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第51回全国保育士会研究大会
平成29年10月26日（木）～27日（金）　 参加予定者約1,300名
オーバードホール（富山市芸術文化ホール）ほか
テーマ：つなげよう　保育の輪・咲かせよう　笑顔の花を

　全国保育士会は、昭和31年に結成され昨年60周年を迎えました。現在
の会員は18万人余りです。本会は、『子どもの育ちを支え、保護者の子育
てを支え、子どもと子育てにやさしい社会をつくる』ことを目的に活動
しています。今回の大会は、全国の保育関係者が集い、子ども一人ひとり
の豊かな育ちを願い、保育者一人ひとりが知識の研鑚を積み、保育の研
究を深めていくことを目的として開催いたします。
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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://toyama-cb.or.jp/
E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp
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02 ■コンベンショントピック
　　 　コンベンション開催報告

03 ■国際会議対応コンベンション・ボランティア研修会を開催
　　  ■インフォメーションコーナー

04 ■とやまの魅力アラカルト
『富山県内のコンベンション施設の紹介』
06 ■ちょっとひといき
 ■統計で見る「とやま」
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08 ■10月・11月・12月コンベンション・カレンダー

高岡古城公園の紅葉
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■日時：平成29年6月10日（土）～11日（日）
■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：814名

　会頭　嶋尾　智　実行委員長　八木信一

　テーマ:「社会は子どもたちを育て、子どもたちは社会を

育てる」とし、一般講演や演題の他、一般市民向けに6月

11日（日）には市民公開講座を特別講演『こども達の健や

かな脳発達のために―最新の脳科学の知見から―』　瀧　靖之（東北大学加齢医

学研究所　教授）を企画して開催させていただきました。尚、参加者は２日間で

814名で、県外からは738名と多数来県されました。

　公益社団法人日本介護福祉士会第24回全国大会・第15回日本介護学会が富山県

民会館で開催され県内外から約1,100人が参加しました。2025年に向け、団塊の世

代がすべて75歳以上となり後期高齢者が2,000万人を超えるとともに、認知症や医

療ニーズを併せ持つ要介護高齢者の増大が見込まれています。本大会では「介護

福祉士のより高い専門性を目指して」～自律・自立を促進する介護とは～をテー

マに、介護人材確保や地方創生についての講演や共生社会の実現と介護福祉士の

役割についてのシンポジウム、フローレンス・ナイチンゲール賞を受賞した惣万

佳代子氏や社会学者の上野千鶴子氏の記念講演が行われました。また、人材育

成、認知症、地域包括についての分科会もあり、活発な意見交換が行われまし

た。

　IFED（国際歯科審美学会）は、世界30カ国の35歯科審美学系学会によって構

成される国際連盟組織です。これまでフローレンス、京都、ワシントン、ベニ

ス、ラスベガス、リオデジャネイロ、ミュンヘンなど世界有数の都市で、世界大

会を開催してきました。富山開催は、ホストの日本歯科審美学会だけでなく、こ

れまでの開催都市に“TOYAMA”が加わったことは、富山にとっても誇りとな

ります。

　審美歯科は「外観の美」のみに限定されるように思われますが、「健康美」と

「幸せと笑顔」をすべての世代の人々に提供する学際的な領域なのです。本大会

での国際交流の成果は、日本、富山に限らず世界の人々の幸せに貢献すると信じ

ています。

■日時：平成29年7月15日（土）～16日（日）
■会場：富山県民会館
■参加人数：1,100名

■日時：平成29年9月14日（木）～16日（土）17日（日）
■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1,200名

コンベンションコンベンションコンベンション コンベンションコンベンションコンベンション

1 第28回日本小児科医会総会フォーラム in 富山

2 第24回公益社団法人日本介護福祉士会全国大会・第15回日本介護学会inとやま

3 第10回国際歯科審美学会（IFED）世界大会（第28回日本歯科審美学会大会併催）

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

開 催 報 告
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H29年7月15日～16日
「第24回公益社団法人日本介護福祉士会全国大会・
第15回日本介護学会inとやま」

