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射水神社

白山比咩神社

氣比神宮

雄山神社

氣多神社

高瀬神社

氣多大社

第5回
ほくりくふ うど さ い さ い

能登国 一の宮

（石川県羽咋市）

氣多大社
創建2100年とも言われ、
越中国守の大伴家持が参
拝した際の歌が万葉集に
残る能登国の一の宮。祭
神・大国主命（おおくにぬ
しのみこと）は縁結びの神
でもあり、現在も参詣者が
多く訪れる。「平国祭（おい
で祭り）」、「鵜祭り」など地
域文化と深く関わる祭祀
も多く執り行われている。

　日本各地にあまねく存在する神社。そこに祀られる神
様は地域の人々から守り神として崇敬され、また時節ご
との神事や祭りが地域ごとの豊かな風土文化を育んでき
ました。新年の参拝や厄年のお祓い、結婚式など、私たち
現代の日本人にとっても身近な存在です。
　かつて律令制における国ごとに、数ある神社の中から
「一の宮」が定められました。その起源は国司が任国内の
諸社に巡礼する順番に由来するというのが通説となって

おり、越中・加賀・能登・越前の各国にも同様に「一の宮」
が定められたと考えられます。現代ではすべての神社
は平等とされ、地域文化を支える存在となっており、「一
の宮」も地域の代表的な神社としてその重要な役割を
担っているのです。
　富山・石川・福井に伝わる「一の宮」は7社。折に触れ
てその鳥居をくぐり、その場所に流れる悠久の時と、日
本古来の心情を感じてみてはいかがでしょうか。

北陸の風土・文化の中心的存在「一の宮」
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時を超えて生きる「日本の心」を
雅楽で伝えたい。
ずっと変わらないでいてほしい、
北陸の人の温かさ

時空を超えて今に届く、それがきっと「古典」

  北陸には雅楽のコンサートでよく訪れます。東京に暮らす僕に
とって北陸は雪が降る寒々しいイメージがありましたが、地元の
人たちは実際に触れ合ってみると、とても温かいという印象を受
けました。先日もコンサートで富山を訪れたのですが、お客様が
温かく受け入れてくださって会場が一体となる瞬間が何度もあ
りました。そんな北陸の人の温もりや穏やかさ、そして辛抱強さ
は厳しい冬を乗り越えてきたことで培われたものなのでしょう
ね。そこに住んでいると当たり前すぎて気づかないかもしれない
けれど、ずっと変わらないでいただきたいですね。
　同じように変わらずにあってほしいと願うのが、神社儀式をは
じめとする日本古来の伝統文化や古典です。四季の移り変わりが
明瞭な日本では季節ごとのいろんな風習が息づいており、人々の
感性も繊細で豊かです。これら日本人の心というべきものをきち
んと次の世代に守り継いでいく必要があると思います。

伝統とオリジナル、どちらも追求し続けたい

1959年東京生まれ。東儀家は奈良時代から1400年間雅楽を世襲してきた
楽家。幼少期を海外で過ごし、あらゆる音楽を吸収しながら成長。宮内庁楽部
を経て、国内外の公演に数多く出演し、日本の伝統文化の紹介と国際親善
の一翼を担ってきた。雅楽の持ち味を生かした初のカバーアルバム「ｈｉｃｈｉｒｉｋｉ
ｂａｌｌａｄ」を発売するなど、ジャンルを超えた音楽表現を追求し続ける。

東儀 秀樹さん
雅楽師

（とうぎ・ひでき）

今回の
ゲスト

　古来より続く神事と同じように、僕が演奏する雅楽は1400年
前から形を変えずに日本に現存しています。「世界最古のオーケ
ストラ」とも言われ、日本人が世界に誇るべきものです。そんな僕
は1400年続く楽家に生まれながら、19歳まではロックやジャズ
などいろんな音楽を演奏していました。この多彩な音楽体験が僕
の雅楽への探求心をより高めてくれています。
　僕は古典を誰よりも愛し、追求しているという自負があります。
だからこそ、オリジナル音楽やジャンルの違う演奏者との競演
など、さまざまな試みに誇りを持って挑戦することができます。
その中ではビートルズやクラシックの名曲も演奏しますが、これ
は篳篥や笙という雅楽器本来の魅力を、純粋なかたちでわかりや
すく伝えたいという想いがあるからです。
　雅楽の古典は奥深く、演奏すればするほど新鮮な発見があり、
多くのことを学べます。それは自然と人が調和して生きるという
「古人の叡智」であり、時空を超えて今の僕たちに届くもの。これ
は神事にも通じるものがあるのではないでしょうか。

