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富岩運河環水公園視察

富岩運河環水公園の視察を行い、参加者に富山の自然と富岩運河の歴史を活かした公園の魅力をアピール
しました。

 ① 天皇陛下が皇太子殿下時代にお手植えの「エドヒガン」（みどりの愛護のつどい(H23.5.14)）
 ② 富山県美術館のマスコットキャラクター「ミルゾー」のモニュメント像
 ③ G7富山環境大臣会合開催記念植樹「エドヒガン」等（H28.5.14）
 ④ 「世界で最も美しい」と言われるスターバックス・コーヒー店

天皇陛下（当時は皇太子殿下）お手植えの「エドヒガン」

テボ次期理事長夫妻（天門橋下にて）散策を楽しむ参加者

公園内フォトスポットにて

「ミルゾー」のモニュメントと

公園概要説明
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プログラム

日時： 10月16日（水）　18:10～20:35
会場： ANAクラウンプラザホテル富山 3F 「鳳」
主催： 富山県、実行委員会
参加者数： 181名
食事形式：着席、コース料理
司会： 廣川 奈美子（日）、藤田 彩乃（英）
言語： 日本語、英語（来賓卓に日英逐次通訳配置）

開会

開会挨拶　

湾クラブ理事長挨拶　

記念品贈呈セレモニー

来賓祝辞

来賓紹介

祝電披露

鏡開き

乾杯挨拶　

鏡開きフォトセッション

歓談・会食

国内加盟湾首長メッセージ

タモリさんビデオメッセージ上映

アトラクション「麦屋節」

歓談・会食

アトラクション「こきりこ」 

歓談・会食

閉会挨拶　

閉会

富山県知事 石井 隆一

世界で最も美しい湾クラブ理事長 ミッシェル・ブジョルド氏

富山県知事 石井 隆一　から　ブジョルド理事長
富山県議会議長 中川 忠昭氏　から　メイラ前理事長

富山県議会議長 中川 忠昭氏

環境大臣 小泉 進次郎氏ほか

湾クラブ役員、富山県議会議長 中川 忠昭氏、美しい富山湾クラブ会長 永原　功氏
（公社）とやま観光推進機構会長 髙木 繁雄氏、沿岸市町長ほか

美しい富山湾クラブ会長 永原　功氏

松島町産業観光課長 安土　 哲氏（松島町長代理）
宮津市長 城﨑 雅文氏
静岡県交通基盤部理事 杉山 雄二氏（静岡県知事代理）
佐世保市副市長 田中 英隆氏（佐世保市長代理）

高岡市長 髙橋 正樹氏

鏡開き参加者による記念撮影
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　ブジョルド理事長をはじめ、湾クラブ役員、加盟湾の皆様には、よ
うこそ富山県にお越しくださいました。心から歓迎申しあげます。
また、中川県議会議長をはじめ、多くのご来賓の皆様をお迎えし、
歓迎晩餐会を盛大に開催できますことは、誠に喜ばしい限りであり、
厚くお礼申しあげます。
　さて、加盟湾の皆様には、本日、午前中の総会議事をつつがなく
終えられた後、午後からは、富山県が誇る富岩運河環水公園と富山
県美術館をご視察いただきました。いかがでしたでしょうか。明日
からは、「未来への展望～沿岸域の持続可能な発展のための環境保
全～」という総会開催テーマの下、「ワールドカフェ」形式での本格的な議論が行われると伺っています。このあ
とゆっくりとくつろいでいただいて、長旅のお疲れを癒していただければと思います。
　また、この晩餐会では、「天然の生け簀」と呼ばれる富山湾の新鮮な海の幸、豊かな自然に育まれた山の幸、立
山連峰からの清らかな水と美味しいお米から造った味わい深いお酒を用意しております。また、伝統芸能によ
る歓迎アトラクションなどもご用意しております。皆様には、存分にご堪能いただければ幸いです。ちなみに、美
味しい水と新鮮な魚、湿潤な気候により、本県の女性は、全国トップクラスの美肌として知られています。本日、
お集まりの皆様、特に女性の皆様には、ぜひ富山の新鮮な魚や、清らかな水と美味しいお米から造った国際的に
も評価の高いお酒を楽しんでいただき、さらに美しくなっていただきたいと思います。
　終わりに、「世界で最も美しい湾クラブ」の限りない発展と、本日ご出席の皆様のますますのご健勝、ご活躍、
ご多幸をお祈り申しあげまして、開会のご挨拶といたします。