H29年9月14日～17日
「第10回国際歯科審美学会（IFED）世界大会・
第28回日本歯科審美学会学術大会」

H29年9月23日～24日
「第8回地域共生ホーム全国セミナーinとやま」

富山コンベンションビューロー　03

国際会議対応コンベンション・ボランティア研修会を開催

そうだ! コンベンションは富山で開こう。

　当財団では、近年増加傾向にある国際会議へのさら

なる支援体制の充実を図るため、「国際会議対応コ

ンベンション・ボランティア」を追加募集し、新た

に11名の方にご登録いただきました。7月22日（土）には

研修会を開催し、ボランティア22名が参加。富山を訪

れる海外参加者からの各種問い合わせに対応するため

に必要な知識や技能、おもてなしの心得などを学びま

した。

　研修会では、（株）ＡＮＡ総合研究所の青山景子研究

員より、接遇やおもてなしの心得を学んだ後、観光案

内デスクでの質疑応答の練習として、ゲスト役とガイ

ド役に分かれ、英語によるロールプレイングを行いま

した。また、富山県いきいき物産（株）の金子友義営業

部長より、「富山のお土産品・特産品」について、ま

た、富山県観光推進室 コンベンション・賑わい創出課

の仁木良市課長より、コンベンション開催状況につい

て、講義をしていただきました。

　参加者の皆さんからは、ボランティア業務に

関して積極的な質問や意見をいただき、「富山

をもっと知り発信できるように学びを深めた

い。」「これから始まるボランティア活動への

思いを新たにした。」というような感想をいた

だいております。新しいボランティアの皆さん

は、9月に開催された国際会議から活動を開始し

ており、おもてなしの心でコンベンション参加

者をお迎えできるよう、一同頑張っておりま

す。

インフォメーションコーナーの紹介



アラカルトとやまの魅
力

お問い合わせ

○富山産業展示館 テクノホール
〒939-8224 富山県富山市友杉1682
TEL 076-461-3111　FAX 076-461-3113
Mail : info@technohall.or.jp

　富山産業展示館（テクノホール）では、このたび、ビジネスユースに重点をおき、展示会と会議等の複合催事

にも対応できる「多機能型展示場」を増築し、10月下旬に開館の運びとなった。

　増築した展示ホールの面積は3,634㎡で、現展示場と合わせた展示場面積は約7,000㎡となり、現在の施設

とホワイエで接続され、一体的に利用しやすいように配置されている。ホール内部には移動式間仕切りを導入し、

催事規模に応じた分割利用を可能としたほか、天井高はやや低めの9mとし、吸音効果のある膜天井を設置する

ことで、レセプションや会議にふさわしい落ち着いた空間を形成している。さらに、多様な催事形態に対応でき

る設備ピットや吊バトンを充実させるとともに、冬季間の快適性を高める床暖房システムやフリーWi-Fiも導入

した。このほか、商談室やパントリー等も備え、展示・会議・レセプション等を併せて行うコンベンションや

複合的なイベントなど、従前の施設では開催できなかった規模・種類の催事にも対応できるようになった。

　10月26日からは、オープニングイベントとして、国内外から約430社の企業・団体が出展する「富山県も

のづくり総合見本市」が開催される。これを皮切りに、県や市が進めるコンベンション誘致の取組みとも連携し、

大規模な産業展示会や魅力的なイベントの開催などを積極的に進め、「ものづくり県とやま」の技術力や地域の

多彩な魅力を国内外に発信していきたい。

一般財団法人富山産業展示館　専務理事　塚元　一秋

 新展示場（西館）の概要

① 展示ホール：床面積3,634㎡（分割利用可）
　・床荷重　5t/㎡（重量物の展示やトラック搬入が可能）
　・搬入口　5か所（高さ5m/幅5m、うち1か所は幅6.6m）
　・設備ピット　電気・通信用40か所、給排水用24か所
　・バトン　23基
② ホワイエ：床面積1,091㎡
　・展示・商談用ブース等を設置可能（電源、LAN端子を配置）
③ 商談室（5室）、控室（3室）、パントリー等
　・商談室のうち3室は、ひとつの部屋としても利用可能

富山産業展示館テクノホール
新展示場10月開館

 現展示場（東館）の概要　

① 展示ホール：床面積3,363㎡（分割利用可）
　・床荷重　5t/㎡（重量物の展示やトラック搬入が可能）
　・搬入口　4か所（高さ4.25m/幅5.19m）
　・設備ピット　電気・通信用24か所、給排水用12か所
　・バトン　10基
② 会議室
　・大会議室（300㎡）、小会議室（108㎡）
③ 主催者室、商談室等
　・主催者室（3室）
　・商談室（3室）、応接室（1室）、控室（1室）

