
日　　時：６/９（日）

　　　　　9:00 ～ 12:00

　　　　　（受付 8:30 ～）

見学場所：十二貫野段丘崖、棚山、

　　　　　舟見山など

集合場所：北陸自動車道

　　　　　入善パーキングエリア

　　　　　南側駐車場

　　　　　( 富山方面乗り口側 )

定　　員：10 名

「段丘から黒部川扇状地
　形成の歴史を探る」

■土日祝日はうなジオにジオガイドが常駐します

■ジオパーク散歩のご案内

　立山黒部ジオパーク交流施設 わくわく広場「うなジオ」に、今

年度も 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いますので、宇奈月にお越し

の際はぜひお立ち寄りください。

【立山黒部ジオパーク交流施設　わくわく広場「うなジオ」】

・黒部市宇奈月温泉 638 旧新川荘１階（富山地方鉄道宇奈月温泉駅近く）

・開館時間：9:30 ～ 16:00（４月～６月）、9:30 ～ 16:30（７月～９月）

・休館日：水曜日、木曜日（祝日・お盆期間は開館）　・お問合せ先：090-6818-4572

日　　時：６/５（水）

　　　　　9:00 ～ 12:00

　　　　　（受付 8:30 ～）

見学場所：称名滝

集合場所：称名滝バス停

　　　　　（称名平）

定　　員：15 名

「発見に満ちた称名滝」
日　　時：６/８（土）

　　　　　9:45 ～ 12:00

　　　　　（受付 9:15 ～）

見学場所：富岩運河

集合場所：環水公園

　　　　　天門橋南広場

定　　員：15 名

「富岩運河、
　中島閘門のしくみ」

日　　時：６/24（月）

　　　　　9:30 ～ 12:00

　　　　　（受付 9:00 ～）

見学場所：大日公園

　　　　　蓑輪の化石産地

集合場所：大日公園駐車場

定　　員：15 名

「1600 万年前の
　海底をあるこう！」

参 加  費 ： 300 円
申込受付 ： 5/7( 火 ) ～
飲み物、 雨具等持参
自然観察のできる服装でご参加ください。

　現地集合現地解散型ツアー「ジオパーク散歩」を今年度も開催します。現在６月開催のジオパー

ク散歩の参加者募集中です。参加ご希望の方は、開催日直前の営業日までに事務局までお申込み

ください。

日　　時：６/12（水）

　　　　　9:00 ～ 12:00

　　　　　（受付8:30～）

見学場所：美女平

集合場所：美女平駅前

定　　員：15 名

「人と自然」

発行：立山黒部ジオパーク協会 事務局
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■立山カルデラ砂防博物館「フィールドウォッチング」

