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富山宣言

We, members of the Most Beautiful Bays in the World Association, representing 29 bays from 15 
different countries, gathered in General Assembly between October 16 and October 20, 2019, in 
Toyama, Japan, for the 15th World Congress of our organization;

・ Acknowledging the holding of this congress for the first time in Japan, and confirming the 
privileged place occupied by the Bay of Toyama, with its Japanese sister bays, within our 
organization, as well as the important role they are led to play, with bays from other regions 
of the world, in facing the current challenges of our living environments;

・ Commending the generous contribution of Toyama Prefecture to this event, the sustained 
efforts of its people to preserve its natural beauty and recognizing Toyama Prefecture’s 
efforts as a leader in environmental conservation and energy in the Pacific Northwest region 
towards the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs); 

・ Reaffirming our commitment to multilateral exchanges, transfer of experience and expertise, 
as well as social, cultural, sporting, commercial and industrial exchanges between our 
populations; 

・ Reaffirming our commitment to the fundamental principles of sustainable development in 
order to promote the preservation or improvement of the environmental and protective 
conditions of each member bay; 

・ Reaffirming our willingness to provide access to research and scientific studies that will 
enable us to achieve the objectives of their preservation and touristic, economic and social 
development; 

・ Confirming our willingness to act, in constant active solidarity, as a facilitator, resource and 
disseminator for our member bays on the basis of a local, national and international 
recognition that allow us to use public forums to express our views on issues of concerns;

We declare, in the continuity of the reflections, ideas and wishes that we have expressed together, 
that we have agreed, at the conclusion of this 15th World Congress, to devote our energies, and to 
commit ourselves, as far as possible, to prioritizing the following areas of development:

a. Strengthening communications between each member and the organization's governance, in 
particular by encouraging the emergence of mobilizing projects such as an international day 
of bays for the environment and by encouraging the emergence of North-South partnership 
projects as well as the exchange of expertise between each member;

b. Fulfilling its role on the international scene and strengthening its participation in international 
forums in line with the fundamental principles and criteria that have founded the 
organization, with priority given to sustainable development;

c. Consolidating its international status by promoting the development of financial partnerships 
with international public organizations and private organizations whose objectives are 
compatible with the organization's criteria.

Toyama, October 18, 2019

Toyama Declaration
Preamble
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アトラクション
オペラ歌手による「越中万葉物語『家持紀行』」

開会挨拶

湾クラブ役員挨拶

乾杯挨拶
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伝統工芸実演1　シマタニ昇龍工房

伝統工芸実演2　川原製作所
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富山県知事 石井 隆一

世界で最も美しい湾クラブ次期理事長 ルイ・テボ氏

美しい富山湾クラブ会長 永原　功氏

魚津市長 村椿　晃氏
氷見市長 林　正之氏
ピエール・ボードリー氏

伝統工芸体験

富山商工会議所会頭 髙木 繁雄氏
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開催概要

日時： 10月18日（金）　18:50～21:15
会場： ANAクラウンプラザホテル富山 3F 鳳
主催： 富山商工会議所、富山県
参加者数： 119名
食事形式： 着席、ビュッフェ、屋台
司会： 田島 悠紀子（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）
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湾クラブ役員挨拶　世界で最も美しい湾クラブ次期理事長 ルイ・テボ氏

開会挨拶　富山県知事 石井 隆一
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アトラクション・挨拶

10月18日の夕食交流会は、万葉衣装に身を包んだ、テノール歌手の澤武紀行氏とメゾソプラノ歌手の高野百
合絵氏らの登場で幕を開けました。越中国守であった大伴家持が詠った美しい富山湾や高志（越）の国の世界観
を表現したオペラ、「越中万葉物語『家持紀行』」が披露されました。

アトラクション　オペラ歌手による「越中万葉物語『家持紀行』」

オペラ歌手の澤武氏と高野氏

石井知事は「富山宣言」の採択に向けご尽力いただいた皆
様に心から敬意を表するとともに、宣言を契機として、県と
してもこれまで以上に、環境保全と観光振興の両立、加盟湾
の皆様との一層の連携強化を図っていこうと、決意を述べ
ました。

ルイ・テボ次期理事長から挨拶があり、生物多様性や環境
保全に取り組むにあたり、湾において直接環境の変化を実
感する人々の悩みを聞き、分かち合うこと、クラブとして、湾
の経験について交流すること、自ら行動することが大切であ
るとお話されました。

スクリーンに英訳した大伴家持の和歌を投影
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挨拶
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挨拶

永原功美しい富山湾クラブ会長による乾杯の挨拶の後、村椿晃魚津市長と林正之氷見市長から挨拶があり、
それぞれPR動画を上映し、様々な富山の魅力を紹介しました。また、富山湾が世界で最も美しい湾クラブに加
盟するきっかけを作ったピエール・ボードリー氏からも挨拶がありました。閉会時には、髙木繁雄富山商工会議
所会頭から挨拶がありました。

村椿魚津市長 林氷見市長

閉会挨拶　髙木富山商工会議所会頭

ボードリー氏乾杯挨拶　永原美しい富山湾クラブ会長
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兜武者姿はボダード事務局長ビュッフェスタイルの食事 髙木会頭とボダード事務局長

歓談・会食

伝統工芸実演・歓談・会食

シマタニ昇龍工房の島
谷好徳氏より、高岡銅器の
紹介やおりんの調音作業
の実演が行われました。調
音前と調音後の音の響き
の違いを問う聞き分けクイ
ズでは、参加者は真剣に耳
を傾けていました。
実演後は、体験コーナー
を設け、多くの参加者がす
ずがみ作りを体験しました。

川原製作所の川原隆邦
氏より、和紙の原材料であ
る楮やトロロアオイの紹介
や、加工工程の実演が行わ
れました。美しい青色の手
漉き和紙も披露され、多く
の参加者がステージ前に
集まっていました。実演後
は、多くの参加者が和紙に
木版画の手刷りをして、立
山之護符を制作体験しま
した。

伝統工芸実演1　シマタニ昇龍工房

おりんの調音作業を紹介（島谷氏） おりんの聞き分けクイズに参加

体験中の石井知事とボテルホ副書記長 多くの参加者がすずがみ作りを体験

川原氏の説明を熱心に聞く参加者

立山之護符（ユーン副会計とグル書記長夫人）

伝統工芸実演2　川原製作所

湾クラブ総会用に制作された手漉き和紙

木版画の手刷り体験
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おもてなしメニュー

会場には、ビュッフェ料理に加え、富山湾沿岸9市町、富山商工会議所、富山県の屋台が並びました。地元なら
ではの自慢の味を紹介し、富山の「食」の魅力を伝えました。

富山市

ます寿し

高岡市

高岡流お好み焼きととまる

射水市

白えび（刺身、唐揚げ）

魚津市

魚津バイ飯、ゲンゲの唐揚げ

氷見市

氷見うどん（温）

滑川市

ホタルイカの天ぷら

黒部市

まきばの風スイーツ ジェラート、シフォンケーキ
パウンドケーキ、プリン

入善町

深層水仕込カキ（蒸し牡蠣）

朝日町

みそかんぱ、バタバタ茶、黒部峡（日本酒）

富山商工会議所

細工かまぼこ

富山県

富山湾鮨
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