●駐車場　約1,000台（構内700台・臨時300台）
　　　　　※隣接施設と合わせると1,400台

富山県内のコンベンション施設の紹介 県内10市の主なコンベンション施設

富山県民会館

富山国際会議場

富山市民プラザ

富山県教育文化会館

富山市総合体育館

富山県民共生センター

富山市芸術文化ホール

高岡市生涯学習センター

富山県高岡文化ホール

富山県産業創造センター

高周波文化ホール

アイザック小杉文化ホール

氷見市ふれあいスポーツセンター

クロスランドおやべ

庄川生涯学習センター

砺波市文化会館

南砺市福野文化創造センター

魚津テクノスポーツドーム

新川文化ホール

滑川市民交流プラザ

黒部市国際文化センター

黒部市宇奈月国際会館

（大手町フォーラム）

（サンフォルテ）

（オーバードホール）

（ウイング・ウイング高岡）

（高岡テクノドーム）

（射水市新湊中央文化会館）

（ラポール）

（ヘリオス）

（ありそドーム）

（ミラージュホール）

（コラーレ）

（セレネ）

〒 930-0006

〒 930-0084

〒 930-0084

〒 930-0096

〒 930-0805

〒 930-0805

〒 930-0858

〒 933-0023

〒 933-0055

〒 933-0816

〒 934-0016

〒 939-0351

〒 935-0025

〒 932-0821

〒 932-0314

〒 939-1382

〒 939-1576

〒 937-0066

〒 937-0853

〒 936-0033

〒 938-0031

〒 938-0282

富山市新総曲輪4-18

富山市大手町1-2

富山市大手町6-14

富山市舟橋北町7-1

富山市湊入船町12-1

富山市湊入船町6-7

富山市牛島町9-28

高岡市末広町1-7

高岡市中川園町13-1

高岡市二塚322-5

射水市三日曽根3-23

射水市戸破1500

氷見市鞍川43-1

小矢部市鷲島10

砺波市庄川町青島3607

砺波市花園町1-32

南砺市やかた100

魚津市北鬼江2898-3

魚津市宮津110

滑川市吾妻町426

黒部市三日市20

黒部市宇奈月温泉6-3

076-432-3111
076-432-0853

076-424-5931
076-493-7170

076-493-1313
076-493-1317

076-441-8635
076-441-8184

076-444-6688
076-432-8805

076-432-4500
076-432-5525

076-445-5620
076-445-5621

0766-20-1800
0766-20-1808

0766-25-4141
0766-25-4332

0766-26-5151
0766-26-5161

0766-82-8400
0766-82-8404

0766-56-1515
0766-56-1530

0766-74-8500
0766-74-850１

0766-68-0932
0766-68-0939

0763-82-5007
0763-82-6431

0763-33-5515
0763-33-5516

0763-22-1125
0763-22-1127

0765-23-9800
0765-23-9802

0765-23-1123
0765-23-0534

076-476-5500
076-476-5501

0765-57-1201
0765-57-1207

0765-62-2000
0765-62-2020

ホール1,105席　展示室1室　会議室32室
美術館1室　ギャラリー4室

メインホール825席　多目的会議室4室
小会議室2室　特別会議室1室

アンサンブルホール308人　アトリウム
マルチスタジオ　アートギャラリー　AVスタジオ

ホール621席　集会室1室　会議室3室

第1アリーナ4,650席　第2アリーナ200席
研修室3室

ホール348席　研修室8室　多目的スタジオ

ホール2,196席　リハーサル室1室
ハイビジョンシアター1室

ホール403席　研修室3室　特別会議室1室

大ホール703席　小ホール300人　会議室4室

大展示場3,050㎡（収容人数3,500人）
会議室2室

大ホール1,220席　小ホール394席　展示室
練習室3室　会議室3室　研修室5室

ひびきホール818席　まどかホール240席
研修室3室　練習室2室

メインアリーナ最大2,350人　サブアリーナ
会議室3室　研修室１室

メインホール932席　セレナホール365席

ホール300席　ホワイエ30人　研修室3室

大ホール1,207席　多目的ホール300席

ヘリオスホール613席　アートスペース
データスペース　会議室6室

アリーナ3861人　主催者室2室　研修室
産業展示ホール

大ホール1,186席　小ホール297席
会議室7室　展示ホール

多目的ホール200席　ホワイエ50人
研修室3室

カーターホール886席　マルチホール208席
リハーサル室　展示室2室　会議室2室

大ホール700席　小ホール250席　会議室3室
特別会議室

施　設　名 住　所 電話番号
FAX番号 施　設　内　容
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富山県民会館

富山国際会議場（大手町フォーラム）

富山市芸術文化ホール（オーバードホール）

富山県高岡文化ホール

砺波市文化会館

黒部市国際文化センター（コラーレ）

新川文化ホール（ミラージュホール）

そうだ! コンベンションは富山で開こう。
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アラカルトとやまの魅
力

お問い合わせ

○富山産業展示館 テクノホール
〒939-8224 富山県富山市友杉1682
TEL 076-461-3111　FAX 076-461-3113
Mail : info@technohall.or.jp