ひちりき

えいち

しょう

　古いものは変えていくべきという人もいますが、僕はそうは思
いません。古来より日本では生活の中心に神事があり、それらは
今の暮らしとも密接に結びついています。幾つもの時代を経て現
在も神事が残っているのは、日本がかつて神道国家であり、神道
が人々の心の拠り所となっていたから。毎年春になればすがすが
しい気持ちとなり、桜を愛でると心が安らぐのは自分の中に日本
人のDNAが受け継がれているからだと感じます。伝統文化との関
わりが少し希薄になりつつある現代、身近な行事や記念日につい
て親から子供へ伝えていけたら素晴らしいですね。たとえば「勤
労感謝の日は新嘗祭が由来で、収穫を神様に感謝する日なんだ
よ」という風にわかりやすく説明できたら素敵だと思います。僕
が雅楽の古典を愛しながら自分のオリジナル音楽を演奏してい
るように、今の時代に生きる僕たち一人ひとりがその人らしい伝
統文化との関わり方を見つけ、伝えていくことができたら、毎日
をより心豊かに生きていけるような気がしますね。

にいなめさい

白山比咩神社
（石川県白山市）

北陸三県
一の宮図

霊峰白山を御神
体とする全国白
山神社の総本宮。

氣比神宮
（福井県敦賀市）

七柱の祭神をま
つる北陸道の総
鎮守。

越前国 一の宮

射水神社
（富山県高岡市）

五穀豊穰や商売繁
栄の守り神として
崇敬される。

氣多神社
（富山県高岡市）

氣多大社より勧請し
た氣多大神（けたの
おおかみ）をまつる。

雄山神社
（富山県中新川郡立山町）

霊峰立山を御神
体とする立山信
仰文化の中心。

高瀬神社
（富山県南砺市）

祭神・大国主命は
医療医薬の神と
もされる。

越中国 一の宮加賀国 一の宮

www.elfplaza. jp東儀さんのさらなる魅力は『えるふぷらざNet』で!
Web限定トーク公開中！

北陸の
「一の宮」へ

豆まきや雛祭りなど

日本古来の伝統文化に触れる機会が多いこの季節。

神社の厳かな空気に触れ、凛とした気持ちになるのも

日本人ならではの楽しみかもしれません。
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プロフィール／1951年生まれ、京都大学卒。住友商事、プール学院大学国
際文化学部教授を経て2010年４月から現職。現在、（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）「技術委員」、日本商工会議所「エネルギー・
原子力政策研究会委員」、（財）アジア太平洋研究所「関西経済白書編集委
員」、国際環境経済研究所「主席研究員」などをつとめながら、さまざまな
報道番組への出演、多数の著作の発表を通じて、エネルギー・環境政策に
関する言論活動も活発に行っている。

常葉大学 経営学部 教授

Y a m a m o t o  R y u z o u

山本 隆三
ゼミの先生

える子さん山本先生

　電力の全面自由化が検討されているもう一つの理由は、発電
事業を行う会社が増えれば、競争が促進され電気料金が下がる
と期待されていることです。しかし、競争が促進された場合に
料金は必ず下がると言えるでしょうか。一般的な商品は競争が

激しくなれば価格は下がります。ところが、電気は普通の商品
と異なり貯めることができず（大きな蓄電池では、料金が非常
に高くなります）、そのため電気は必要な時に必要な量を発電
する必要があります。これが電気料金を考えるカギになります。

