
■立山黒部ジオパーク 最近のできごと

◎ジオパーク新規認定申請プレゼンテーションと JpGU2019 へ参加しました
　5 月 25・26 日に幕張メッセで開催された、ジオパーク新規認定申請プレゼンテーションと、

日本地球惑星科学連合大会（JpGU）に事務局から今堀事務局長、山岡専門員 2 名が参加しました。

１．ジオパーク新規認定申請プレゼンテーション

　ジオパーク新規認定申請プレゼンテーションは、日本ジオ

パークや世界ジオパークへの新規認定を目指す地域が行うも

ので、今年度は３つの地域（世界申請：Mine 秋吉台 GP、日

本申請：桜島・錦江湾 GP（エリア拡大）、五島列島 GP 構想）

が新規認定プレゼンテーション審査に臨み、各々が地域での

ジオパーク活動や、意気込みについて語りました。審査の結

果、３地域すべて今年夏の現地審査に進むこととなりました。

２．日本地球惑星科学連合大会　ジオパークセッション

　日本地球惑星科学連合大会（JpGU）では、「ジオパークで

地球活動をイメージする －ジオ多様性の大切さを知ろう－」

をテーマにセッションが行われ、多くのジオパークから事例

紹介の口頭発表やポスター発表が行われました。立山黒部ジ

オパークからは山岡専門員がポスター発表を行い、立山黒部

ジオパークの 4 年間の歩みと、再認定審査結果を受けての対

応について解説を行いました。

　各ジオパークから発表された事例には、ジオガイドの役割

についてなど立山黒部の今後の活動で参考にできそうなもの

が多くありました。また、立山黒部のポスター発表を見たジ

オパーク関係者からも貴重なご意見をいただくことができま

した。今後の活動に活かしていきたいと思います。

※口頭発表の様子は、下記の URL よりご覧いただけます。

https://jpgu2019.geopark.jp/presentation.html
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■ジオガイドと行く「黒部峡谷たっぷりまんきつ旅！」