　富山産業展示館（テクノホール）では、このたび、ビジネスユースに重点をおき、展示会と会議等の複合催事

にも対応できる「多機能型展示場」を増築し、10月下旬に開館の運びとなった。

　増築した展示ホールの面積は3,634㎡で、現展示場と合わせた展示場面積は約7,000㎡となり、現在の施設

とホワイエで接続され、一体的に利用しやすいように配置されている。ホール内部には移動式間仕切りを導入し、

催事規模に応じた分割利用を可能としたほか、天井高はやや低めの9mとし、吸音効果のある膜天井を設置する

ことで、レセプションや会議にふさわしい落ち着いた空間を形成している。さらに、多様な催事形態に対応でき

る設備ピットや吊バトンを充実させるとともに、冬季間の快適性を高める床暖房システムやフリーWi-Fiも導入

した。このほか、商談室やパントリー等も備え、展示・会議・レセプション等を併せて行うコンベンションや

複合的なイベントなど、従前の施設では開催できなかった規模・種類の催事にも対応できるようになった。

　10月26日からは、オープニングイベントとして、国内外から約430社の企業・団体が出展する「富山県も

のづくり総合見本市」が開催される。これを皮切りに、県や市が進めるコンベンション誘致の取組みとも連携し、

大規模な産業展示会や魅力的なイベントの開催などを積極的に進め、「ものづくり県とやま」の技術力や地域の

多彩な魅力を国内外に発信していきたい。

一般財団法人富山産業展示館　専務理事　塚元　一秋

 新展示場（西館）の概要

① 展示ホール：床面積3,634㎡（分割利用可）
　・床荷重　5t/㎡（重量物の展示やトラック搬入が可能）
　・搬入口　5か所（高さ5m/幅5m、うち1か所は幅6.6m）
　・設備ピット　電気・通信用40か所、給排水用24か所
　・バトン　23基
② ホワイエ：床面積1,091㎡
　・展示・商談用ブース等を設置可能（電源、LAN端子を配置）
③ 商談室（5室）、控室（3室）、パントリー等
　・商談室のうち3室は、ひとつの部屋としても利用可能

富山産業展示館テクノホール
新展示場10月開館

 現展示場（東館）の概要　

① 展示ホール：床面積3,363㎡（分割利用可）
　・床荷重　5t/㎡（重量物の展示やトラック搬入が可能）
　・搬入口　4か所（高さ4.25m/幅5.19m）
　・設備ピット　電気・通信用24か所、給排水用12か所
　・バトン　10基
② 会議室
　・大会議室（300㎡）、小会議室（108㎡）
③ 主催者室、商談室等
　・主催者室（3室）
　・商談室（3室）、応接室（1室）、控室（1室）