　世界でもっとも早く電力を自由化した国の一つ、イギリス
では、この設備建設が問題になってきました。自由化後、誰も
稼働率の低い発電設備を作らなくなってしまったのです。設
備が老朽化するにつれ、だんだん発電設備が減ってきました。
また大きな競争もなく電気料金は下がりませんでした。昨年
の夏にはイギリス政府が「2年後の冬には停電の可能性があ
る」と警告する事態にまでなってしまいました。困った政府
は、設備を作った事業者にお金を支払う制度を今年から導入
します。結局、総括原価方式と変わらなくなってしまいました。
　電気料金が安くなるという期待は、残念ながら自由化され
た諸外国では必ずしも実現していません。昨年、イギリス政府

質
問！

今検討されている、「電力の全面自由化」って？

Point!

貯めることのできない電気を安定的に供給するた
めに、発電設備はもっとも多く電気を使う時に合わ
せて準備されています。私たちの電気料金には、
安定供給を守るための費用も含まれているのです。

Point!

再生可能エネルギーへの注目の
高まりもあって、電力の全面自由化
が検討されています。

自由に選べるならいいのでは？ 電気料金も安くなるんですよね？
どうかしら

では、日本の電力が全面自由化されるとどうなるの？

　現在すでに、大量に電気を消費する企業・工場などは、地域の電力会社の他に
新電力と呼ばれる電気の供給事業者からも電気を買うことが可能です。これを
法律を変えて、小さな商店や家庭のお客さまも、自由に電気の供給事業者を
選択できる制度を導入することが『電力の全面自由化』と呼ばれている制度です。
　電力の全面自由化が検討されている理由の一つには、消費者の方から、「料
金が高くても、太陽光などの再生可能エネルギーで電気を作る会社から買い
たい」との声が出てきたことがあります。将来、再生可能エネルギーだけで発
電する電力会社ができるかもしれません。発電会社が増えれば、一つの送電線
を多くの会社が利用することになります。そのために地域の電力会社が持っ
ている送電線部門を分離することも検討されることになっています。

山本先生に聞きたい！

今回の
テーマ

電力自由化で選択肢が増えて電気料金は安くなるの？

自由に電気の供給事業者を選択できる制度です。

競争によって電気料金が安くなるとは必ずしも言えません。

先駆けて電力を自由化したイギリスの事例を見てみましょう。

うーん

　最近、新聞で『電気事業法改正』、あるいは『電力自由化』という言葉を時々目にします。しかし、電
力が自由化された場合に、私たちの暮らしにどのような影響が考えられるのかはあまり知られてい
ません。電力会社は、電力自由化などの電力システム改革に関して、「お客さまの利益に繋がるよう
最大限前向きに取り組む」と言っています。今回は「電力の全面自由化」をテーマにお話しします。

エネルギーの
未来を考えれば、
これからの暮らしも
見えてくるはずです。

知っているようで
知らない、暮らしと
エネルギーの関係。
教えて、山本先生！

『電力の全面自由化』は、
安定供給という使命への対策が
今のところまだ不透明です。
エネルギーは私たちの暮らしと
密接に関わる大切な問題。
私たち自身もしっかりと
考えていかなければなりません。

　電気の需要は、冷暖房が利用される時には大きく増えるな
ど、一年を通して変動します。もちろん、一日のなかでも変動し
ます。夜中には少なく、日中から夕方には増えます。貯めること
ができないために、もっとも需要が多い時に合わせて発電設備
が必要になります。夏場など限られた時期にしか動かない発電
所もあるのです。
　北陸電力が保有する石炭と石油火力発電設備の利用率は、右
表の通りでした。燃料費が高い石油火力は一年のうち8％前後

しか動いていません。少しの時期しか動かない設備でも電気
の使用量が多い時に足りなくなることを避けるために、必ず
建設し維持する必要があります。このような事情を考慮して
作られた制度が、建設コスト等を回収できるレベルに電気料
金を決める総括原価方式です。

の関係者と自由化の議論をした際には、「制度を上手に作らな
いと難しいですよ」とアドバイスがありました。お客さまの選
択肢が増え料金も下がる制度を作ることは本当にできるので
しょうか。電力会社はこれらの電力システム改革に関して、
「お客さまの利益に繋がるよう最大限前向きに取り組む」と
言っています。今後の検討・議論に注目していきましょう。

火力発電設備利用率

選べ
るよう

に

発電量

oH!

