
第62回 全国中学校理科教育研究会 富山大会

平成27年8月6日（木）～7日（金）　参加予定者600名
富山国際会議場・富山市民プラザ

　全国の中学校理科教員が一同に会し、日頃の研究活動やその成果を発表す
る研究大会を開催します。
　富山で開催されるのは、第5回大会以来、実に57年ぶりのことです。本大会で
は、「教育課程」「学習指導」「観察・実験」「環境教育」「学習評価」の5つの分
科会が設定され、全国から参加された方々から大いに学ぶことができます。
　なお、大会の詳細については、”全中理”ホームページをご覧ください。
http://www.zenchuri.net/
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会 長 立 澤 比 呂 志

第６ ２ 回全国中学校理科教育研究会富山大会

運営委員長 村 下 昭 一 郎

第62回全国中学校理科教育研究会
富 山 大 会 二次案内（最終案内）

世界文化遺産・五箇山合掌集落 北アルプス立山・室堂ターミナル

記念講演

東京大学カブリ 数物連携宇宙研究機構

副機構長・ 特任教授 鈴木洋一郎 先生

【 研究主題】 科学的な資質や能力を育み、 豊かな未来を創造する理科教育

【 大会主題】 自然の事物・ 現象に進んでかかわり 、 科学的な見方や考え方を育てる理科教育

【 開催期日】 平成２ ７ 年８ 月６ 日（ 木） 〜７ 日（ 金）

【 開催会場】 富山国際会議場・ 富山市民プラザ（ 富山市）

第６ ２ 回全国中学校理科教育研究会富山大会運営委員会

主 催
全国中学校理科教育研究会
富山県中学校理科教育研究会
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文部科学省
全日本中学校長会
日本理科教育協会
全国小学校理科研究協議会
ソニー科学教育研究会
国立研究開発法人 科学技術振興機構（ Ｊ Ｓ Ｔ ）
富山県教育委員会
富山県中学校長会
富山県中学校教育研究会
富山市教育委員会
富山市中学校長会
富山県理化学会
富山県理科教育振興会
（ 公財） 富山県教育会

協 賛

（ 公社） 日本理科教育振興協会
（ 公財） 東レ科学振興会
（ 公財） 日本教育公務員弘済会富山支部
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（公財）富山コンベンションビューローのホームページをリニューアルいたしました。コンベンション開催の支援やとやまの情報など、是非ご覧ください。

　今回の「富山湾の恵み」は、富山湾の深層水の特色や商品化の取り組みなどを紹介しました。
この夏は、ぜひ北陸新幹線でご来県いただき、「天然の生けす」富山湾の海の幸を味わってみて
はいかがでしょう。

編集後記

公益財団法人
富山コンベンションビューロー

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3　富山商工会議所ビル7F
TEL.076-421-3300　FAX.076-421-0963
URL : http://www.cap.or.jp/̃tcb/　  E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