開会挨拶　富山県知事 石井 隆一
　

　今夜は、富山での素晴らしい視察に加え、この歓迎晩餐会に参加
でき大変うれしく思います。
　富山県美術館はヨーロッパやアメリカやカナダにある美術館と
肩を並べるほど素晴らしい美術館です。私たちは、その立派な建物
とそこに展示されているシャガール、ロートレック、ミロ、ポロック、
さらにはピカソの美しい作品に圧倒されました。さらには、瀧口修
造や藤田嗣治といった日本の芸術家の作品も見ることができ、本当
に素晴らしいものでした。それから、富岩運河環水公園の散策では、
公園の美しさと運河が通る美しい建築に感心させられました。富山
市内でのこの素晴らしい午後を、本日ここにいる参加者を代表して心より感謝申しあげます。
　そして、さらに私たちは今夜、この歓迎晩餐会に集い、最高の日本食を頂きます。明朝は私たちが待ちに待っ
たコミュニケーションや意見交換を行うワールドカフェを開催します。世界各国から集まった皆さんが、様々な
課題について意見とアイデアを出し合い、最終的には、このクラブの未来の方向性に共通の着地点を見つける
ことを、個人的に大変期待しています。パーティーが大好きな湾クラブの仲間に一つ助言です。今夜は早く休み
ましょう。そして、明日の朝はベストな状態でワールドカフェを成功させましょう。
　改めて、石井知事と富山湾の皆様には、この温かい歓迎に心から感謝を申しあげます。

湾クラブ理事長挨拶　世界で最も美しい湾クラブ理事長 ミッシェル・ブジョルド氏
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ブジョルド理事長をはじめ湾クラブ役員の皆様方、また、加盟湾
の皆様方には、世界各国からようこそ富山県へお越しくださいま
した。富山県議会を代表して心から歓迎申しあげます。
　また、国内からも多くの関係の皆様のご参加のもと、このように
盛大に歓迎晩餐会が開催されますことを心からお祝い申しあげ
ます。
さて、いよいよ本日、日本では初めてとなる「世界で最も美しい
湾クラブ」世界総会が開会しました。
総会に参加される皆様には、５日間の会期を通じて、持続可能
な海洋環境の保全やそれを活用した観光振興などについて存分にご議論いただきますとともに、神秘の海・
富山湾や立山黒部アルペンルートをはじめ、美しく豊かな自然、世界遺産・五箇山ほか個性豊かな伝統文化、
富山湾の宝石「シロエビ」などの新鮮な海の幸など、本県の多彩な魅力をご堪能いただきたいと存じます。
県議会といたしましても、富山湾の自然環境や景観の保全、また、それを生かした観光振興や地域活性化に
引き続き積極的に取り組む所存であります。　
終わりに、世界総会のご成功と、「世界で最も美しい湾クラブ」の今後ますますのご発展、並びに本日ご列席
の皆様方のご健勝、ご多幸を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。