　トロッコ電車の終着駅“欅平”をガイドと散策しながら、秘境 黒部峡谷を満喫するツアーです。当日は

猿飛山荘にて、新鮮で美味しいイワナ定食や、マグマが沸かす天然温泉をお楽しみいただけます。是非お誘

い合わせのうえ、お申し込みください。

【開催日】

　①７月６日（土）　②７月 24 日（水）　③７月 28 日（日）

　④８月５日（月）　⑤８月 30 日（金）

　⑥９月８日（日）　⑦９月 17 日（火）　⑧９月 23 日（月・祝）

　⑨10 月 12 日（土）　⑩10 月 27 日（日）

【募集定員】

　各回 20 名（最小催行人員８名）

【旅行代金】

　大人 8,000 円　小人 6,000 円（６歳以上 12 歳未満の方）

　※トロッコ電車運賃、昼食代、入浴代、ガイド料が含まれます

詳細については、黒部・宇奈月温泉観光局公式サイト（https://www.kurobe-unazuki.jp/）をご覧ください。

【お申込み・お問合せ先】

　一般社団法人　黒部・宇奈月温泉観光局　0765-57-2850（平日 9:00 ～ 17:00）

■ジオパーク協会共催イベントのお知らせ

7/21
（日） 蜃気楼研究の最前線

～日本蜃気楼協議会の軌跡～
　近年、日本蜃気楼協議会を中心に全国的な

ネットワークが構築され、様々な角度から蜃

気楼研究が進められています。講演では、蜃

気楼研究の最前線について紹介します。

14:45 ～
15:45

【講師】　木下 正博 氏

　　　　（日本蜃気楼協議会 会長）

【会場】　黒部市吉田科学館研修室

※申込不要、参加費無料

【お問合せ先】

　黒部市吉田科学館　0765-57-0610

日本黒部学会 特別講演会 8/24
（土）

立山の氷河眺望
　雄山への登山道をたどりながら、氷河遺跡

をめぐり、日本で初めて発見された氷河を眺

望します。

7:00 ～
17:30

【参加費】6,000 円（小学生 3,500 円）

　　　　※お弁当代、保険料など

【定　員】

　20 名（先着順）※申込受付は 7/24 ～

　※対象は小学校３年生以上

　　（小・中学生は保護者同伴）

【お問合せ・お申込み先】

　立山カルデラ砂防博物館学芸課

　　076-481-1363

立山カルデラ砂防博物館
フィールドウォッチング



魚津埋没林博物館　ジオパーク普及講座

片貝平沢地区の名所・沌滝と風穴を訪ね、そ

の成り立ちを学びます。

大迫力の沌滝と
不思議な風穴を訪ねよう

【日　時】７月 28 日（日）13:00 ～ 16:00

【場　所】平沢地区

　　　　※埋没林博物館集合・解散

【参加費】500 円

【定　員】20 名（先着順、申込受付７/1 ～）

【服装・持ち物】

　　　　飲み物、長靴など

　　　　山歩きに適した装備でご参加ください。

　　　　沢を渡る箇所があります。

【お問合せ・お申込み先】

　魚津埋没林博物館

   0765-22-1049

■拠点施設などのイベント情報

黒部市歴史民俗資料館　第 15 回特別展

　加賀藩がおこなった用水開削に携わった

人々や、十二貫野用水に功のあった椎名道三

翁と取り巻く人々を中心に紹介し、用水開削

と新田開発がいかに行われ、今日の地域発展

にいかに寄与してきたかを紹介します。

十二貫野用水ー開削の記憶ー

開催期間：７月 26 日（金）～ 11 月 24 日（日）

開催時間：9:00 ～ 18:00

　　　　　※月曜日は休館

会　　場：うなづき友学館

　　　　　（黒部市歴史民俗資料館）

入 場 料：一般 300 円　※中学生以下無料

【お問合せ先】

黒部市歴史民俗資料館　0765-65-1010

富山市科学博物館　開館 40 周年記念特別展

火山はこわい。
だけど、 すごいところもたくさんある。
タテヤーモ火山局で火山について正しく知って、
火山との上手な付き合い方を考えてみましょう。
火山をもっと知る ・ 楽しむ関連イベントもあります。

タテヤーモ火山局

開催期間：７月 13 日（土）～９月８日（日）

開催時間：9:00 ～ 17:00

会　　場：富山市科学博物館２階特別展示室

入 場 料：大人 520 円 + 特別観覧料 100 円

　　　　　※高校生以下は無料

関連イベント　※事前申込が必要です
その１　講演会「火山学者の仕事」
　■ 弥陀ヶ原火山の研究者 編
　　　７月 21 日 （日） 13:00 ～ 15:00
　■赤色立体地図の開発者 編
　　　８月 25 日 （日） 13:30 ～ 15:00

その２ ジオツアー「立山で火山の痕跡を探そう」
　　　９月７日 （土）　12:30 ～ 16:00
　ところ ： 立山 ・ 室堂 （現地集合解散）
　対　象 ： 小学３年生以上 （小学生は保護者同伴）
　定　員 ： 20 名 （抽選）

【お問合せ先】

　富山市科学博物館

　TEL:076-491-2123　FAX:076-421-5950

※ 詳細やお申込み方法は、富山市科学博物館ホームページ 

 　（http://www.tsm.toyama.toyama.jp/）をご覧ください。

ロビー展
「火山と出会う～ジオパークへ出かけよう～」

立山黒部ジオパークや、 火山が見どころの
全国のジオパークを紹介します。

7/13（土）～ 9/8（日）7/13（土）～ 9/8（日）



■協会会員企業の紹介

立山黒部ジオパーク協会の会員企業を、五十音順

（昇順、降順で各１社ずつ）でご紹介していきます。

■たてくろ　見どころ紹介コーナー

　立山には、弥陀ヶ原火山と呼ばれる活火山があ

ります。弥陀ヶ原火山の活動は今からおよそ 22

万年前から始まりました。10 万年前には、大規

模な火砕流によって弥陀ヶ原の台地ができ、4万

年前までには、溶岩の流出によって室堂平の地形

がつくられたと考えられています。室堂平にある

ミクリガ池やミドリガ池は、その後の水蒸気爆発

によってつくられた火口の跡です。現在も地獄谷

では、活発な噴気活動が続いています。

　この地域は立山黒部アルペンルートとして整備

され、毎年多くの観光客が訪れます。標高

2,000m を超える高山にバスで行くことができる

のは、弥陀ヶ原火山が噴火し、平らな地形ができ

たおかげなのです。

立山の火山「弥陀ヶ原火山」～火山活動が生んだ観光地～

エンマ台から見た地獄谷