［編集・発行］

よ う こ そ 、 富 山 県 へ

コンベンション・カレンダー
july september
7月 9月8月
太陽の光が降りそそぐ、明るく活動的な季節となりました。

august

７

　月

第６４回全国農業コンクール全国大会
富山県高岡文化ホール　［８００人］

８

第５７１０回ＱＣサークル全国大会－富山－
富山国際会議場　［６５０人］

９
～１０

２０１５年度日本放線菌学会大会
富山国際会議場　［１５０人］

７
～８

第４４回第３ブロックまことの保育大学講座
富山第一ホテル　［４００人］

２２
～２３

第５３回全国都市国民年金協議会　総会・研修会
富山国際会議場　［２５０人］

２７
～２８

都道府県歯科医師会・歯科医師連盟役員連絡協議会
富山国際会議場　［２５０人］

２９

第５２回東海北陸公民館大会 富山大会
富山県民会館　ほか　［１，３００人］

１０
～１１

平成２７年度森林組合職員連盟　全国研究集会
富山第一ホテル　［３００人］

１１
～１２

第１８回まちの駅全国大会
まちの駅全国フォーラム in 富山
富山国際会議場　［２５０人］

１１
～１２

２０１５年度日本農芸化学会 中部・関西支部合同大会
富山県立大学　［１６０人］

１９
～２０

平成２７年度みんなねっと北信越ブロック家族会
精神保健福祉研修会
黒部市宇奈月国際会館セレネ　ほか　［３５０人］

１７
～１８

日本セラミック協会　第２８回秋季シンポジウム
富山大学五福キャンパス　［１，０００人］

１６
～１８

第３５回東海北信越美容研修会 in 富山
砺波市文化会館　［１，０００人］

１４
～１５

第５６回作業療法全国研修会 in 富山
富山国際会議場　［４００人］

２６
～２７

日本火山学会２０１５年度秋季大会 学術講演会
富山大学五福キャンパス　［２８０人］

２８
～３０

第８回日本てんかん学会 東海・北陸地方会
ボルファートとやま　［１５０人］

１１

北信越子ども劇場おやこ劇場連絡会２０１６企画会議
呉羽ハイツ　［３５０人］

１１
～１２

日本青年会議所北陸信越地区協議会フォーラム
クロスランドおやべ　［１,０００人］

１１

第４７回連続立体交差事業研究会
ホテルグランテラス富山　［２２０人］

１６
～１７

平成２７年度 東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会 富山大会
富山市芸術文化ホール　［１,５００人］

２３
～２４

第３６回北陸地区高等学校家庭クラブ研究発表大会
富山県教育文化会館　［５００人］

５
～６

平成２７年度全国養護教諭研究大会
富山県民会館　ほか　［１,２００人］

６
～７

第６２回全国中学校理科教育研究会 富山大会
富山国際会議場　ほか　［６００人］

６
～７

第５５回北信越理科教育研究会富山大会
富山県立富山中部高校　［２５０人］

１０
～１１

第６７回日本連合教育会研究大会富山大会
富山県民会館　ほか　［１,０００人］

２０
～２１

第３２回和漢医薬学会学術大会
富山国際会議場　［６００人］

２２
～２３

ミュージック・ケア第１９回全国セミナー［富山］
富山国際会議場　［４００人］

１
～３

第６１３回建設技術講習会
サンフォルテ　［２５０人］

２９
～３１

９

　月
８

　月

８
月

I N F O R M A T I O N

平成27年度理事会・評議員会開催
　第１回理事会及び評議員会並びに第２回理事会及び評議員会が開催され、平成26年度事業報告並びに収支決算について原

案どおり承認されました。また、人事異動等に伴う一部役員等の選任も行われ、次の皆さんが選ばれました。

新　任　　理　事　　漆畑　有浩（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　岡本　志郎（㈱大和富山店長）
　　　　　　　　　　中田　邦彦（富山地方鉄道㈱専務取締役企画部長）
　　　　　　　　　　西田　隆文（㈱北陸銀行取締役常務執行役員）
　　　　　監　事　　村田　芳朗（富山県会計管理者）

評議員　　小泉　　稔（㈱宝来社代表取締役社長）
　　　　　髙尾　高之（西日本旅客鉄道㈱金沢支社北陸広域鉄道部長）
　　　　　夏野　光弘（富山県観光・地域振興局次長）
　　　　　和田　秀俊（富山市商工労働部長）
　　　　　松井　　裕（㈱北日本新聞社経営企画室長）
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コンベンション開催報告

1 北極科学サミット週間（ASSW）2015

■日時：平成27年4月23日（水）～30日（木）
■会場：富山国際会議場
■参加人数：約700名

　北極科学サミット週間（Arctic Science Summit Week：ASSW）では、世界26の国

と地域から708人の参加者が一堂に会し、北極研究に関するあらゆる分野間の調整・

協力や科学的成果について議論が行われ、会議宣言がまとめられました。

　23～25日は主催団体（国際北極科学委員会（IASC））関連会合が、後半の27日から

は科学シンポジウムが開催され、開会式には高円宮妃殿下のご臨席をいただき、最

終日には今後の国際的な北極研究の方向性を示す声明が出されました。26日の公開

講演会には富山県内外から約500名が参加。研究者や写真家による講演やパネルディ

スカッションの他、富山県内の小中学生を対象とした2つのコンテストの表彰式も行

われました。

2 第65回日本西洋史学会大会

■日時：平成27年5月16日（土）～17日（日）
■会場：富山国際会議場・富山大学五福キャンパス
■参加人数：約600名

　日本西洋史学会は毎年一回、全国規模の大会を開催しています。今年は富山大学

所属の西洋史研究者が主催しました。富山での大会は初めてとなります。一日目は

公開講演として、国際会議場にて本村凌二氏、立石博高氏のお二方にお話しいただ

きました。その後、懇親会にて大勢の参加者に富山の食を堪能していただきまし

た。二日目は会場を富山大学キャンパスに移し、そこで42件の研究報告と4件の小シ

ンポジウムが行われました。

　今回は北陸新幹線の開通もあって、地方開催の大会としては十分な盛会でありま

した。とりわけ県外からの参加者には、富山の景色、食・酒が大変好評であり、富

山の魅力を伝える良い機会にもなりました。

3 第30回日本絵手紙協会絵手紙友の会全国大会in富山

■日時：平成27年5月27日(水)～ 30日(土)
■会場：富山国際会議場・ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
■参加人数：約950名