●駐車場　約1,000台（構内700台・臨時300台）
　　　　　※隣接施設と合わせると1,400台

富山県内のコンベンション施設の紹介 県内10市の主なコンベンション施設

富山県民会館

富山国際会議場

富山市民プラザ

富山県教育文化会館

富山市総合体育館

富山県民共生センター

富山市芸術文化ホール

高岡市生涯学習センター

富山県高岡文化ホール

富山県産業創造センター

高周波文化ホール

アイザック小杉文化ホール

氷見市ふれあいスポーツセンター

クロスランドおやべ

庄川生涯学習センター

砺波市文化会館

南砺市福野文化創造センター

魚津テクノスポーツドーム

新川文化ホール

滑川市民交流プラザ

黒部市国際文化センター

黒部市宇奈月国際会館

（大手町フォーラム）

（サンフォルテ）

（オーバードホール）

（ウイング・ウイング高岡）

（高岡テクノドーム）

（射水市新湊中央文化会館）

（ラポール）

（ヘリオス）

（ありそドーム）

（ミラージュホール）

（コラーレ）

（セレネ）

〒 930-0006

〒 930-0084

〒 930-0084

〒 930-0096

〒 930-0805

〒 930-0805

〒 930-0858

〒 933-0023

〒 933-0055

〒 933-0816

〒 934-0016

〒 939-0351

〒 935-0025

〒 932-0821

〒 932-0314

〒 939-1382

〒 939-1576

〒 937-0066

〒 937-0853

〒 936-0033

〒 938-0031

〒 938-0282

富山市新総曲輪4-18

富山市大手町1-2

富山市大手町6-14

富山市舟橋北町7-1

富山市湊入船町12-1

富山市湊入船町6-7

富山市牛島町9-28

高岡市末広町1-7

高岡市中川園町13-1

高岡市二塚322-5

射水市三日曽根3-23

射水市戸破1500

氷見市鞍川43-1

小矢部市鷲島10

砺波市庄川町青島3607

砺波市花園町1-32

南砺市やかた100

魚津市北鬼江2898-3

魚津市宮津110

滑川市吾妻町426

黒部市三日市20

黒部市宇奈月温泉6-3

076-432-3111
076-432-0853

076-424-5931
076-493-7170

076-493-1313
076-493-1317

076-441-8635
076-441-8184

076-444-6688
076-432-8805

076-432-4500
076-432-5525

076-445-5620
076-445-5621

0766-20-1800
0766-20-1808

0766-25-4141
0766-25-4332

0766-26-5151
0766-26-5161

0766-82-8400
0766-82-8404

0766-56-1515
0766-56-1530

0766-74-8500
0766-74-850１

0766-68-0932
0766-68-0939

0763-82-5007
0763-82-6431

0763-33-5515
0763-33-5516

0763-22-1125
0763-22-1127

0765-23-9800
0765-23-9802

0765-23-1123
0765-23-0534

076-476-5500
076-476-5501

0765-57-1201
0765-57-1207

0765-62-2000
0765-62-2020

ホール1,105席　展示室1室　会議室32室
美術館1室　ギャラリー4室

メインホール825席　多目的会議室4室
小会議室2室　特別会議室1室

アンサンブルホール308人　アトリウム
マルチスタジオ　アートギャラリー　AVスタジオ

ホール621席　集会室1室　会議室3室

第1アリーナ4,650席　第2アリーナ200席
研修室3室

ホール348席　研修室8室　多目的スタジオ

ホール2,196席　リハーサル室1室
ハイビジョンシアター1室

ホール403席　研修室3室　特別会議室1室

大ホール703席　小ホール300人　会議室4室

大展示場3,050㎡（収容人数3,500人）
会議室2室

大ホール1,220席　小ホール394席　展示室
練習室3室　会議室3室　研修室5室

ひびきホール818席　まどかホール240席
研修室3室　練習室2室

メインアリーナ最大2,350人　サブアリーナ
会議室3室　研修室１室

メインホール932席　セレナホール365席

ホール300席　ホワイエ30人　研修室3室

大ホール1,207席　多目的ホール300席

ヘリオスホール613席　アートスペース
データスペース　会議室6室

アリーナ3861人　主催者室2室　研修室
産業展示ホール

大ホール1,186席　小ホール297席
会議室7室　展示ホール

多目的ホール200席　ホワイエ50人
研修室3室

カーターホール886席　マルチホール208席
リハーサル室　展示室2室　会議室2室

大ホール700席　小ホール250席　会議室3室
特別会議室

施　設　名 住　所 電話番号
FAX番号 施　設　内　容
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富山市芸術文化ホール（オーバードホール）

富山県高岡文化ホール

砺波市文化会館

黒部市国際文化センター（コラーレ）

新川文化ホール（ミラージュホール）

そうだ! コンベンションは富山で開こう。
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健康まめ知識

　秋が深まり、体の冷えが気になってくる今日この頃…。
ゆっくりとお風呂に入る日も増えてきたのではないでしょう
か？ お風呂は心身をリラックスさせ、疲労回復にも最適な
場所。今回は効果的な入浴法をご紹介しましょう。
　ひとことに疲労と言っても、その疲れは「体の疲労」、「心
の疲労（ストレス）」、「睡眠不足」など様々で、人によって、
日によっても違います。その時の状態に合った入浴法で1日
の疲れをリセットしましょう。
　まずは肉体の疲労。激しい運動をした時や旅行から帰っ
てきた時、筋肉痛や足のむくみがひどい時などはお湯の温
度を高め（42～43度）にして10分。汗をかいて老廃物を排
出し、筋肉疲労を解きほぐします。のぼせやすい人は心臓
に負担のない半身浴をおすすめします。
　次は心の疲労。39～40度のお湯で約20分入りましょう。
副交感神経の機能が高まり、緊張感が緩和。脈拍も穏や
かになってリラックスできます。入浴中はストレスの原因に

なるようなことは考えないこと。良い香りの入浴剤を使った
り、明かりを消してアロマキャンドルを灯したりするのもい
いですね。
　最後は睡眠不足。お湯はさらにぬるめの38度で30分以
上、ゆっくりと半身浴しましょう。汗をかくので途中で水分
補給します。人は体温が下がり始めると眠気を催すと言わ
れているので、入浴で体温を上げ、熱を放散する準備をす
るのです。そしてお風呂から上がったら早めにベッドに入り
ましょう。
　その日の疲れはそ
の日のうちに解消す
るのが健康維持のポ
イント。お風呂を上手
に使って、翌朝はすっ
きりとした気分で迎
えましょう！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

疲労の種類に合った入浴法で
心身共にリラックス＆リフレッシュ！

　平成27年10月1日を期日として国勢調査が全国一斉に実施され、その集計結果
が順次公表されています。ここではその調査結果から、富山県の就業状態と産業
を示す3つの特徴的な指標について紹介します。

平成27年国勢調査 就業状態等基本集計結果から平成27年国勢調査 就業状態等基本集計結果から

お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3192　FAX 076-444-3490

　就業者の中の雇用者のうち、｢正規の職員・従業員｣
が70.0％、「労働者派遣事業所の派遣社員」が2.9％、
「パート・アルバイト・その他」が27.1％となっており、
｢正規の職員・従業員｣の割合は山形県についで全国
2位となっています。

正規の職員・従業員

　夫婦のいる一般世帯※のうち夫・妻ともに就業し
ている世帯の割合は55.9％で、全国4位となってい
ます。
※一般世帯：社会施設の入所者、入院者などからなる
施設等の世帯以外の世帯

共働き世帯 共働き世帯の割合

産業別就業者の割合

雇用者の割合

　県で最も就業者数が多いのは製造業で131,599人、
全体の24.4％にあたり、この割合は全国4位となっ
ています。これに建設業、鉱業・採石業・砂利採
取業を加えた第2次産業の就業者数は178,261人で
全体の33.1％と、全国で最も高い割合となっており、
逆に卸売業、小売業、サービス業などの第3次産業
の割合は全国に比べ低くなっています。