地元の電力会社

他地域の電力会社

新規参入会社

出典：平成23年度「電力需給の概要」（経済産業省　資源エネルギー庁　電力・ガス部編）

60.9% 8.3

北陸電力 平成22年度

設備利用率

石炭火力 石油火力

%

OIL OIL

OIL
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第5回

材料（4人前）
1人前/238kcal

1976年大阪府生まれ。高校卒業後、ホテルの洋食部門を
経て神戸のホテルに入社。2005年フランスのミシュラン
３つ星レストランにて修業。2010年9月、富山の「リバーリ
トリート雅樂倶」内「西洋膳所サヴール」シェフに就任。常
に新しいコンテンポラリーな料理を目指す。
リバーリトリート雅樂倶「西洋膳所サヴール」／
富山県富山市春日56 - 2   TEL：0 7 6 - 4 6 7 - 5 5 5 0

えびす（べろべろ）
えびすは、たまごを加えた
だし汁を固めた郷土料理で
す。金沢では「べろべろ」、富山
では「べっこう・ゆべし」とも
呼ばれ、お正月やお祭りなど
の祝い事に欠かせない料理
として親しまれてきました。

材料

寒天

昆布

水

しょうゆ

砂糖

しょうが

卵

1本

2枚

400cc

大さじ１

少々

10g

1個

寒天は水で戻しておく。昆布は１時間
程度水に浸し、だし汁をとっておく。

だし汁を火にかけ、戻した寒天をちぎっ
て入れる。寒天が溶けたらしょうゆ、砂
糖、おろしたしょうがを入れて沸騰させ
る。沸騰したら卵を溶いたものを加える。

卵が固まったら火を止め、水に濡らした
器に移す。あら熱を取って冷ましてから
冷蔵庫に入れ、固まったらできあがり。

1

2

3

リバーリトリート雅樂倶
西洋膳所サヴール シェフ

（たにぐち・えいじ）
谷口 英司氏 

真鱈と根菜のポトフ＆
蟹とサーモンのロール
真鱈と根菜のポトフ＆
蟹とサーモンのロール

蟹とサーモンのロール アボカドのムース

真鱈と根菜のポトフ

北陸有名料理店のシェフが

「ワンランク上の家庭料理」の作り方と、

プロのテクニックをアドバイス。

今回はパーティーやお祝いの食卓にもオススメ、

華やかなフレンチをご紹介します。

ジャガイモは皮をむいて千切りにし、さっ
と下ゆでする。セロリはスジを取り千切り
にする。ほぐした蟹身とジャガイモ、セロ
リをふんわりと混ぜ合わせ、マヨネーズ、
塩・胡椒で味付けする。

サーモンの薄切りをラップの上に並べ、
その上に１を均等に広げる。大葉をのせ
て、巻き寿司の要領で手前から、軽く締
めながら巻いていく。巻き終わったらラッ
プの両端をしっかり締めて固定し、冷蔵
庫で30分程度冷やす。

アボカドは縦半分に切り、種と皮を除い
て裏ごしし、　を加えて味を調える。トマト
をミキサーにかけ、　を加えて混ぜる。
２のサーモンのロールを1.5cm厚さに
カットし、トマトのソースをかけアボカド
のムースを添えればできあがり。

鱈はあらかじめ塩を振りしばらく置いて、
余分な水分を抜く。かぶらは12等分程
度に、ごぼうは一口大にカットし、百合根
は一片ずつにはがす。鍋にオリーブ油を
入れ、野菜をしんなりするまで炒める。

野菜を取り出し、鱈の水気をペーパーで
拭き取って入れ、皮目だけをカリッとする
まで焼く。野菜を鍋に戻し、ブイヨンを
注ぎ入れてひと煮立ちしたら、塩・白胡
椒で味を調える。