　本大会は、第30回の記念大会であり、第1回、第10回、第20回も富山県の宇奈月温

泉で開催。今回は北陸新幹線開業後二ヶ月余りという絶好のタイミングで開催さ

れ、｢絵・ことば・音楽はひとつ｣という富山県にゆかりのある棟方志功の言葉を大

会テ－マに記念フォ－ラムや魚津市所蔵の棟方志功の作品展（24点）及び棟方デザ

インの装画本（300冊）及びお菓子等のパッケ－ジ（40点）の展示、富山の伝統芸能

（布施谷節・越中おわら節）を披露。

　本大会では（一社）日本絵手紙協会登坂和雄会長の挨拶、石井隆一富山県知事に

も祝辞を戴き、オプショナルツア－も充実した富山のコンベンションの力を存分に

発揮した大会となりました。

コンベンションコンベンションコンベンション

歓迎看板：JR新幹線富山駅

歓迎看板：富山きときと空港

歓迎看板：富山きときと空港
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平成26年度コンベンション開催状況 ［インフォメーションコーナー］

第55回東海北陸保育研究大会

第38回全日本川柳2014年富山大会

～件数・参加者数とも最多記録更新～
　当ビューローでは、約600の機関・団

体等の協力を得て、平成26年度に富山県

内で開催された北陸ブロック規模以上の

学会や大会等のコンベンションの開催状

況をまとめました。

　県内のコンベンション開催件数は、

255件（前年度対比106.3%）で、参加者

総数は86,077人（同106.6%）となり、件

数・参加者数とも過去最多となりました。

　これは、ロボテクス・メカトロニクス

講演会や第28回日本高齢者大会、日本認

知・行動療法学会大会、エンジン01文化

戦略会議など、全国規模のコンベンショ

ンが多く開催されたことにより、大幅に

伸びたものです。
第28回日本高齢者大会

ロボテクス・メカトロニクス講演会

（一社）溶接学会富山大会

4 第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会

■日時：平成27年6月 4日（木）～6日（土）
■会場：富山県民会館、富山国際会議場
■参加人数：約2,850名

　日本臨床救急医学会は、医師、看護師、救急救命士、薬剤師他、多職種の会員に

よって構成され、救急医学・救急医療の進歩、発展、普及を目指して年1回の大会

を開催しております。富山での開催は北陸初となり、北陸新幹線開業効果もあっ

て、大会始まって以来の最多数の参加者となりました。演題、口演595題、ポス

ター演題269題、合計864題の研究発表が行われました。その他、「平成27年度第1

回全国メディカルコントロール協議会連絡会」、「第8回蘇生科学シンポジウム」

を併設開催されました。

　また、最終日には富山国際会議場にて、心肺蘇生術、地震体験等、市民公開講座

等行い、盛況のうちに終えることができました。

5 第66回日本東洋医学会学術総会

■日時：平成27年6月12日（金）～14日（日）
■会場：富山国際会議場、富山市民プラザ　ほか
■参加人数：2,600名

　第66回日本東洋医学会学術総会が富山市で開催されました。富山では10年ぶりの

開催です。テーマを「伝統の継承と新たな展開 －医療の幹線をめざして－」とし、開

催いたしました。多数の企画プログラムのほか、262演題の一般演題発表が行われま

した。

　学会の最後には、市民公開講座には約250名の市民の方々のご参加をいただき、盛

会のうちに終了いたしました。　

　学術プログラムだけでなく、国登録有形文化財の金岡邸（薬種商の館）と富山大

学民族薬物資料館への見学ツアーも企画し大変好評を得ることができ、まさに「く

すりのとやま」ならでは学術総会となりました。

歓迎看板：JR新幹線富山駅

歓迎看板：富山きときと空港

そうだ! コンベンションは富山で開こう。
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　富山湾は広さ約2,120 平方キロ、最
深部は1,000ｍ以上あり、駿河湾や相模
湾と並んで日本で最も深い湾の一つで
す。富山湾は四季を通じてブリ、ホタ
ルイカ、シロエビなどの新鮮な魚介類
が獲れることから「天然の生けす」と
呼ばれていますが、水深300ｍ以深には
低温の「日本海固有水」が大量に存在し、
これを「富山湾深層水」と呼んでいます。

