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東京五輪から富山の子どもたちへ

赤坂会館を拠点に心に残る旅を
神田古本街や国宝迎賓館の参観など
富山から2時間余、富山県赤坂会館を拠点に
秋の東京を楽しみませんか。
日本科学未来館では、11月4日まで「マ
ンモス」展開催、ロシアの永久凍土から発
掘された世界初公開冷凍マンモスの標本が
展示されています。
国宝迎賓館赤坂離宮では、一般公開が行
われています。内閣府のホームページで休
館日を確認のうえ、従来のインターネット
予約なしで、当日受付で本館、主庭を参観
出来ます
１０月２５日から１１月４日まで神田神
保町を中心に開催の「神田古本祭り」は１
００万冊に及ぶ年に一度の大バーゲン。日
本はおろか海外からも多くの観光客や人が
訪れます。
国立博物館では、10月29日から12月8
日まで庭園と茶室が公開されます。明治5年
日本初の博物館として設立。紅葉と池に遊
ぶ鳥たちを眺めながらの散策は記憶に残る
ことでしょう。
一方神宮外苑の銀杏並木では、今年も11
月中旬から「神宮外苑いちょう祭り」が予
定されており、黄葉の絨毯を歩くのはいか
がでしょうか。素敵な思い出に残る旅をご
家族や親しいお友達とお過ごしください。
写真は神宮外苑のいちょう並木

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会 副事務総長（COO)

今年の８月上旬、５０年ぶりに雨晴海岸で孫
たちと泳ぎました。小学生の頃の思い出から変
わり、海の家は「道の駅」に、砂浜や海は小さ
くなっていました。
５５年前の東京五輪の感動が鮮やかに
一方、５５年前の東京五輪は色褪せていませ
ん。一点の曇りのないスポーツ日和の秋空、東
京五輪音頭、聖火最終ランナー坂井選手の点
火、三宅・遠藤（体操では富山出身の三栗崇選
手も金メダリスト）・円谷選手の顔とともに感
動の瞬間が蘇り、ビギラ・アベベ、ボブ・ヘイ
ズ、ドン・ショランダー、アントン・ヘーシン
グ、ベラ・チャスラフスカの名前は栄光の場面
を呼び起こしてくれます。
白黒テレビの思い出が懐かしい
富山の白黒テレビでしたが、思い出は鮮やか
です。現代の富山の子どもたちにも感動を体験
し、半世紀後にも語ってもらいたいと願ってい
ます。
組織委員会では、子どもたちの記憶に残る参
画を目指して幾つかのプロジェクトを展開して
います。

＊北陸新幹線利用、席数限定お早めに。
＊1名様より出発OK
お申し込みは赤坂会館ホームページビジネスパッ

クより赤い風船じゃらんパックで受付。

和会席 お献立
先付け 菊花和え
凌ぎ
鱒寿司
お造り 鯛 梶木昆布締
煮物
菊蕪射込煮
焼物
鱸朴葉焼
酒肴
幻魚鍋
揚げ物 白エビ掻揚
酢の物 太刀魚酢
食事
五箇山そば
水菓子

＊３日前までにお申し込みください。

＊３日前までにお申し込みください。

子どもたちへのプロジェクト
①オリンピック・パラリンピック教育に取り組
む学校を“よーいどん！スクール”として認定
②マスコット小学生投票（富山では全小学校参
加）
③小中学生絵画作文コンクール
④高校生英語スピーチコンテスト
⑤みんなのスポーツフェスティバル（運動会で
オリンピック・パラリンピック競技体験等）な
どで、④と⑤は募集中です。
聖火リレーは福島からスタート
２０２０年３月２６日に福島をスタートする
聖火リレーは、６月３日・４日の２日間で富山
県内全市町村を回ります。
子どもたちには是非聖火リレーを応援し、お
祝いイベントに参加して、生で聖なる火を見て
もらいたいと思います。
格安学校連携チケットも用意
格安の学校連携観戦チケットは、オリ・パラ
で小中高生１００万人分以上を用意していま
す。オリンピック・パラリンピックを学んで、
会場での観戦やテレビの生中継を楽しんでくだ
さい。
何と言っても記憶に残るのは、日本人選手の
活躍であり、スーパーアスリートの超人的な速
さ、高さ、強さでしょう。
奥田中学校出身の八村、馬場選手のダンク
シュート、レスリング登坂選手の復活、ボッ
チャ藤井選手の再びのメダルなど、富山ゆかり
の選手の活躍も待たれます。
２０２０大会の新しいスーパーヒーロー、ヒ
ロインは誰でしょう。一人ひとりのパラリンピ
アンにも、障がいに立ち向い、乗り越え、その
上で競技のトップを目指して歩んできたストー
リーがあり、それを知ることで、より応援した
くなります。
オリンピックの思い出を未来へ語り継いで
富山の子どもたちへ、２０２０大会に参画し
て一緒に大会を作り、そして大会を語り継いで
ください。

