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…都心のオアシス…

富山県赤坂会館

第７１号

赤坂だより
赤坂で初夏の富山料理を楽しむ

kHz

利便性の向上と地域振興を目指して あいの風とやま鉄道 代表取締役社長 日吉敏幸さん

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
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。

富山の地酒立山、銀盤、三笑楽など
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。

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
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。

新幹線往復交通費と赤坂会館１泊朝食付セット

＊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。

写真は新設の高岡やぶなみ駅開業記念式典

都 心 で楽 しむ 富 山 の料理

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 才巻海老 梅貝
昆布締
岩石豆腐
サゴシ野菜巻
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

最後に、赤坂会館は年数も経過しております
が、平澤支配人以下、従業員の皆さんも一緒に
着実な運営を進めておられると思っておりま
す。２０２０年の東京オリンピックも近づいて
おり、赤坂会館の一層の発展を期待しておりま
す。

蓋物
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。

あれから４０年
私が初めて赤坂会館を利用したのは、昭和54
年に富山県庁の土地対策課に配属されて東京へ
出張した際です。当時、赤坂会館は新築された
あとできれいだったと思います。もっとも、最
初の頃は急行「越前」（Ｂ寝台）で朝６時過ぎ
に上野に着いて、その後、赤坂会館の休憩室で
休んでから国へ行っておりましたが、赤坂会館
の朝食が大変美味しかったなという思い出があ
ります。
あれから40年、今や北陸新幹線で東京まで２
時間ちょっとで行けるようになり、私は「あい
の風とやま鉄道」の社長を務めております。そ
こで、この機会を得て、当社の概要をＰＲさせ
ていただきたいと思います。
様々な利便性向上に取り組む
平成2７年３月14日、北陸新幹線が開業し、
あいの風とやま鉄道は、それに伴い経営分離さ
れた旧北陸本線の富山県内区間を引継いだ並行
在来線です。
当初は、人口減少などの影響から、利用者の
減少が想定されておりましたが、お客様の声を
反映したダイヤ改正をはじめ、全20駅の改札
口付近に先発・次発列車や遅れ時分等を表示
する「案内モニタ」の設置やパソコンやス
マートフォン等から列車の現在位置などがリア
ルタイムにわかるサービス「あいトレ」の導入
による情報提供の充実、さらに、平成29年度に
は、当社では初めてとなる521系新型車両を導
入するなど、様々な利便性の向上に取り組んで
きました。その結果、利用者数は順調に推移し
ております。

３月に高岡やぶなみ駅開業・より便利に
また、今年３月には、高岡駅－西高岡駅間に
新しい駅である高岡やぶなみ駅が開業し、今年
度には、富山駅－東富山駅間の新駅の詳細設計
が行われますが、こうした新駅設置により利便
性がさらに向上するものと思っています。
あいの風とやま鉄道ファンクラブ会員募集中
また、あいの風とやま鉄道では、現在、ファ
ンクラブ会員を広く募集しています。
個人会員は年会費1,000円で、1日フリー乗
車券を進呈するなどの特典もございますので、
皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。
今後観光列車の運行も計画
そのほか今後の取組みとして、来年春には、
観光列車の運行を開始することにしており、現
在、その準備作業を進めているところです。首
都圏の皆様もぜひ、一度足をお運びいただき、
富山県ならではの魅力にあふれる観光列車をお
楽しみいただきたいと思っています。

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
6月13～9月3日

＊国立科学博物館
休月人体神秘への挑戦
沖縄の旧石器時代
～6月17日 特別展 昆虫 7月13～10月8日
＊国立近代美術館 休月6月19日～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6月19日～8月21日子どもと
大人のｱﾂｱﾂ工芸かん
＊東京国立博物館 休月7月3日～9月2日縄文ー1万年美
の鼓動、埴輪ー 中国の青銅器～6月24日
＊国立西洋美術館休月6月19日～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 ～7月1６日 西郷どん
＊東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ～7月1日 夢二繚乱
＊ｻﾝﾄﾘｰ美術館休火ﾞ～7月1日ｶﾞﾚも愛した清朝皇帝
のｶﾞﾗｽ 7月18日～9月2日 琉球 美の宝庫
＊三菱一号館美術館休月6月28日～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～6月17日
＊Bunkamuraザ・ﾐﾕｰｼﾞｱﾑ～会期中無休
熊のﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝ展 ～6月25日
＊永青文庫休月 生誕260年記念良寛～7月11日
＊損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ東郷青児美術館休月～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12日
ﾌﾗﾝｽ絵本の世界
＊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～7月8日ﾌﾟｰｼｷﾝ美術館
＊根津美術館休月～7月8日はじめての古美術鑑
＊出光美術館休月 宋磁神秘の焼物～6月10日
＊三井記念美術館休月～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～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～7月29日江戸の悪ＰＡＲT２

