃﾞﾝ
日比谷公園
～8月5日
6月7～17日山王祭
日枝神社
ｳｲｰﾝ・ﾓﾀﾞﾝ・ｸﾘﾑﾄ
6月8・9日ﾍﾞﾄﾅﾑﾌｪｽﾀ
代々木公園
ｼｰﾚ世紀末への道
6月12~16そばと日本酒博覧会
〃
＊国立科学博物館
6月15･16日ｻｻﾞﾝｵｰﾙｽﾀｰﾗｲﾌﾞ
ﾄﾞｰﾑ
休月～6月16日
6月21日ﾈｵ屋台村ｽｰﾊﾟｰﾅｲﾄ
ﾌｵｰﾗﾑ
大哺乳類展
＊国近代美術館 休月
6月22･23日ﾜｰﾙﾄﾞｸﾞﾙﾒﾐｭｰｼﾞｯｸ 代々木公園
：7月2日～10月6日高畑勲展日本のｱﾆﾒに遺したもの
〃
ｴｼﾞﾌﾟﾄﾌｪｽﾀ
〃
*国立近代美術館工芸館休月～6月30日ﾃﾞｻﾞｲﾝの場所 6月25日日米対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
ﾄﾞｰﾑ
＊東京国立博物館 休月～6月16日安土桃山～江戸屏風
~6月27日EUﾌｨﾙﾑﾃﾞｰｽ
ﾞ国立映画ｱｨｶｨﾌﾞ
と襖絵 7月9～９月16日日中交流40周年「三国志」
＊国立西洋美術館休月6月11～９月23日松方ｺﾚｸｼｮﾝ 6月27～7月7日ﾍﾞﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾙｳｲｰｸ日比谷公園
ﾄﾞｰﾑ
6月18～9月23日ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ美術を彩った女性芸術家達 7月7日ｺｽﾌﾟﾚ・ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ
ﾄﾞｰﾑ
＊東京芸大美術館休月6月15日～6月28日日本画素描 7月12日ｵｰﾙｽﾀｰ・ｹﾞｰﾑ
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ休月～6月16日ﾙｰﾄﾌﾞﾘｭｯｸ
7月13･14日ﾋﾞｰﾁﾏｰｹｯﾄ・音楽 代々木公園
6月29日～8月18日ﾅｽｷｰﾀ
7月13~9月23日お化け屋敷
ﾄﾞｰﾑ
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火6月26～8月18日遊楽図の系譜
7月13~16日靖国みたま祭
靖国神社
＊三菱一号館美術館休月～6月9日ﾗｽｷﾝ生誕200年
7月13～25日都市対抗野球大会
ﾄﾞｰﾑ
7月6～10月6日ﾏﾘｱﾉ・ﾌｫﾙﾁｭﾆ織りなすﾃﾞｻﾞｲﾝ
7月26～28日日比谷大江戸祭
日比谷公園
＊森美術館会期中無休6月20日～10月27日塩田千春展
7月27~28台湾ﾌｪｽﾀ
代々木公園
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ～6月16日ﾑｰﾐﾝ展会期中無休
＊国立新美術館

7月5日～9月8日

休火

東京富山県人会連合会懇親の集い開催
6月６日（木）ホテルニューオータニにおい
て、富山県人会連合会主催の「懇親のつどい」
が開催された。初めにﾃﾉｰﾙ歌手の澤武紀行さ
んが令和を寿ぐ梅花の歌を熱唱、立山の御歌を
全員で合唱、桑山会長の挨拶後、ふるさとの発
展に尽くされた數土文夫氏、西修氏に「ふるさ
と賞」が桑山県人会連合会会長から授与、石井
県知事から両氏に金杯が送られた。特別ゲスト
として初優勝の朝乃山さんが出席した。
中川県議会議長の音頭で乾杯し和やかに。
綿貫元衆議院議長を始め、県選出の国会議員
や県内市町村長、各企業や出身地区別などに分
かれ、富山県出身者が久方振りの再会で語り
あった。終盤おわら節やこきりこ、麦屋節など
の披露やお楽しみ抽選会などがあり、伊東実行
委員長の閉会の言葉があり、名残つきないひと
時を楽しんだ。