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。

＊28，500円～43，400円

＊２７，６００円～３８，２００円

常務理事 布村幸彦さん

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

ＪＲ往復交通費と赤坂会館宿泊セット

全日空往復交通費と赤坂会館1泊朝食付セット

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
ＵＲＬ：http://toyamaken-akasakakaikan.jp

赤坂だよ
りkHz

写真は８４００円のイメージです、コースは予約制となっております。

秋プラン６３００円 月プラン７３００円 花プラン８４００円

（税金１０％、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、レストラン３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

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

のご案内・ANA「旅作」をクリック願います。

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
～12月16日ｶﾙﾃｨｴ展
～10月14一陽展・自由
美術展・一期展10月16～
28日独立展・二紀展11月
1日～24日日展
＊国立科学博物館休月～10月14日恐竜博11月2～24日
ﾐｲﾗ永遠の命を求めて
＊国立近代美術館 休月～10月20日MOMATｺﾚｸｼｮﾝ
11月1日～12月15日鏑木清方
*国立近代美術工芸館休月～12月8日竹工芸名品展
＊東京国立博物館 休月10月14日～11月24日正倉院の
世界11月6日～2月9日ｻﾞ･ｱｰﾙ･ｻｰﾆ・ｺﾚｸｼｮﾝ
＊国立西洋美術館休月10月19日～1月26日ﾊﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ
展 日本ｵｰｽﾄﾘｱ友好150周年記念 帝国のｺﾚｸｼｮﾝ
＊東京芸大美術館休月10月9~14日聴く絵画・観る
音楽10月10日～24日手塚雄二
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘ休月～10月20日岸田劉生展
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火～11月10日美濃の茶陶 瀬戸、
志野、織部
＊三菱一号館美術館休月～10月6日ﾏﾘｱﾉ・ﾌｫﾙﾁｭﾆ
10月30～1月20日印象派から先へ吉野石膏ｺﾚｸｸｼｮﾝ
＊森美術館会期中無休～10月27日 塩田千春展
＊森ｱｰﾂｾﾝﾀｰ会期中無休～11月17日ﾊﾞｽｷｱ展
＊Bunkamura10月12～12月23日ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ家の至宝
＊永青文庫休月～10月９日大名調度のﾃﾞｻﾞｲﾝ
10月19~12月18日徳川家伝来 江戸の唐絵ほか
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ美術館休月9月30日～2月14日休館
＊東京都庭園美術館休第2･4水10月12日～1月13日
ｱｼﾞｱのｲﾒｰｼﾞ杉山寧、安井曾太郎ほか
＊江戸東京博物館休月～11月4日士ｻﾑﾗｲ展
＊東京都美術館休月～12月15日 ｺｰﾄﾙﾄﾞ美術館展
＊根津美術館休月～11月4日日本・東洋の花鳥表現
11月16～12月23日 江戸の茶の湯
＊出光美術館休月～11月10日憧れの山水
11月23日～2月2日 焼き物入門
＊三井記念美術館休月～12月1日高麗茶碗
＊ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ休月～12月15ﾗｳﾙ・ﾃﾞｭﾌｨ展
＊ｵﾍﾟﾗｼﾃｲｱｰﾄ休月10月16日～12月15日ｶﾐｰﾕ･ｱﾝﾛ
＊太田記念美術館月休～10月2７日歌川国芳
＊東京都写真美術館月休～11月4ﾄｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝｲﾒｰｼﾞ
を読む10月19～11月17日 写真新世紀2019
＊山種美術館月休～11月11日日本画の挑戦者達大観
春草、玉堂、龍子11月17～1月20日皇室ゆかりの美術
＊五島美術館休月10月26～12月8日東ｱｼﾞｱの書画工芸
＊上野の森美術館不定休10月11～1月13日 ｺﾞｯﾎ展
＊世田谷美術館月休～11月9日ﾁｴｺ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ100年の旅
＊歌舞伎座～10月26日廓三番叟 扇雀 巳之助 梅枝
＊歌舞伎座11月1～25日研辰の討たれ 幸四郎 鴈次郎
＊国立劇場～10月26日狂言天竺徳衛兵韓噺 中村芝翫
＊新橋演舞場～11月25日ｵｸﾞﾘ 市川猿之助 中村隼人

第60回東京名物神田古本まつり
靖国通り沿い、神保町交差点付近から約160店
が軒を連ねる日本最大の古書店街です。古典や学
術専門書、娯楽や音楽などあらゆるジャンルの本
が並ぶ様は圧巻です。
また、神田は昔からカレー専門店が多く400店
以上が集結、特徴のある独自の味を出しており、
熱烈ファンが多いところです。
11月2日～3日にかけてカレーグランプリ決定戦
が行われ、皆さんの投票で決まる予定です。

イベント・催し物・コンサート １０月～１１月

第12回富山の酒とかまぼこフェア開催

～10月31日金魚（LOVE)展
すみだ水族館
～11月18日星の王子様ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾌﾟﾗﾈﾀﾘｱ有楽町
～1月13日ｽﾀｰｳｵｰｽﾞｷｬﾗｸﾀｰの世界