祝辞　富山県議会議長 中川 忠昭氏

祝電　環境大臣 小泉 進次郎氏

「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会が、わが国で初めて、富山湾の加盟５周年という節目の年に、盛大に
開催されることを、心よりお喜び申し上げます。
「美しい湾」素晴らしい響きです。私も、海のまち、横須賀で育ちました。横須賀も、東京湾、相模湾という素
晴らしい湾に囲まれています。既に我が国から「世界で最も美しい湾」の仲間として参加している、松島湾、富
山湾、京都宮津湾・伊根湾、駿河湾、そして九十九島湾。どれも世界に誇れる日本の宝です。そして、今回開催地
となる富山湾とのご縁では、私も最近、富山県を訪問し、八尾町「おわら風の盆」、日本の原風景の「世界遺産・
五箇山の合掌造り」を視察する機会がありました。皆さんも是非、美しい富山湾の素晴らしい魅力に触れてい
ただきたいと思います。
「美しい湾」を保つには、今回の総会のテーマでもある、海洋に流れ込むプラスチックごみの問題、そして気
候変動の問題を避けて通ることはできません。これらの問題を解決するには、これまでの延長線上の発想や
取組だけでは困難であり、国民一人一人が環境問題の当事者という意識をもって、国全体、さらには世界全体
で取り組むことが必要です。今回、皆さまの議論の成果を「富山宣言」として採択されると聞いています。是非
日本の海だけにとらわれる事なく、世界の海を意識した幅広い議論を期待しています。私自身も問題解決の
先頭に立って全力で取り組む決意です。
最後に、本総会の開催にあたりご尽力された富山県、実行委員会の方々、協力団体である「美しい富山湾ク
ラブ」の皆さま、関係各位に深く敬意を表するとともに、総会の成功と皆さまのますますのご活躍を祈念いた
します。
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　富山県での総会開催を記念して、
石井知事からブジョルド理事長に

「世界で最も美しい湾クラブ」のロ
ゴが象られた井波彫刻の置物が贈
られました。

　次に、メイラ前理事長に中川忠
昭富山県議会議長から高岡の工芸
品「おりん」を現代風にアレンジし
た「アストロリン」が贈られました。

　また、上記に加え湾クラブ役員、湾クラブメンバー、歓迎晩餐会出席の来賓には、富山県の工芸品の魅力や脱
プラスチックを目指した県内企業の取組みをアピールする記念品などが贈られました。

伝統的工芸品「井波彫刻」の置物ブジョルド理事長への記念品贈呈

㈱山口久乗 アストロリンメイラ前理事長への記念品贈呈

湾クラブ役員

①井波彫刻置物
②オリジナルフレーム切手（総会開催記念）
③環境に優しい「MAPKA」の和食器
④タンブラー

湾クラブ一般参加者 歓迎晩餐会出席の来賓

①オリジナルフレーム切手（総会開催記念）
②環境に優しい「MAPKA」の和食器

総会期間中にマイボトルとして活用で
きるオリジナルタンブラーオリジナルフレーム切手（総会開催記念）

環境にやさしい「MAPKA」の和食器

㈱能作 立山のぐい吞
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③オリジナルフレーム切手（総会開催記念）
④環境に優しい「MAPKA」の和食器
⑤タンブラー
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乾杯挨拶　永原美しい富山湾クラブ会長富山の地酒での鏡開き

　越中五箇山麦屋節保存会による「麦屋節」を披露。男性の勇壮な笠踊りと、女性の優美な手踊りを楽しみ
ました。

　越中五箇山こきりこ唄保存会による「こきりこ節」を披露。鑑賞後には、演者が「ささら」を持って会場を回り、
参加者は「ささら」体験を楽しみました。

アトラクション　こきりこ

アトラクション　麦屋節

湾クラブ役員、中川忠昭富山県議会議長、永原功美しい富山湾クラブ会長、髙木繁雄（公社）とやま観光推進
機構会長、沿岸市町長らは、世界総会開催記念法被を着用し、鏡開きを行いました。その後、美しい富山湾クラブ
の永原会長より乾杯の挨拶があり、会場では富山の地酒が振る舞われました。

鏡開き・乾杯
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　越中五箇山麦屋節保存会による「麦屋節」を披露。男性の勇壮な笠踊りと、女性の優美な手踊りを楽しみ
ました。

　越中五箇山こきりこ唄保存会による「こきりこ節」を披露。鑑賞後には、演者が「ささら」を持って会場を回り、
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湾クラブ役員、中川忠昭富山県議会議長、永原功美しい富山湾クラブ会長、髙木繁雄（公社）とやま観光推進
機構会長、沿岸市町長らは、世界総会開催記念法被を着用し、鏡開きを行いました。その後、美しい富山湾クラブ
の永原会長より乾杯の挨拶があり、会場では富山の地酒が振る舞われました。