富山湾と深層水
　富山の深層水は、これまでアワビの養殖にも利用さ
れてきましたが、昨年、新たに、牡蠣の浄化・蓄養に深
層水を利用する取り組みが始まりました。富山県入善
町に進出した㈱日本かきセンターでは、全国約50産地
の牡蠣を入善町に集荷し、入善沖水深384ｍから取水
される深層水を用い、48時間かけて浄化・蓄養後、主
に全国展開されているオイスターバーへ出荷してい
ます。きれいでミネラルバランスが良い深層水で浄
化・蓄養された牡蠣は大変好評をいただいておりま
す。
　さらに、本年8月2日（日）には、この深層水仕込みの

新たな取り組みの紹介

　この深層水の特徴は、①水温が１年を通して２℃前
後の低温で安定している ②カルシウムやマグネシウ
ムなどのミネラルをバランス良く含んでいる ③海面
付近の表層水と比較して有機物や細菌類が非常に少
ない といったことが挙げられます。富山県では、こ
れらの特徴を活かし、産学官が連携しながら、富山
湾深層水の研究開発や商品化に取り組んでいます。

　富山県深層水協議会の公認ブランドマーク（平成13年
商標登録済み）は、富山湾の深層水を使った商品で、ブラ
ンドマーク使用許諾委員会の審査を経た商品に使用が許諾
されています。

香り豊かなバジルをふんだん
に使ったスパイシーでコクの
ある、ちょっぴり贅沢なか
まぼこです。

深層水の特徴

　富山県深層水協議会では、商品のPRとともに富山湾の深層水
を利用した商品であることを明らかにするため、「富山の深層水」
として統一のブランドマークを制定しています。
　これまで、156の民間企業から500品目近くの商品が販売され、
好評をいただいていますが、2014 年度には新たに4種類の商品が
発売されました。

商品化が進む深層水

お問い合わせ

○富山県深層水協議会（富山県商工企画課内）
〒930-8501　富山県新総曲輪1-7　TEL:076-444-3245　FAX:076-444-4401
http://www.t-deepsea.jp

多彩な深層水商品群
・飲料水（ペットボトルウォーターなど）
・お酒（吟醸酒、焼酎、発泡酒）
・食品（かまぼこ、甘露煮、珍味、お菓子、麺類、カレーなど）
・調味料（塩、にがり、醤油、味噌など）
・化粧品（美容液、ローションなど）
・バスグッズ（入浴剤、シャンプー、コンディショナーなど）

贅沢バジル（270円）

「高濃縮水」から太陽の光と熱だけでじっ
くりと丁寧に製塩する方法で作られた、ミ
ネラルがバランス良く含まれた天然塩。大
粒・中 粒・
細粒と3種類
ありますので、
お好みにあわ
せてご使用く
ださい。

滑川  銀の塩〈天日方式製塩〉
（100g：601円　50g：324円）

富山郷土高岡仁光園の
チキンカレー（400円）

㈱新湊かまぼこ
TEL 0766-84-8282
http://www.shinkama.co.jp/

㈱タカズミ

㈱WAVE滑川
TEL 0766-63-4858
http://www.takazmi.com

㈱WAVE滑川
TEL 076-476-9300
http://hotaruikamuseum.com/

富山のお米を食べて育っ
た健康鶏と富山湾の海
洋深層水を使用したチキ
ンカレーです。お好みで
卵を添えると一層おいし
くいただけます。

「高濃縮水」を大釜でゆっくり、じっくり低温
でかき混ぜながら丁寧に作られたミネラルがバ
ランス良く含まれている天然塩。
サラサラした顆粒で、
ご家庭でも使いやす
くなっています。

滑川  銀の塩〈平釜方式製塩〉
（120g：601円　60g：324円）

新鮮な牡蠣を提供する牡蠣小屋風シーフードレスト
ラン「入善牡蠣ノ星」が地元入善町にオープンする予
定です。富山にお越しの際はぜひお寄りください。

　富山湾は、平成26年10月に海越しに見える立山連峰
の美しさなどが評価され、「世界で最も美しい湾クラ
ブ」に加盟しました。本年3月には北陸新幹線が開業
し、さらに本年10月には、「第35回全国豊かな海づくり