鍋に松の実、ゆずの皮、刻んだエゴマの
葉、オリーブ油を加えて、さっと混ぜ合わ
せる。器に盛り付ければできあがり。

手作りブイヨンでさらに美味しく！
水700ccに、よく水洗いした魚のあら500ｇ、
ベーコンやハム80ｇ、玉ねぎ50ｇ、セロリ・
白ねぎ30ｇ、ローリエ1枚を入れ、静かに
沸騰させる。アクを取りながら10分煮たら漉
して、手作りブイヨンのできあがり。

ジャガイモのゆで時間は短く！
●蟹とサーモンのロール●真鱈と根菜のポトフ

千切りにしたジャガイモの下ゆで
時間は短めに！サッとゆでることで
ジャガイモのシャキシャキした食感
を残す。またゆでた後に水分をしっ
かり切っておくのもポイント。

1. 2. 3.

1. 2. 3.

材料（4人前）
1人前/185kcal

蟹身
サーモン
ジャガイモ
セロリ
大葉
マヨネーズ
塩・胡椒

＜アボカドのムース＞
アボカド
　 わさび
　 レモン汁
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ライフ&カルチャー

プリザーブドフラワーは直射日光の当たる場所や湿
気の多い場所では、変色などが起きることがあるので
要注意！水分を含んだ花は乾燥した場所に移動する
と、「パリッ」とした状態に戻ります。

2005年から金沢市内でプリザーブド2005年から金沢市内でプリザーブド
フラワーとフラワーとラッピングスクールを開ラッピングスクールを開
講。現在は富山市内・講。現在は富山市内・石川県内でもス石川県内でもス
クールを開催。クールを開催。

入学式や卒業式など思い出の写真を撮るシーンも多くなる季節です。

そんな写真を飾るフォトフレームを、プリザーブドフラワーを使って作ります。

＜用意するもの（今回使用したもの）＞

花の位置を決める

子房をカットする

花を貼り付ける

プリザーブドフラワーとは？

ヒビヤフラワーアカデミー登録教室
Atelier Juil let主宰

砂田 ちなつさん

まずは、花をフレームの上に乗せて、配置を決め
ます。ここで色のバランスなどを確認することで
失敗なく作れます。

接着剤が花に付きやすくするために、子房の部
分を平らにカットします。
花びらが崩れやすくなるので、カットしながら花びらが崩れやすくなるので、カットしながら

フレームに貼り付けていくのがポイントです。フレームに貼り付けていくのがポイントです。

同じ種類・同じ色のバラから貼りはじめ、最後に
アクセントになる色を貼り付けます。空いたス
ペースにあじさい、桜を貼り付けて完成！

プリザーブドフラワーの
フォトフレーム

自宅で手作り！

●  プリザーブドフラワー
   バラ：大小４色、各４～５輪　あじさい：適宜
●  アーティフィシャルフラワー（高級造花）
   桜：１枝   ※なくても良い
   ※花材は生花店やホームセンターなどで購入できます
●  グルーガン または 花用の専用接着剤
   ※木工用接着剤は、水分が含まれているため不向きです
●  フォトフレーム   縦15cm×横20cm（ポストカードサイズ）
●  ハサミ

1

2

3

ATTENTION!

花の色や種類は
お好みでアレンジを！

花を特殊な加工液に浸して色と水分を抜き、その後
に新たに染色液を使いさまざまな色に染めて作る
ヨーロッパ生まれのお花で、ドライフラワーの一種で
す。「プリザーブド」とは「保存する」を意味します。
※プリザーブドフラワー
を生花から作る場合に
必要な加工液や染色液
は、インターネットや生花
店で入手可能です。

ゑり華「風呂敷」を20名様に
プレゼントします。

ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、
アンケートのお答え、本誌を読んだ感想をご記入いただき、
下記宛先までお送りください。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お客さまからお預かりした個人情報は賞品発送のみに利用し、その他の目的に
　利用したり第三者に開示したりすることはありません。

