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たてくろジオパークだより
■特別寄稿

富山市長

森 雅志

立山黒部ジオパークは、水深 1,000m の「海の幸の宝庫」富山湾から標高 3,000ｍ級の北アルプス立山連峰ま
で、標高差約 4,000m の多様な地勢と雄大な自然を誇る地域であり、私たちはこの恵まれた環境から様々な恩恵
を受けています。
自然は、時として水害や大雪をもたらす脅威でもありますが、その一方で、自然が織り成す豊かな生態系が、
立山黒部に代表される山岳観光や農林水産業の振興をもたらしているほか、豊富な水量が生み出す低廉で安定し
た電力に支えられて、この地域が日本海側有数の工業都市へと発展してきたことなどを顧りみますと、この豊か
な自然は、私たちの生活と切り離すことができない、大変貴重な財産であります。
富山市では「環境未来都市」
「エネルギー効率改善都市」として、自然資源を生かした再生可能エネルギーの導
入促進など様々な環境施策を推進しているほか、日本で初めてロックフェラー財団の「100 のレジリエント・シ
ティ」に選定されるなど、自然災害や社会的な課題にも、強靭でしなやかに対応できるまちづくりに取り組んで
います。
今後も、各種施策の更なる深化や新たな事業の創出に努めるとともに、この地域一帯が持続可能な社会づくり
の先進地域として発展を遂げるよう、他の支援自治体や関係機関と一層の連携を図ってまいりたいと考えており
ます。

■祝！志村幸光氏が環境大臣表彰を受賞（ご報告）
当協会の理事であり、ジオガイド人材育成部会長をしていただいております志村幸光氏が、中部山岳
国立公園で長年にわたって行ってきた活動を評価され、自然ふれあい部門で平成３０年度「みどりの日」
自然功労者自然環境功労者環境大臣表彰を受けられました。心よりお祝い申し上げます。

■可視化ワークショップ（ご報告+ご案内）
４月２１日にジオパークの可視化ワークショップが開催されまし
た！ジオパークを知らない人を含めて、一般の方に多くご参加いただ
きました。見える化の重要性や、ジオパークを通して伝えたいことな
ど、多くの意見が出ました。この機会を通して、ジオパークに参加す
る楽しみを感じてもらえると嬉しいです。
次回
５月２６日（土）
13：00～16：00「看板を作ってみよう！」
場所

富山市科学博物館

参加料 無料

多くの方のご参加をお待ちしております。
ご参加いただける方は立山黒部ジオパーク協会事務局までご連絡ください。

■日本ジオパーク再認定審査にむけた勉強会（ご報告）
立山黒部ジオパークは 2014 年 8 月に日本ジオパークに認定され 4 年目の本年秋に再認定審査を受けます。
最近のジオパークの再認定審査のポイントや、実務を理解し共有することを目的に、4 月 13 日（金）に滑川
市役所において勉強会を開催しました。協会の役職員、支援自治体、拠点施設である博物館の関係者を対象と
し、講師を日本ジオパークネットワーク、日本ジオパーク委員会から 2 名招きました。
講師から、ジオパークを行なう目的を明確にし地域で共有することが重要であること、民間の運営組織ら
しい活動、自治体の関与度は審査員として関心が高い等の助言がありました。関係者が一堂に会し意見交換
でき有意義な勉強会でした。多くの課題はありますが、みなさんでジオパークを盛り上げる機会にしましょ
う。なお、現地審査は 10 月 25 日（木）から 10 月 27 日（土）の予定です。

■平成３０年度総会（ご案内）
平成 30 年度一般社団法人立山黒部ジオパーク協会の定時社員総会並び
に映画「剣の山」の上映会を開催いたします。ご多用のこととは存じま
すが、ご出席くださいますようご案内申し上げます。
日

時

平成 30 年６月２日(土)

総 会

10：00～10：40

上映会 11：00～11：40
場

所

黒部市吉田科学館
（黒部市吉田 574 番地 1 TEL 0765-57-0610）

■名水サミット㏌黒部（ご案内）
第 32 回全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会が黒部市で開催されます。
日

時

平成 30 年７月 13 日(金)

場

所

黒部市宇奈月国際会館セレネ（黒部市宇奈月温泉 6-3 TEL 0765-62-2000）

◆オープニング

13：00～17：00（開場 12：00）

創作おんな太鼓 詩季訪

◆名水紹介

「黒部川扇状地～清水（しょうず）をもつ文化～」

王生透

◆事例発表

「YKK 黒部事業所の地下水保全と有効活用」

井浪祐二

◆基調講演

「車椅子で世界中を旅して感じたこと～世界と日本の水循環～」

乙武洋匡

◆パネルディスカッション
テーマ「ジオパークでつなぐ水のみらい」～黒部川ものがたり～
コーディネーター

手計太一〔富山県立大学工学部 環境・社会基盤工学科 准教授〕

パネリスト

王生透

〔黒部市教育委員会

ジオパーク推進班係長〕

井浪祐二 〔YKK(株) 環境・安全部 環境・エネルギーチーム〕
吉崎嗣憲 〔くろべ水の少年団指揮者協議会 会長〕
水嶋一雄 〔一般社団法人黒部川扇状地研究所 所長〕
大橋聡司 〔一般社団法人でんき宇奈月 代表理事〕