鏡開き・乾杯

15th World Congress
in TOYAMA
The Most Beautiful Bays
in the World

October 16-20, 2019

鏡開き・乾杯・アトラクション

男性演者による笠踊り 女性演者による手踊り
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閉会挨拶　高岡市長 髙橋 正樹氏

〔松島湾〕
松島町産業観光課長 安土　哲氏（松島町長代理）
　

〔京都宮津湾・伊根湾〕
宮津市長 城﨑 雅文氏

〔駿河湾〕
 静岡県交通基盤部理事 杉山 雄二氏（静岡県知事代理）

〔九十九島湾〕
佐世保市副市長 田中 英隆氏（佐世保市長代理）

　世界で最も美しい湾クラブ国内加盟湾の皆様よりメッセージをいただきました。

明日からは、グループディスカッションや富山宣言の採
択、記念行事、県内視察など多彩な事業が行われます。こ
の大会を通じて、大会の開催テーマであります「未来への
展望～沿岸域の持続可能な発展のための環境保全～」に
ついて、充実した意見交換がなされることを期待しており
ます。
また、明日は、私が市長を務めております高岡市で、昼
食交流会や雨晴海岸の視察にお越しいただきますが、そ
の他に、富山湾沿岸でのイベントや、県内5コースのエクス
カーションが組まれております。参加の皆様には、富山湾
の豊かさ美しさを知っていただくとともに、富山県内各地
の魅力を楽しんでいただければと存じます。
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in the World
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メッセージ
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　カニやブリ、シロエビ、甘エビ、ホタルイカなど富山湾の味覚はもちろん、県産野菜や果物など、富山ならでは
の素材を使ったメニューで、「美味しい富山」をアピールしました。県内の各酒蔵の地酒も多数取り揃え、グラス
片手に談笑し合う光景が見られました。

前　菜

御　椀

御造り

焼　物

温　物

留　肴

食　事

香　物

留　椀

水菓子

富山湾漁白海老マリネ風
富山湾漁蛍烏賊沖漬け　富山湾漁烏賊黒作り
富山名産鱒寿司　富山湾漁梅貝生姜煮　鼈甲
富山湾漁幻魚煮付け　富山名産昆布巻蒲鉾　紅葉麩

富山湾漁甘海老真丈　清汁仕立て
占地　つる菜　柚子

平目昆布〆　梶木鮪　西梅貝
あしらい一式

朴葉包み焼
富山湾漁女鯛塩焼き　氷見産牛炙り　五箇山豆腐
県産椎茸　青唐　葱味噌

県産赤むすび富山湾漁白海老味噌包み　白海老餡
上市産里芋　県産舞茸　銀杏　むかご

富山湾漁若鰤竜田揚げ
砺波産玉葱　県産茄子　水菜

富山湾漁紅ずわい蟹と茸御飯

三種盛合せ

立山味噌仕立て
富山湾漁ニギスつみれ　県産大根・人参

ブルーベリー　呉羽梨　県産巨峰
薩摩芋プリン

〔料理〕
富山の地酒

ワイン

ビール

満寿泉 純米吟醸 ひやおろし
羽根屋 純米酒 NEXT
吉乃友 純米吟醸生原酒 富の香
福鶴 風の盆山廃本醸造 ひやおろし
玉旭 純米酒 ひやおろし
黒部峡 吟醸原酒赤ラベル
幻の瀧 純米吟醸 ひやおろし
銀盤 特別純米酒 ひやおろし
北洋 吟醸袋吊 生原酒
千代鶴 純米吟醸
勝駒 純米酒
曙 純米酒 大漁旗
玄 純米プラチナ
太刀山 純米吟醸
若駒 純米酒ひやおろし
成政 純米スパークリング
三笑楽 純米酒富山県

ホーライサンワイナリー　山ワイン 赤・白
セイズファーム 赤・白

宇奈月ビール
城端ビール

〔お酒〕

歓談 歴代湾クラブ理事長と石井知事との記念撮影

歓談・会食

富山県酒造組合によるお酒の提供 富山の地酒で乾杯
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料理とお酒・歓談・会食
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