進撃の巨人展FINAL

＊Bunkamura～6月30印象派の旅ﾄﾞｶﾞ・ｺﾞｯﾎ・ｸｰﾙﾍﾞ
他6月4日休7月13日～9月29日ﾐｭーｼｬからﾏﾝｶﾞへ
＊永青文庫休月～7月3日高野松山今蘇る究極の技
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～6月30日ｼｬﾙﾙ
＝ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾄﾞｰﾋﾞﾆｰ展7月3日～ﾚｵ･ﾚｵｰﾆ展
＊東京都庭園美術館休第2･4水～7月7日ｷｽﾘﾝｸﾞ展
＊江戸東京博物館4月27～6月16日休月 江戸街道の
将軍と姫君の旅7月6～江戸のｽﾎﾟｰﾂと東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
＊東京都美術館休月～7月10日 ｸﾘﾑﾄ展
＊根津美術館休月～7月7日初めての古美術鑑賞
＊出光美術館休月～6月9日染六古窯ー和の焼物6月22
日～8月25日唐三彩ｼﾙｸﾛｰﾄﾞの至宝
＊三井記念美術館休月～6月23日円覚寺の至宝
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～6月23ｷﾞｭｽﾀｰヴﾓﾛｰ
＊ｵﾍﾟﾗｼﾃｲｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ休月～6月23日 ﾄﾑｻｯｸｽ
＊太田記念美術館月休～6月26日江戸の凸凹高低差
＊東京都写真美術館月休～８月４日世界報道写真展
＊山種美術館月休～8月４日生誕125年速水御舟展
＊五島美術館休月～6月16日近代の日本画川合玉堂他
6月22日～8月4日動物のかたち
＊戸栗美術館～6月20日月休佐賀、長崎の焼き物
＊上野の森美術館不定休～6月9日立木義浩写真展
＊世田谷美術館月休～6月23日小野ニ郎ｳｲﾘｱﾑﾓﾘｽほか
＊歌舞伎座～６月25日寿式三番叟 幸四郎 松也
＊歌舞伎座7月4日～28日高時 右團次 西郷と豚姫
獅童 錦之助
＊国立劇場～6月24日歌舞伎鑑賞教室「神霊矢口渡」

一般財団法人富山会館理事会開催される
去る5月2４日（金）富山県赤坂会館において、一
般財団法人富山会館の理事会が開かれました。
初めに桑山会長の挨拶があり、第1号議案「平
成30年度事業報告及び決算について」審議され、
続いて、第2号議案「令和元年度第２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。

第58回「東京上市郷友会」開催される。
5月19日（日）正午から当館で、上市町出
身者関東の集いが開かれた。野村敬明郷友
会長の挨拶、続いて総会に移り、事業報告
や会計報告があり、来賓の伊東尚志前上市
町長、小竹敏弘上市副町長、堀田町議会副
議長、伊東靖史県人会連合会専務理事、石
岡弘子同婦人会長等の挨拶があり、廣田保
顧問の音頭で乾杯した。参加者は会館提供
の郷土料理や上市町差し入れの地酒や蒲鉾
などを堪能、お楽しみ抽選会などで盛り上
がり、多数の方が二次会まで参加、盛況の
うちにお開きとなった。
写真は小竹副町長のあいさつ

大相撲夏場所朝乃山令和初の優勝を飾る
大相撲夏場所で富山市出身の朝乃山（西前頭
8枚目高砂部屋）が12勝3敗で初優勝を飾った。
平幕の優勝は56年ぶり、富山県出身力士の優勝
は、横綱太刀山以来103年ぶりの快挙で、富山
県の名を全国に知らしめる大活躍となった。
またトランプ大統領からも大統領杯を受け取
るなど特別の
優勝で、富山
県民にとって
も記念すべき
日となった。

写真は都内ﾊﾟﾚｰ
ﾄﾞのｵｰﾌﾟﾝｶｰで
ﾌｧﾝに手をふる
朝乃山（右側）

1階庭園の見事な牡丹が評判に

3階庭園に皐月つつじが満開に
今年も3階庭園に皐月つつじがやさしい色合い
のピンクの花を見事に咲かせ、来館されるお客
様の心を和ませています。ツツジは花弁が大き
く早く咲き、さつきは花弁、葉も小さくツツジ
の後に咲く。花言葉は「貞淑」「節制」「協力」

当館1階庭園の牡丹がお客様に喜ばれてい
ます。、ベルギー出身の世界的に著名なフラ
ワーアーティスト、「ダニエル・オスト」氏
が植えた樹齢20年以上の牡丹が、今年も見
あ と が き
事な大輪の花を咲かせてくれました。お客
様からも「牡丹ですか」「それとも芍薬かし 朝乃山の初優勝は、県民に大きな夢と希望を与え、
ら」「見事なお花ですね」とお褒めの言葉も 富山県のｽﾎﾟｰﾂ特別栄誉賞、富山市からも特別表彰が
送られることになった。誠におめでたく大いに称えたい。
いただき、とても嬉しいことです。
今後の活躍を祈ると共に三役入りに期待したい。