富山の深層水を全国に発信
大会～富山大会～」が開催されるなど、富山県に対す
る関心は高まっています。このような機会を逃すこと
なく、「富山の深層水」を積極的に全国発信していきた
いと考えています。

※表示価格は税抜きです。

か　き

深層水の商品はこちらでお求めいただけます。

◆ 富　山

◆ 東　京

〈営業時間〉10：00～20：00
〈定休日〉第3火曜日（不定休）、1月1日

〒930-0002 富山市新富町1-2-3
［富山駅前CiC5階］
TEL.076-444-7137
http://www.ikiiki-toyama.co.jp/

◆富山県いきいき物産

〈営業時間〉9：00～17：00
〈定休日〉6月1日～3月19日の毎週
火曜日（休日の場合は翌日）、年末年始

〒936-0021 滑川市中川原410
［ほたるいかミュージアム内］
TEL.076-475-8899
http://www.furusato8899.jp/

◆とやまふるさとセンター

〈営業時間〉10：00～19：00
（日・祝は18：00まで）
年中無休（年末年始は除く）

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1
［東京交通会館B1F］
TEL.03-3213-1244
http://toyamakan.jp/

◆富山県アンテナショップ「いきいき富山館」

滑川海洋深層水分水施設

　水深333mから深層水をくみ上げ、2種類の濃縮脱塩装置
を使って6種類の海洋深層水をご提供します。
　深層水を分水する供給ターミナルはもちろん、滑川海洋
深層水を紹介する展示コーナーや研修室があります。

　深層水を使ったジャグジーや歩行浴を楽しむ「健康増
進ゾーン」、深層水を使ったパックで癒される「ヒーリン
グゾーン」など、深層水を直接肌で感じることのできる体
験施設です。

〈開館時間〉9：00～17：00　〈休館日〉火曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
〒936-0019 富山県滑川市坪川新31　TEL 076-476-9305／FAX 076-476-9306　
http://www.aquapocket333.com/

分水する深層水の種類

1 原水（深層水） 2 濃縮水（事業者用） 3 高濃縮水

4 脱塩水 5 塩水（事業者用） 6 ミネラル脱塩水
（事業者用）

　水深384ｍから深層水をくみ上げています。大口と小口の
分水設備があり、大口は深層水の原水のみの利用となりま
すが、小口では原水、濃縮水、脱塩水の3種類をご提供します。
また同施設には入善海洋深層水を紹介する展示・体験コー
ナーや実験・研究室、深層水商品の販売コーナーがあります。

〈開館時間〉9：00～17：00　〈休館日〉月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
〒939-0663 富山県下新川郡入善町下飯野251番地1　TEL 0765-76-9100／FAX 0765-76-9101

〈入館料〉850円（ダイナミックゾーン）　〈営業時間〉10:00～21:00（最終入館時間20:00）
〈休館日〉火曜日（休日の場合は翌日）、年末年始、6月最終月曜日から4日間、1月最終月曜日から3日間
〒936-0021 富山県滑川市中川原410　TEL 076-476-9303　http://www.thalassopia.com

分水する深層水の種類

1 原水（深層水） 2 濃縮水 3 脱塩水

入善海洋深層水活用施設

深層水取水施設　入善町提供

㈱ヒューマンウェーブ提供

入善漁港蓄養施設

活用施設

取水施設

養殖施設
パックご飯
製造工場
入善海洋深層水パーク

深層水取水管

取水口 水深 384ｍ

深層水利用研究施設の紹介
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〒936-0019 富山県滑川市坪川新31　TEL 076-476-9305／FAX 076-476-9306　
http://www.aquapocket333.com/

分水する深層水の種類

1 原水（深層水） 2 濃縮水（事業者用） 3 高濃縮水

4 脱塩水 5 塩水（事業者用） 6 ミネラル脱塩水
（事業者用）

　水深384ｍから深層水をくみ上げています。大口と小口の
分水設備があり、大口は深層水の原水のみの利用となりま
すが、小口では原水、濃縮水、脱塩水の3種類をご提供します。
また同施設には入善海洋深層水を紹介する展示・体験コー
ナーや実験・研究室、深層水商品の販売コーナーがあります。

〈開館時間〉9：00～17：00　〈休館日〉月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始
〒939-0663 富山県下新川郡入善町下飯野251番地1　TEL 0765-76-9100／FAX 0765-76-9101

〈入館料〉850円（ダイナミックゾーン）　〈営業時間〉10:00～21:00（最終入館時間20:00）
〈休館日〉火曜日（休日の場合は翌日）、年末年始、6月最終月曜日から4日間、1月最終月曜日から3日間
〒936-0021 富山県滑川市中川原410　TEL 076-476-9303　http://www.thalassopia.com