寺田倉庫

～11月4日ﾏﾝﾓｽ展
日本科学未来館
10月3～11月4日大つけ麺博
大久保公園
10月8～11月10日秋のﾊﾞﾗﾌｪｽﾀ 神代植物公園
10月12~14日ﾓﾝﾄﾙｰｼﾞｬｽﾞﾌｪｽ日本橋三井ﾎｰﾙ
10月12･13日横浜港みらいｼﾞｬｽﾞﾌｪｽ
横浜
10月12～11月3日神楽坂まち飛びﾌｪｽﾀ 神楽坂
10月19・20日 渋谷音楽祭
渋谷各街
〃日本･ｲﾝﾄﾞ ﾈｼｱ友好ﾌｪｽ
代々木公園
10月25日~11月4日神田古本祭り
神保町
10月28～11月5日国際映画祭
六本木ﾋﾙｽﾞ
11月1日～30日高尾山もみじ祭り
高尾山
11月1~4日ﾄﾞｲﾂﾌｴｽﾀ
青山公園
11月2.3日神田ｶﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
小川広場
11月3日ｺﾞｼﾞﾗﾌｪｽﾀ
日比谷ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝほか
11月8日・20日浅草酉の市
浅草
11月16~17日ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪｽﾀ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
11月22~24日ご当地鍋ﾌｪｽﾀ
日比谷公園

新国立競技場が完成まじかに！

9月15日（日）東京交通会館12階カトレアサ
ロンで、13:00~1500の部、15:30の部に分かれ、
各回350名の定員が完売、富山県酒造組合が中
心となり蔵元がお勧めの大吟醸、生酒、純米酒
など銘酒がずらりと並び、試飲と販売があり多
くのお客さんが絶妙な香りと味を楽しんだ。
お酒といへば中年のおじさんを連想しがちで
すが、若いﾍﾟｱのお客さん、女性同士のお客さ
んもあり「これ辛口ですか。」「これはやや甘口
ね。」と蔵元の職員に質問する場面も見受けら
れ、お酒に対する関心の高さも感じられた。
富山のかまぼこも新鮮な海の幸をベースに、
老舗の秘伝の技から生まれる極上の製品など
が。また、昆布かまぼこや細工かまぼこなど約
100品が並んだ。
また、話題の「能作」の酒器も並べられ、片
口ｻｲｽﾞのものやぐい呑などを買って行く人達
で賑わった。

特別公開「吉岡徳仁ガラスの茶室・光庵」
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ･ｱｰﾃｲｽﾄの吉岡徳仁制作「ｶﾞﾗｽの
茶室・光庵」が、六本木国立新美術館入り口に
2021年5月10日まで展示されている。この作品
は、2011年第54回ｳﾞｪﾈﾂｨｱ･ﾋﾞｴﾝﾅｰﾚ国際美術
展で発表され、 2015年には、京都の将軍塚青
龍殿の大舞台で披露され、大きな話題になりま
した。自然光のもとで変化する様々な表情を堪
能することができます。

大成建設・梓設計・隈研吾設計事務所の
共同企業体による建設は、2016年12月に着
工、建物の9割が出来あがり、2019年12月完
成を目指し急ピッチで工事が進められてい
ます。
日本スポーツ振興センターが運営、収容
人員は68,000人（サッカー競技等では増設）
オリンピック・パラリンピックの開会式、
閉会式、サッカー競技等に利用される。屋
根は当初開閉が出来るものを検討していた
が、今は観客席のみとなっています。
この項ﾚｯ
世界でも稀な日本の暑い夏に、世界の
ﾂｴﾝｼﾞｮｲ
トップアスリート達のまさに熱い戦いがこ
より抜粋
の場所で繰り広げられます。

全国のスーパーカブが南青山に集結

MGCマラソン大会が開催される
9月15日（日）朝がたの雨もやみ日差しが出る頃、
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選考会を兼ね、一発勝負のマラソン大
会が行われた。神宮外苑のいちょう並木をスタートに
折り返すコースで行われ、浅草や銀座通りなど沿道
には、お目当ての選手を応援する多くのファンや家
族の黄色い声が響
いた。男子は中村
匠吾、服部勇馬、
女子は前田穂南、
鈴木亜由子が決定
した。

９月14（土）～15日（日）、東京南青山のホン
ダ本社ビル前に、日本全国から中古や改造し
た３００台余のｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞが集結した。この催しは
今年で23回目。ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞｵｰﾅｰの集まり｢ｶﾌｪ
あ と が き
ｶﾌﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞｲﾝ青山」で、ｵｰﾅｰ同士の情報交
9月9日に関東地方を襲った台風15号は、交通機関の
換や交流があり、女優の下館あいさん等も自分
乱れで277万人に影響が。千葉県では停電、水道が使え
のｶﾌﾞを持参、ﾄｰｸｼｮｰに参加、最後に人気投
ず屋根のはがれなど大きな被害をもたらした。自然の猛
票で決まるｶﾌﾞｺﾝﾃｽﾄなどがあった。
威を痛切に感じた日々で、一日も早い復旧を祈りたい。