第2次産業の就業者

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規

65.1％

70％

47.6％

55.9％

第２次産業
33.1%

23.6%

第３次産業
62.1%

67.2%

派遣
2.9％

パート・アルバイト
27.1％

31.6％

第１次産業 3.3％

3.8％

分類不能 1.5％

5.4%

3.3％

富山県

全　国

富山県

全　国

富山県

全　国
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そうだ! コンベンションは富山で開こう。

富山県内の博物館・美術館など
森記念秋水美術館

〒930-0066　富山市千石町1丁目3番6号　TEL 076-425-5700　FAX 076-425-5710
URL http://www.mori-shusui-museum.jp
●開館時間　午前10時～午後6時（入館は午後5時半まで）　●入館料　一般1,000（800）円、高校生500円、中学生以下無料（　）内は20名以
上の団体料金　●休館日　月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）、年末年始（12/28～1/4）※展示替え作業などで休館する場合があります。　
●アクセス／富山駅より環状線セントラムで乗車約10分「大手モール」下車　徒歩5分、市内周遊BUS「ぐるっとBUS」南回りルートで「⑦森秋水
美術館」下車、富山I.C.より国道41号線経由車で約15分　無料駐車場／乗用車28台（障がい者用1台）

D A T A

　当美術館では、リードケミカル株式会社（代表取締役会長　森 政雄）が収集した全国有数
の日本刀コレクションを常時展示しています。「秋水」とは、曇りのない研ぎ澄まされた日本刀
という意味です。富山県（越中国）は、則重や郷義弘などの名だたる刀工を輩出した刀剣の産
地でもありました。重要文化財や重要美術品を含む日本刀の所蔵品をはじめ、横山大観、川合
玉堂など日本の近代美術史を代表する画家の作品等を公開しています。日本語・英語・中国
語の音声ガイドの貸出有り（実質無料）。ミュージアムショップやカフェも併設しています。

黒部市歴史民俗資料館

〒938-0681　黒部市宇奈月町下立682　TEL 0765-65-1010　FAX 0765-65-1055
E-mail yuugakkan@city.kurobe.toyama.jp　http://www.city.kurobe.toyama.jp/contents/yuugakukan/
●開館時間　午前9時～午後6時　●入館料　大人（高校生以上）300円　団体（20名以上）240円　中学生以下無料　●休館日　月曜日（休日
の場合は翌火曜日）　休日の翌日　毎月の最終木曜日　年末年始（12月29日～翌年の1月4日まで）　●アクセス／北陸自動車道黒部I.C.より車で
約10分、北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅よりタクシーで約10分、富山地方鉄道　下立駅より徒歩5分

D A T A

大正5年創業の能作は、富山県高岡市に伝わる「鋳物」
の技術で、仏具、花器、茶道具を製造してきました。長
年の技術を生かし、現在はテーブルウェアやインテリア
製品など、時代のニーズにあったものづくりで、国内外
に自社ブランドを展開しています。中でも革新的な発想
により生まれた、自在に曲げて使える錫100％の製品
は、同社の代表的なシリーズになっています。2015年
には富山県推奨とやまブランドに認定され、ギフトやおみやげなど様々なシーンで活躍
しています。

「能作の錫製品」

富 山 お み や げ 図 鑑

能作　マリエとやま店
〒930-0003 富山市桜町1-1-61 マリエとやま 1階　TEL 076-464-6008（直通）
FAX 076-464-6008（直通）　URL:www.nousaku.co.jp　営業時間　10:00 ～ 20:00

能作　本社　FACTORY SHOP
〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク8-1　TEL 0766-63-0002
FAX 0766-63-5510　URL:www.nousaku.co.jp　営業時間　10:00 ～ 18:00

松村外次郎記念庄川美術館

〒932-0305　砺波市庄川町金屋1066　TEL 0763-82-3373
●開館時間　午前9時～午後6時（入館は午後5時まで）　●入館料　常設展示　大人210円（160円）　小中高生100円（80円）　（　）内は65
歳以上の方の減免料金、20名以上の団体料金　企画展示料金は、その都度、別途定める（企画展示の観覧券で常設展示も観覧可）　障がい者
（介助者1名を含む）は無料　●休館日　火曜日、年末年始　●アクセス／あいの風とやま鉄道高岡駅より加越能バス砺波市庄川町行「庄川支所
前」バス停下車　徒歩15分、北陸新幹線新高岡駅よりJR城端線砺波駅下車　市営バスまたは加越能バス砺波市庄川町行「庄川支所前」バス停
下車　徒歩15分、北陸自動車道砺波I.C.から約15分、JR城端線砺波駅よりタクシーで約15分　駐車場／60台（大型3台を含む）

D A T A

　松村外次郎記念庄川美術館は、庄川峡そばにある庄川水記念公園の高台にあります。
砺波市庄川町出身の彫刻家で二紀会名誉会員　松村外次郎（1901～1990）の作品寄
贈をきっかけに平成元年11月に開館しました。館内にはいつでも外次郎の代表作をご
覧いただける外次郎記念室があり、年間をとおして地域の作家の彫刻や絵画などを特集
した企画展も開催しています。本年度は「松村外次郎展」「日本画　燦々」展など8つの展
覧会を行います。また庄川町出身の藤森兼明（芸術院会員）氏を講師に招いて実技体験講座を行うなど、美術の振興
に努めております。