分水する深層水の種類

1 原水（深層水） 2 濃縮水 3 脱塩水

入善海洋深層水活用施設

深層水取水施設　入善町提供

㈱ヒューマンウェーブ提供

入善漁港蓄養施設

活用施設

取水施設

養殖施設
パックご飯
製造工場
入善海洋深層水パーク

深層水取水管

取水口 水深 384ｍ

深層水利用研究施設の紹介
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夏バテ対策に「酢」のパワー
上手に使っておいしく、健康に！

　梅雨から本格的な夏へ。この季節は急激な気温変化や

ジメジメした湿気のせいで食欲不振や睡眠不足、気だるさ

といった夏バテ症状を訴える人が増えます。そんな夏バテ

予防に酢が効果的だといわれます。今回は酢のパワーに

ついてご紹介しましょう。

　まずは「酢が夏バテ予防によい」とされる理由をいくつ

か…。一つ目は食欲促進です。酢やレモンなど酸っぱいも

のを摂ると、唾液と胃液が多く分泌され、食欲を促してくれ

ます。二つ目の理由は、酢に含まれるクエン酸の効果。ク

エン酸は疲れのもととなる乳酸を取り除く力があり、弱っ

た内臓を正常に働くよう回復させてくれる力も…。また、ミ

ネラルと結合して体内吸収を良くする働きもあるので代謝

の向上、アンチエイジングにも良いようです。

　では、毎日の食事に酢を取り入れるには…？　すぐに思

い浮かぶのは野菜や海藻などを和えた酢の物ですが、

もっと気軽に使ってみましょう。例えばナスやピーマンの

油炒め、チャーハンなどの仕上げに酢を大さじ１杯。鍋肌

から回し入れるようにすることで全体に酢が回り、野菜の

歯ごたえが良くなり、脂っこさが和らぎます。肉料理にも

酢を一振り、あるいは梅干しを叩いて添えるだけでも風味

がアップ。胃もたれせず、たっぷりと食べられます。醤油瓶

のように小瓶に移して食卓に置いておくといいですね。

　一方、リンゴ酢などのフルーツ酢は、アイスクリームや

ヨーグルトにかけてデザー

ト感覚で食べたり、サワー

ドリンクにして毎朝飲むよ

うにすればたっぷり摂れま

す。できることは今日から…。

積極的に酢を取り入れ、夏

を元気に乗り切りましょう。

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

　本年２月に公表しました、平成24年度富山県民経済計算の推計の結果、県内総
生産は、名目４兆3,840億円、実質４兆7,016億円となり、対前年度経済成長率は、
名目1.5％減、実質1.5％減と、名目、実質ともに３年ぶりにマイナス成長となり
ました。
　１人当たり県民所得（県民雇用者報酬、財産所得、企業所得の合計を総人口で
除したもの）は、対前年度1.1％減の3,077千円で、前年度（第５位）に比べ全国
順位をひとつ下げましたが、北陸３県では最も高いものとなっています。

※　県民経済計算では、県内総生産額や経済成長率、産業構造など
を見ることができます。詳しくは県ホームページをご覧ください。
　http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/lib/k3/index.html

経済成長率（％）の推移 １人当たり県民所得（平成24年度）
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富山県
栃木県
広島県
京都府
大阪府
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お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3191　FAX 076-444-3490



享保2年（1717年）富山藩士吉村新八が、神通川を遡上するマスと越中米を用い
て作ったますのすしは、藩公前田利興より八代将軍吉宗に献上されました。食通
吉宗は、その見事に調和された味に絶賛し、以後富山名物として雪深い立山を越
え、江戸表へ送られることが恒例となりました。
新鮮でほどよく脂ののったマス、立山連峰から流れ
出る清流に育まれた富山県産米、芳ばしい香と鮮や
かな色彩の天然生笹を使った「源のますのすし」。
富山を代表するお土産として是非ご賞味下さい。

氷見の特産稲積梅のまろやかな酸味の
特性を生かし白山の伏流水で造られた蔵
元仕込みの逸品。梅本来の味が損なわ
れないようにモルト24％を加え、さらには
アルコール度数を18度と主流の15度未満
より高くしております。まろやかさの中に
も確かなキレがある梅酒です。