6/2
（日） 材木坂と美女平
　立山禅定道である材木坂を美女平までたど

り、独特な地質や植物について観察します。

9:30 ～
15:00

【参加費】2,500 円（小学生 1,500 円）

　　　　※お弁当代、保険料など

【定　員】

　20 名（先着順）※申込受付は 5/2 ～

【服装・持ち物】

　自然観察できる服装、軽登山靴、雨具、

　手袋など

※美女平にて解散。
　帰路のケーブルカー運賃は別途必要です。

　立山カルデラ砂防博物館のフィールドウォッチング（立山黒部ジオパーク協会：共催）のお知

らせです。対象は小学校３年生以上（小・中学生は保護者同伴）。参加申し込みの受付は、各実

施日の１ヵ月前からです（先着順、定員になり次第受付終了）。

　お申込み・お問い合わせは、立山カルデラ砂防博物館学芸課（076-481-1363）まで。

6/16
（日） 弥陀ヶ原台地と

称名滝展望
　立山の火山と常願寺川が 10 万年かけて

創造した景観の謎について紐解きます。

8:00 ～
17:00

【参加費】

　4,500 円（小学生 2,500 円）

※お弁当代、保険料など

【定　員】

　20 名（先着順）

※申込受付は 5/16 ～

【服装・持ち物】

自然観察できる服装、

軽登山靴、雨具、

手袋など

■水博物館「ジオ＆みずはくツアー 2 0 1 9」

　黒部川扇状地の成り立ちと水・自然・歴史をバスで巡る体験型フィールドツアー「ジオ＆みず

はくツアー 2019」（立山黒部ジオパーク協会：共催）のお知らせです。申込期間は実施日の１ヵ

月前から３日前まで。お申込み・お問い合わせは、黒部市吉田科学館（0765-57-0610）まで。

6/23
（日）

扇状地のダイナミックな水循環
園家山キャンプ場や杉沢の沢スギ、低落差発電所、生地の清水を巡り、

黒部川が運んだ、氷河の一滴を味わう。

【参加費】500 円（小学生以下無料）※資料、保険代等

【発着場所】富山駅北口（9:00 集合 17:00 頃解散）

　　　　　 地鉄新黒部駅前（10:00 集合、16:00 頃解散）

【定　員】25 名（先着順、小学校３年生以下は保護者同伴）

【服装・持ち物】弁当、飲み物、自然観察できる服装、雨具など

申込受付：5/23 ～



■たてくろ　見どころ紹介コーナー

　杉沢の沢スギは、黒部川扇状地の旧河道の湧水

帯に生育するスギ林です。礫が多く栄養の少ない

場所に根を張るため、山間部のスギに比べて幹が

太くなりにくく、年輪が細かいことが特徴です。

林内には、スギの他にも湿地性・山地性・暖地性

の植物が生育しています。沢スギは、スギの木を

建材に利用したり、スギの枝葉を燃料に利用した

りされていたため、人の手によって守り育てられ

てきました。しかし、昭和の圃場整備事業によっ

てそのほとんどが水田に姿を変え、現在は入善町

の吉原周辺に 2.67ha の面積を残すのみとなって

います。杉沢の沢スギは、黒部川扇状地の原風景

を今に残す貴重な場所なのです。

田園地帯の森「杉沢の沢スギ」～黒部川扇状地の原風景～

杉沢の沢スギ（入善町吉原）

■拠点施設イベント情報

魚津埋没林博物館　ジオパーク普及講座

　急流河川早月川河口周辺を歩いて、河口の

地形や石ころ、植物などを観察します。

河口観察 パート１　早月川

【日　時】５月 26 日（日）13:00 ～ 16:00

【場　所】早月川河口周辺

　　　　※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 5/1 ～）

【服装・持ち物】

　　　　飲み物、自然観察のできる服装、

　　　　雨具など

【問い合わせ・申し込み先】

　魚津埋没林博物館　0765-22-1049

立山カルデラ砂防博物館　特別展

　立山や立山カルデラの特異な自然につい

て、上昇する山・氷の山・火の山・水の山・

生命の山の観点からフィールドを訪ねる感覚

で紹介します。

立山へ行こう！
ー立山黒部ジオパークの魅力ー

開催期間：４月 13 日（土）～７月７日（日）

開催時間：9:30 ～ 17:00

　　　　　※4/27 ～ 5/6 は 8:30 ～

会　　場：立山カルデラ砂防博物館

　　　　　エントランスホール

　　　　　※特別展の観覧は無料

ボランティア解説員による展示解説：

　　　　　４月 27、28、29、30 日

　　　　　５月１、２、３、４、５、６日

休館日：　５月７日と以降の月曜日



■協会会員企業の紹介

今回より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。

■立山黒部ジオパーク この１ヶ月のできごと（2019 年 4 月）

　４月 14 日（日）に富山空港展望デッキリニュー

アル記念イベントが開催され、シオガイドの大野

博美さんにクイズを交えながらジオパークについ

てお話しいただきました。当日は残念ながら当協

会の出番直前に雨が降ってきたため、急遽２階中

央ホールで話をすることになってしまいました。

　４月 17 日（水）に、立山黒部ジオパーク支援

自治体会議総会が新川文化ホールで開催されまし

た。その総会の場でお時間をいただき、当協会の

事業や立山黒部ジオパークの目指す姿、再認定審

査結果とその対応について説明を行いました。