＊東京都写真美術館月休～7月16日内藤正敏異界出現
＊山種美術館月休～7月8日俵屋宗達から田中一光へ
＊五島美術館休月～6月17日 近代の日本画展
＊戸栗美術館～6月21日月休 古伊万里焼展
＊上野の森美術館不定休～7月29日ﾐﾗｸﾙｴｯｼｬー展
＊世田谷美術館月休 ～6月17日 高山辰雄展

イベント・催し物・コンサート ６月～７月
6月7日～10日おもちゃｼｮｰ
6月7～17日山王祭り
6月8日ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｺﾝｻｰﾄ
6月12~15日国際食品工業展

東京ミッドタウン日比谷がオープン！

ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
永田町日枝神社
東京ﾌｵｰﾗﾑ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

6月16～18日加山雄三さだまさし前川清 ﾌｵｰﾗﾑ
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
6月20～22日ものずくりﾜｰﾙﾄﾞ
6月21~24日台湾ﾌｪｽﾀ

上野恩賞公園

6月23・24日 ｱﾌﾘｶﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
6月 〃 ｼﾞｬﾏｲｶﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ
6月27～29日ﾄﾞﾘﾝｸｼﾞｬﾊﾟﾝ展
〃ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
7月4~6日ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ総合展
〃
国際文具展
〃 国際デｻﾞｲﾝ製品展
7月9・10日 ほおずき市
7月13~22日ドイツビールの祭典
7月21日足立花火大会
7月24日葛飾花火大会

7月28日隅田川花火大会

日比谷公園

〃
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
ﾋﾞｯｸｻｲﾄ
〃
〃
浅草
日比谷公園
荒川河川敷
江戸川河川敷

隅田川櫻橋付近

富山県人会連合会懇親の集い開催！
6月7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。初めにオペラ歌手の
小林大祐さんが熱唱、ふるさとの発展に尽
くされた方に「ふるさと賞」が桑山県人会
連合会会長から授与され、特別ゲストとし
て朝乃山や柴田理恵、橋本マナミさんなど
が出席した。
石井富山県知事をはじめ、高野県議会議
長、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
おわら節やお楽しみ抽選会などがあり名残
つきないひと時を楽しんだ。

３月２９日（木）大人の遊び心を刺激する新スポット
として、日比谷公園の前に新名所が誕生。
“未来志向の新たな体験や価値を”をテーマに、
芸術文化の聖地日比谷を拠点に、三井不動産・電
通・ＥＹjapanが提携、地域住民との連携や環境に
も配慮した複合施設がオープン。
約60店舗に及ぶグルメやフアッション、インテリ
ア、エンターテイーメントなど日本初上陸の店など
個性的なショップが揃っており、「特別で」「魅力的
で」「贅沢な時間を過ごす」ことをコンセプトに、多く
のファンで賑わいを見せている。

第57回東京上市郷友会総会開催される
5月2０日（日）正午赤坂会館で、上市町出身
者の集いが開かれた。野村敬明郷友会長の挨
拶、物故会員の黙とう、事業報告や会計報告、
役員改選があり、来賓の中川行孝上市町長、松
谷英真町議会議長、山崎宗良県議会議員、石岡
弘子県人会連合会常務理事等の挨拶があり、池
田隆顧問の音頭で乾杯した。参加者の皆さんは
会館提供の郷土料理を味わい、お楽しみ抽選会
などで盛り上がり、多くの方が二次会まで参
加、再会を約し盛況のうちにお開きとなった。

＊草間彌生美術館（予約・定員制）～8月31日さあ、
我が人生の最大の出発にきた
＊歌舞伎座6月2日～26日妹背婦女庭訓 時蔵 松録
●
〃 7月5日～29日三国無雙瓢箪久 海老蔵 獅童
＊国立劇場6月2～26日連獅子 中村又五郎 中村歌昇
〃
7月3~24日日本振袖始 中村時蔵 板東新悟

一般財団法人富山会館理事会開かれる
去る5月28日（月）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ました。
初めに桑山会長の挨拶があり、第1号議案「平
成2９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「平成３０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。

庭園の牡丹がお客様の癒しに一役
３階庭園にも皐月（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。
当館1階庭園の牡丹がお客様に喜ばれてい 花言葉は「貞淑」
ます。、ベルギー出身の世界的に著名なフラ 「節制」「協力」
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
雨に咲く紫陽花の鮮やかな青や紫などが目に沁みるこ
様からも「牡丹ですか」「それとも芍薬かし
の時期、6月第3日曜日は「父の日」。いつも肩身の狭
ら」「見事なお花ですね」とお褒めの言葉も い？お父さん方に感謝したい日です。「お父さん日本
いただき、嬉しいことです。
一」の大吟醸のお酒も売り出されておりますが・・・・