「源のますのすし」 『氷見稲積梅　梅酒原酒』
ひ　み　いなづみうめ

富 山 お み や げ 図 鑑

富山コンベンションビューロー　07

そうだ! コンベンションは富山で開こう。

富山県立イタイイタイ病資料館

富山県内の博物館・美術館など

〒939-8224　富山県富山市友杉151（「とやま健康パーク」内）　TEL 076-428-0830　FAX 076-428-0833　http://itaiitai-dis.jp
●開館時間　午前9時～午後5時（展示室への入室は午後4時30分まで）　●入館料　無料　●休館日　月曜日（休日の場合は翌日）、元日
●アクセス／北陸自動車道「富山ＩＣ」から車で5分、富山空港から車で3分

D A T A

氷見稲積梅株式会社
富山県氷見市稲積355-2
TEL 0766-72-2221　FAX 0766-72-2262

ますのすし本舗　源
富山市南央町37-6　TEL 076-429-3100　FAX 076-429-6226

51 52

日本の四大公害病の1つに、ここ富山県の神通川流域で発生した「イタイイタイ
病」があります。この公害病は長い間、被害者やその家族、住民を苦しめてきまし
たが、被害の克服に向けた努力の結果、今では美しい水と大地がよみがえって
います。そんな歴史を知ってもらうために2012年4月に作られた資料館。展示
室では、イタイイタイ病について、時間の流れに沿って紹介し、ジオラマ、絵本、映
像などを効果的に組み合わせて分かりやすく解説しています。ぜひ皆様のご来
館をお待ちしております。

魚津水族館 　

〒937-0857　富山県魚津市三ヶ 1390番地　TEL 0765-24-4100　FAX 0765-24-4128
●開館期間　1月2日～ 12月28日　●開館時間　午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）　●入場料金　一般（高校生以上）750円・
小中学生410円　幼児（3歳以上）100円　●アクセス／北陸自動車道  魚津ＩＣ、または滑川ＩＣから車で約15分  あいの風とやま鉄道魚津駅
からタクシーで約10分
http://www.uozu-aquarium.jp

D A T A

魚津水族館は、創立100周年記念でリニューアルして、もっと富山にこだわった
展示に変身しました。富山の高低差4000ｍの環境に合わせた展示構成です。
富山県の急流にすむ淡水魚から、富山湾の沿岸、沖合そして深海にすむ生物に
こだわって展示をしています。また、世界の環境問題が注目される中で、気候変
動や生物多様性の観点からホットスポットとされるジャングルとサンゴ礁の生
物を紹介しています。ダイバーによる餌付けショーや、魚たちが行う「輪くぐり」
などのおさかなショーは必見です。日本最古の水族館として、一世紀の歴史に培
われたこだわりの展示をお楽しみください。

小矢部市大谷博物館

〒932-0806　富山県小矢部市水落35番地　TEL 0766-68-2717　
●開館時間　午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）　●入館料　無料　●休館日　月曜日（祝日、振替休日にあたるときは翌平日）　
●アクセス／あいの風とやま鉄道石動駅からタクシーで20分、小矢部東IC（能越自動車道）から車で7分、小矢部IC（北陸自動車道）から車で25分

D A T A

小矢部市の名誉市民である実業家 大谷米太郎・竹次郎兄弟（ともに故人）の
生誕の地に、米太郎氏が昭和10年に建てなおした住宅で、砺波地方に多い瓦屋
根切妻妻入りの「アズマダチ」という農家建築様式でつくられています。平成
25年、住宅と敷地が大谷家から小矢部市に寄贈され、大谷家の方々の功績を
紹介するとともに、民俗資料等の展示を行う「小矢部市大谷博物館」として公
開・活用されています。平成27年、敷地内の建物は、国の有形文化財に登録さ
れました。郷土の先人の偉業が偲ばれる博物館に、ぜひ、ご来館ください。

明治41年創業
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（公財）富山コンベンションビューローのホームページをリニューアルいたしました。コンベンション開催の支援やとやまの情報など、是非ご覧ください。

　今回の「富山湾の恵み」は、富山湾の深層水の特色や商品化の取り組みなどを紹介しました。
この夏は、ぜひ北陸新幹線でご来県いただき、「天然の生けす」富山湾の海の幸を味わってみて
はいかがでしょう。

編集後記

公益財団法人
富山コンベンションビューロー

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3　富山商工会議所ビル7F
TEL.076-421-3300　FAX.076-421-0963
URL : http://www.cap.or.jp/̃tcb/　  E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