〒930-8686 富山市牛島町15-1
北陸電力（株）地域広報部 プレゼント係

本誌で関心を持たれた
記事はどれですか？

アンケート

Ａ

B

C

D

E

F

北陸風土彩々

エネルギー・ゼミ

我が家のごちそうレシピ

ニュース&トピックス

インフォメーション

ライフ＆カルチャー

Present & Enquete

ハガキで

平成26年4月14日（月）必着

応
募
方
法

10
※風呂敷の色・柄に関しては事務局で選定させていただきます。

サイズ：
68cm×71cm

伝統の加賀友禅をモチーフとした風呂敷。さま
ざまな形・大きさの物を自在に包むことができ、
携帯に適してゴミも出さない風呂敷は、日本古
来の「エコバック」として再び注目されています。

北陸電力からのお知らせ
毎度ご利用いただきありがとうございます

ご契約種別

お客さま番号

様北電太郎
XXXXX
XXXXX-XXXXXX-XXX

電気料金等領収証年　　月分
領収額

ご契約 ご使用量

26 2

電気温水器・エコキュートなどの
200ボルト機器をご使用のお客さまへ
電気温水器・エコキュートなどの200ボルト機器※１を取り替えられる場合、
または新たにご使用になる場合は、ご契約内容の見直し※２が必要となる
ときがございますので、お客さままたは施工店などから当社へ事前にご連絡
いただきますようお願いいたします。

お申し込みの際には、「お客さま番号」をお知らせください。
毎月の「北陸電力からのお知らせ」（検針票）などに記載してあります。

お客さまには誠にご不便をおかけいたしますが、お客さまの生活に
支障のない範囲で、節電にご協力をお願いいたします。

※１：200ボルト機器には、電気温水器・エコキュートなどのほかに、ＩＨクッキングヒーターや冷暖房設備などがあります。
※２：ご契約内容の見直しとは、次の①～③をいいます。
　　①ご契約メニューの契約容量または契約電力の見直し
　　②エルフナイト10、エルフナイト10プラスをご契約の場合は、
　　　割引プラン（エルフＶプラン、エルフＶあったかプラン、エルフＳプラン）の見直し
　　③エルフナイト８、深夜電力Ｂをご契約の場合は、通電制御型機器割引（マイコン割引）などの見直し

お客さまのご契約種別などにつきましては、
毎月お届けしている
「北陸電力からのお知らせ」（検針票）にて
ご確認いただくことができます。

お引越しが決まったら、
電気のお申し込みをお早めに！

電気を上手にお使いください。

お引越し先が北陸地域（当社サービス地域内）であれば、併せてお引越し先の電気使用開始も承ります。
※ 電気料金の最終分の支払いは、現在ご利用の口座から振替をさせていただきます。
　また、お引越し先へ振込用紙をお送りしコンビニエンスストアなどでお支払いいただく方法もございます。

http://www.rikuden.co.jp/ryokin/uketsuke.html
0120-776453
お客さまサービスセンター

●お客さま番号
●お名前
●ご住所
●連絡先お電話番号

●お引越し日
●お引越し先住所
●お支払方法

お申し込みの際にはお聞かせください。

❶お引越しの日が決まったらお早めにご連絡を。
　▶４～５日前までに。土日祝も受け付けています。
❷お客さま番号をお手元に。
　▶ご契約内容の確認のためのお待たせ時間が短くなります。
❸電話が混み合う時間帯は？
　▶月曜日（または休日の翌日）や平日の９時～10時は特に混み合います。

スムーズに
手続きを
済ませる
ポイント！

インターネットでもお申し込みできます。

不要な照明はできるだけ消す。
照明 テレビ

ポットジャー炊飯器

画面の輝度（明るさ）を下げる。必要な時以外は消す。

早朝タイマー機能で１日分をまとめて炊く。保温機能
は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵庫に保存する。

お湯は必要な時に、必要な分だけ沸かす。

●当社ホームページに、「でんき予報」や電気の効率的なご使用方法などの情報を掲載しています。 http://www.setsuden-rikuden.jp
●Twitterで「でんき予報」を発信しています。 　@rikudenOf f icial

節電をお願いする期間 平成25年12月2日（月）から平成26年3月31日（月）  平日の9時～21時
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インフォメーション
I n f o r m a t i o n
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