■うなジオにジオガイドが常駐（ご案内）
富山地方鉄道の宇奈月温泉駅近くの、立山黒部ジオパークの
拠点施設 わくわく広場「うなジオ」では、11 月中旬までの土日
祝日に、ジオガイドが常駐しています。施設内の解説や周辺の
ガイドを行っておりますので、ぜひお立ち寄りください。
※なお、周辺のガイド中で不在の場合はご容赦ください。
☆５月の常駐ガイド
19 日（土）/清水ガイド

20 日（日）/志甫ガイド

26 日（土）/吉井ガイド

27 日（日）/田口美ガイド

☆６月の常駐ガイド
２日（土）/魚谷ガイド

３日（土）/栄ガイド

９日（土）/日下ガイド

10 日（土）/田口松ガイド

16 日（土）/前澤ガイド

17 日（土）/吉浪ガイド

23 日（土）/大野ガイド

24 日（土）/佐伯ガイド

30 日（土）/魚谷ガイド

■各市町村・博物館

ツアー・イベント紹介（ご案内）

立山黒部ジオパークのテーマに関係するツアーやイベントをご紹介します。
◆ツアー
６月 17 日（日） ジオ＆みずはくツアー（吉田科学館）
残りわずか

9：00～17：00

参加料 500

円

「扇状地のダイナミックな水循環（黒部川が運んだ、氷河の一滴を味わう）」

◆イベント
５月 17 日（木）
～６月３日（日）

５月 20 日（日）
５月 19 日（土）
～７月１日（日）

写真展（富山市科学博物館）

入館料必要

「DesignScape -新しい風景のかたち-」
ギャラリートーク（写真家 林 明輝）

14：00～15：00

ロビー展（富山市科学博物館）

入館料必要

富山県の「県の石」

※詳細は各主催者のＨＰや立山黒部ジオパークのＨＰをご覧ください。

■「立山黒部ジオパーク」ジオガイドと行く 黒部峡谷たっぷりまんきつ旅

（ご案内）

黒部峡谷の新たな魅力に出会える旅。立山黒部を知り
尽くしたジオガイドと一緒に欅平を散策！
開催日
①

６月２３日（土）

②

７月

８日（日）

③

７月２０日（金）

④

７月３０日（月）

⑤

８月１２日（日）

⑥

８月２６日（日）

⑦

９月１１日（火）

⑧

９月２３日（日）

⑨１０月１３日（土）

⑩１０月２６日（金）

受付定員：２０名

最少催行人数：1０名

料金：（大人）８，０００円、
（小学生）６，０００円
旅行代金に含まれるもの：黒部峡谷鉄道往復乗車料金（宇奈月⇔欅平）
、昼食代、入浴代、ガイド代
※お申し込み・詳細問い合わせは、一般社団法人 黒部・宇奈月温泉観光局

TEL：0765-57-2850

■ＳＤＧｓ講演会（ご案内）
一般社団法人でんき宇奈月主催のワークショップが黒部市宇奈月国際会館「セレネ」で開催されますの
でご案内します。

日 時 平成 30 年６月８日（金）

15：00～17：00

【ＳＤＧｓ】持続可能な開発目標とは？
話題提供とワークショップを通じて宇奈月温泉で私たちがやるべきこと・できることを考える
講師

藤野純一 氏

地球環境戦略研究機関（IGES）都市タスクフォース プログラムディレクター
国立環境研究所 社会環境システム研究センター 主任研究員

※話題提供 富山市環境部環境政策課

〈お問合せ〉
一般社団法人

TEL
MAIL

でんき宇奈月

080-2956-0103
info@denki-unazuki.net

たてくろ 見どころ紹介コーナー
大岩山日石寺の磨崖仏

～日本列島が形づくられる中で起こった火山活動の証拠～

真言密宗の大本山大岩山日石寺には、平安時代中期に彫られ
た磨崖仏が祀られています。この磨崖仏が彫られた岩石は、日
本列島の成り立ちと深く関連しています。この岩石は、1000 万
年前頃の火山が噴出して溜まった火山灰の塊で「凝灰岩」と呼
ばれています。
日本列島はもともと中国大陸と陸続きでした。およそ 3000
万年前から始まった火山活動によって大陸の東端が裂け、日本
列島と日本海が生まれました。立山黒部ジオパークには、この
ような日本海拡大期の証拠となる地層を丘陵地の広い範囲で
見ることができます。日石寺の磨崖仏もまた、日本海拡大とい
う大地の歴史を今に伝えているのです。

立山黒部ジオパーク協会 事務局

本堂に祀られる本尊「不動明王」

〒930-0856

Tel ０７６－４３１－２０８９
Fax ０７６－４８２－３２０４

富山市牛島新町５-５

タワー１１１ビル１階

e-mail info@tatekuro.jp
http://tatekuro.jp/
http://facebook.com/tatekuro