［編集・発行］

よ う こ そ 、 富 山 県 へ

コンベンション・カレンダー
july september
7月 9月8月
太陽の光が降りそそぐ、明るく活動的な季節となりました。

august

７

　月

第６４回全国農業コンクール全国大会
富山県高岡文化ホール　［８００人］

８

第５７１０回ＱＣサークル全国大会－富山－
富山国際会議場　［６５０人］

９
～１０

２０１５年度日本放線菌学会大会
富山国際会議場　［１５０人］

７
～８

第４４回第３ブロックまことの保育大学講座
富山第一ホテル　［４００人］

２２
～２３

第５３回全国都市国民年金協議会　総会・研修会
富山国際会議場　［２５０人］

２７
～２８

都道府県歯科医師会・歯科医師連盟役員連絡協議会
富山国際会議場　［２５０人］

２９

第５２回東海北陸公民館大会 富山大会
富山県民会館　ほか　［１，３００人］

１０
～１１

平成２７年度森林組合職員連盟　全国研究集会
富山第一ホテル　［３００人］

１１
～１２

第１８回まちの駅全国大会
まちの駅全国フォーラム in 富山
富山国際会議場　［２５０人］

１１
～１２

２０１５年度日本農芸化学会 中部・関西支部合同大会
富山県立大学　［１６０人］

１９
～２０

平成２７年度みんなねっと北信越ブロック家族会
精神保健福祉研修会
黒部市宇奈月国際会館セレネ　ほか　［３５０人］

１７
～１８

日本セラミック協会　第２８回秋季シンポジウム
富山大学五福キャンパス　［１，０００人］

１６
～１８

第３５回東海北信越美容研修会 in 富山
砺波市文化会館　［１，０００人］

１４
～１５

第５６回作業療法全国研修会 in 富山
富山国際会議場　［４００人］

２６
～２７

日本火山学会２０１５年度秋季大会 学術講演会
富山大学五福キャンパス　［２８０人］

２８
～３０

第８回日本てんかん学会 東海・北陸地方会
ボルファートとやま　［１５０人］

１１

北信越子ども劇場おやこ劇場連絡会２０１６企画会議
呉羽ハイツ　［３５０人］

１１
～１２

日本青年会議所北陸信越地区協議会フォーラム
クロスランドおやべ　［１,０００人］

１１

第４７回連続立体交差事業研究会
ホテルグランテラス富山　［２２０人］

１６
～１７

平成２７年度 東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会 富山大会
富山市芸術文化ホール　［１,５００人］

２３
～２４

第３６回北陸地区高等学校家庭クラブ研究発表大会
富山県教育文化会館　［５００人］

５
～６

平成２７年度全国養護教諭研究大会
富山県民会館　ほか　［１,２００人］

６
～７

第６２回全国中学校理科教育研究会 富山大会
富山国際会議場　ほか　［６００人］

６
～７

第５５回北信越理科教育研究会富山大会
富山県立富山中部高校　［２５０人］

１０
～１１

第６７回日本連合教育会研究大会富山大会
富山県民会館　ほか　［１,０００人］

２０
～２１

第３２回和漢医薬学会学術大会
富山国際会議場　［６００人］

２２
～２３

ミュージック・ケア第１９回全国セミナー［富山］
富山国際会議場　［４００人］

１
～３

第６１３回建設技術講習会
サンフォルテ　［２５０人］

２９
～３１

９

　月
８

　月

８
月

I N F O R M A T I O N

平成27年度理事会・評議員会開催
　第１回理事会及び評議員会並びに第２回理事会及び評議員会が開催され、平成26年度事業報告並びに収支決算について原

案どおり承認されました。また、人事異動等に伴う一部役員等の選任も行われ、次の皆さんが選ばれました。

新　任　　理　事　　漆畑　有浩（富山県観光・地域振興局長）
　　　　　　　　　　岡本　志郎（㈱大和富山店長）
　　　　　　　　　　中田　邦彦（富山地方鉄道㈱専務取締役企画部長）
　　　　　　　　　　西田　隆文（㈱北陸銀行取締役常務執行役員）
　　　　　監　事　　村田　芳朗（富山県会計管理者）

評議員　　小泉　　稔（㈱宝来社代表取締役社長）
　　　　　髙尾　高之（西日本旅客鉄道㈱金沢支社北陸広域鉄道部長）
　　　　　夏野　光弘（富山県観光・地域振興局次長）
　　　　　和田　秀俊（富山市商工労働部長）
　　　　　松井　　裕（㈱北日本新聞社経営企画室長）