　黒部市歴史民俗資料館は、黒部市の歴史・文学・民俗・自然等に関する資料を収集展
示しています。常設展示室では日本の三奇橋のひとつ愛本刎橋を縮尺1／2で復元し、
その類稀な姿と構造を見ることができます。愛本刎橋は黒部川が急流なため川の中に支
柱を建てることができず、両岸から刎木を出して橋を支えるように作られた、橋脚のな
い日本一の木造（橋の長さ約63m）の刎橋でした。また当館では常設展の他愛本橋の歴史や黒部川流域の人々や
自然の営みについて分かりやすく親しめるよう年3回の企画展を開催しています。

商品の特徴としては、これまで寿司の添え物でしかなかった「ガリ」であ
るが、昆布という素材を加えることによって、単体でも美味しく食すこと
ができ、且つ富山県における昆布使用ということでストーリー性を持た
せることができた。また味は、昆布の出汁のうまみと生姜の辛味がマッ
チした、市販の辛味の強い「ガリ」とは異なったマイルドな味付けとなっ
ております。

「昆布ガリ」

（株）富山きときと企画
〒939-8211　富山市二口町1-7-14
TEL 076-422-3222　FAX 076-422-3368
URL: http://beeline-e.co.jp/

すず

健康まめ知識

　秋が深まり、体の冷えが気になってくる今日この頃…。
ゆっくりとお風呂に入る日も増えてきたのではないでしょう
か？ お風呂は心身をリラックスさせ、疲労回復にも最適な
場所。今回は効果的な入浴法をご紹介しましょう。
　ひとことに疲労と言っても、その疲れは「体の疲労」、「心
の疲労（ストレス）」、「睡眠不足」など様々で、人によって、
日によっても違います。その時の状態に合った入浴法で1日
の疲れをリセットしましょう。
　まずは肉体の疲労。激しい運動をした時や旅行から帰っ
てきた時、筋肉痛や足のむくみがひどい時などはお湯の温
度を高め（42～43度）にして10分。汗をかいて老廃物を排
出し、筋肉疲労を解きほぐします。のぼせやすい人は心臓
に負担のない半身浴をおすすめします。
　次は心の疲労。39～40度のお湯で約20分入りましょう。
副交感神経の機能が高まり、緊張感が緩和。脈拍も穏や
かになってリラックスできます。入浴中はストレスの原因に

なるようなことは考えないこと。良い香りの入浴剤を使った
り、明かりを消してアロマキャンドルを灯したりするのもい
いですね。
　最後は睡眠不足。お湯はさらにぬるめの38度で30分以
上、ゆっくりと半身浴しましょう。汗をかくので途中で水分
補給します。人は体温が下がり始めると眠気を催すと言わ
れているので、入浴で体温を上げ、熱を放散する準備をす
るのです。そしてお風呂から上がったら早めにベッドに入り
ましょう。
　その日の疲れはそ
の日のうちに解消す
るのが健康維持のポ
イント。お風呂を上手
に使って、翌朝はすっ
きりとした気分で迎
えましょう！

D A
T A統計で

見る「とやま」
統計で
見る「とやま」

疲労の種類に合った入浴法で
心身共にリラックス＆リフレッシュ！

　平成27年10月1日を期日として国勢調査が全国一斉に実施され、その集計結果
が順次公表されています。ここではその調査結果から、富山県の就業状態と産業
を示す3つの特徴的な指標について紹介します。

平成27年国勢調査 就業状態等基本集計結果から平成27年国勢調査 就業状態等基本集計結果から

お問い合わせ　富山県統計調査課　TEL 076-444-3192　FAX 076-444-3490

　就業者の中の雇用者のうち、｢正規の職員・従業員｣
が70.0％、「労働者派遣事業所の派遣社員」が2.9％、
「パート・アルバイト・その他」が27.1％となっており、
｢正規の職員・従業員｣の割合は山形県についで全国
2位となっています。

正規の職員・従業員

　夫婦のいる一般世帯※のうち夫・妻ともに就業し
ている世帯の割合は55.9％で、全国4位となってい
ます。
※一般世帯：社会施設の入所者、入院者などからなる
施設等の世帯以外の世帯

共働き世帯 共働き世帯の割合

産業別就業者の割合

雇用者の割合

　県で最も就業者数が多いのは製造業で131,599人、
全体の24.4％にあたり、この割合は全国4位となっ
ています。これに建設業、鉱業・採石業・砂利採
取業を加えた第2次産業の就業者数は178,261人で
全体の33.1％と、全国で最も高い割合となっており、
逆に卸売業、小売業、サービス業などの第3次産業
の割合は全国に比べ低くなっています。

第2次産業の就業者

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規

65.1％

70％

47.6％

55.9％

第２次産業
33.1%

23.6%

第３次産業
62.1%

67.2%

派遣
2.9％

パート・アルバイト
27.1％

31.6％

第１次産業 3.3％

3.8％

分類不能 1.5％

5.4%

3.3％

富山県

全　国

富山県

全　国

富山県

全　国
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そうだ！コンベンションは富山で開こう。



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://toyama-cb.or.jp/　E-mail : toyama-213@voice.ocn.ne.jp

［編集・発行］

よ う こ そ 、 富 山 県 へ

　今回は、富山県内のコンベンション施設を取り上げて紹介しました。特に「富山産業展示館テクノホー
ル」は10月下旬に新しい展示場がオープンし、現在の施設と合わせて、今後さらなる大型の展示会やイベ
ント等の開催にも対応できる施設として期待されます。

編集後記

コンベンション開催の支援やとやまの情報などは、ホームページをご覧ください。

１０

　月

第１２９回中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会
富山県民会館　［１，５８４人］

６
～７

７
～８

奥の細道サミットin高岡
高岡市生涯学習センター　［２５０人］

第４０回総合リハビリテーション研究大会
ボルファートとやま　［５００人］

１1
～１２

日本膜学会　膜シンポジウム２０１７
富山大学五福キャンパス　［１７０人］

１３
～１４

富山県婦人会創立７０周年記念大会
全地婦連中部ブロック会議
富山第一ホテル　富山県美術館　［５００人］

１２
～１３

第５５回燃焼シンポジウム
富山国際会議場　［４１０人］

１３
～１５

第３０回日本総合病院精神医学会総会
富山国際会議場　［１，０００人］

１７
～１８

日本銅学会第５７回講演大会
富山大学五福キャンパス　［２９０人］

１７
～１９

明日の日本の教育を考える「教育シンポジウム富山」
富山国際会議場　ANAクラウンプラザホテル富山　［３００人］

２５
～２６

第４７回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会
富山国際会議場　［３００人］

２

全国大学国語国文学会 平成２９年度冬季第１１６回大会
富山大学黒田講堂ほか　［３１０人］

２
～３

第１３回全国若者・ひきこもり協同実践交流会inとやま
富山大学五福キャンパス　［５００人］

９
～１０

第２１回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会
 同時開催 PPIS Winter Meeting ２０１７ in TOYAMA
富山国際会議場　［５００人］

８
～１０

第１２回しんきんビジネスフェア
北陸ビジネス街道２０１７
富山産業展示館　［２，５００人］

８

第４３回反応と合成の進歩シンポジウム
富山国際会議場　［４００人］

６
～７

平成２９年度全国国立大学法人留学生センター長
及び留学生課長等合同会議
富山国際会議場　［２００人］

１０

第３８回全国歯科保健大会
富山県民会館　［１，５００人］

１１

第７１回日本赤十字社病院長連盟定期（秋期）総会
ANAクラウンプラザホテル富山　［１５０人］

１２
～１３

１２
～１３

第５９５３回QCサークル大会
富山県高岡文化ホール　［７００人］

１２

第４８回東海北陸社会教育研究大会（富山大会） 兼
第４６回富山県社会教育大会
富山県民会館　［７００人］

第９回みなとオアシス全国協議会総会
ホテルグランミラージュ　［２００人］

１３

第１２８回全国吟道大会
高周波文化ホール　［１，２００人］

１５

第１９回国公立大学附属病院感染対策協議会（総会）
富山国際会議場　［５５０人］

１９
～２０

第５０回手をつなぐ育成会東海北陸大会（富山大会）
富山県民会館　富山県総合福祉会館　富山県農協会館　［１，１００人］

２１
～２２

第５１回全国保育士会研究大会
富山市芸術文化ホール　ほか　［１，３００人］

２６
～２７

第６６回北陸四県数学教育研究（砺波）大会
砺波市文化会館　ほか　［５００人］

２７
１２

　月

１１

　月

１１

　月

コンベンション・カレンダー

秋風が立ち、野山が色鮮やかに染まる季節となりました。

october
10月11月

november
12月

december

I N F O R M A T I O N

【年会費】法人3口（3万円）以上　個人１口（１万円）以上
【特　典】
①「コンベンションスケジュール」の提供
コンベンション開催情報を直近から数年先まで収集し、
A4版にまとめた冊子を年２回お届けします。
②「食べ飲みマップ」に掲載
飲食店など会員のお店を掲載した「食べ飲みマップ」をコ
ンベンション参加者に配布するほか、ホームページで紹
介します。

③機関誌「とやま夢大陸」の提供
年４回発行。ビッグコンベンションの内容や県内の情報
がタイムリーに入手できます。
④「賛助会員交流セミナー」の開催
一流講師を招いてコンベンションセミナーを開催します。

　お問い合わせ

（公財）富山コンベンションビューロー
TEL 076-421-3300　URL http://toyama-cb.or.jp/

賛 助 会 員 募 集 中 ！ 役立つ特典がいっぱいですので、是非、ご入会ください。
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