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いよいよ 4 月だ。
進学する人、
社会人になる人、
そういう多く
の人の新しい日々が始まる。
そして家族と一緒に暮らして来た
日々から巣立ち、一人暮らしを始めるという学生もまた多い。
親元を離れ、遠くの地で新生活をスタートする。彼らが新生活
に向けて希望や期待を胸いっぱいに抱いているであろうこと
は容易に想像がつく。力強く巣立っていくがよい。人生の先輩
として、
君たちの青春真っただ中でのスタートを心から応援し
激励したい気持ちでいっぱいだ。
頑張って欲しい。
一方、新天地での暮らしに、何よりも初めての一人暮らしに臨ん
で、少しばかりの不安を抱いている人もいるだろう。若い頃の僕も
そうだった。その不安を少しでも和らげてもらえたらという思い
から、僕自身の一人暮らしを初めた頃の記憶をたどってみたい。
僕が初めて親元を離れ、一人暮らしを始めたのは、大学に入学
するために上京した時である。小田急線の経堂駅から徒歩１５分と
いう立地の、まかない付きの下宿屋が東京暮らしのスタートで
あった。当時、列車に乗る駅で荷物を預けて到着地の駅でその荷
物を受け取るという「チッキ」というサービスが国鉄にあったの
だが、その「チッキ」で布団や衣類を送ったと記憶している。そし
て四畳半での生活に必要な品物を駅前の雑貨屋と電気店で調達
したのだった。その時に調達したものの中に陶器のコーヒーカッ
プがあるのだが、実はこのカップを今も使い続けている。昭和４６
年の ４ 月に買ったものなのだから、もう４７年間も使っていること
こわ
になる。よくぞ毀れずに今日まで使用に耐えてきたものだ。おか
げでこのカップが時々東京での青春時代の記憶を思い出させて
くれる。僕にとってはこれからも大切にしたい宝物なのである。
さて、まかない付きの下宿なのだから朝夕の食事は何とか
なったものの、
当初は共用のトイレや洗濯機の使用に面食らっ

富山市長 森

雅志

ひとり暮らし初めの思い出
た記憶がある。
そもそも自宅でトイレの掃除をしたことなどな
く、
自分の下着の洗濯さえしたことがなかったのだから共用シ
ステムについていけないのも無理がない。
そして銭湯について
の苦い思い出もある。
下宿のおばさんから銭湯までの道筋を聞
いていたのだが、
どう歩いて探しても見つからず ３ 日間ほど汗
臭い体で過ごしていた。
（何をしてるのやら？）
。やっと見つけ
にら
た銭湯で番台に座っている女性から睨まれた気がして気後れ
をした記憶がある。その日が僕の銭湯デビューだったのだが、
まずはかけ湯をしてからお湯に入ることを学んだ日となった。
僕の一人暮らしの始まりはそんな体たらくだったのだ。
当時はコンビニなどあるはずもなく、携帯どころか黒いダイヤ
ル式電話機も下宿にないのだから、今とは大違いの暮らし方だっ
た。実家に電話をするには、駅前などにある赤電話のうえに何枚
もの十円玉を置き、一枚ずつ料金投入口に入れながら話すという
やり方だった。友人とどこかで待ち合わせる際など、３０分過ぎて
も相手が来ないと待ちぼうけに腹を立てるどころか不安に襲わ
えきとう
れていた。各駅頭には黒板があって待ち人に向けて伝言を書いて
なんじゅう
いたものだ。僕はなかなか富山弁がぬけず難渋したこともあった。
それでもあっという間に慣れ、新しい友人ができ、従前から
の友人を含め友情を深め、
青臭い恋愛もし、
いろんな経験をし、
チョットだけ社会を知り、
充実した青春時代を過ごすことがで
きた。それは輝く若さがあったからである。これから一人暮ら
くら
しを始めるみんなにも目が眩むほどの輝く若さがある。
その若
ひら
さで乗り切り、
未来を拓いていって欲しい。
ただ、
故郷で君たちを見守っている人がいることも忘れない
で欲しいと思う。
春、４ 月、
巣立ちの時だ。

図書館のイベント
今月は、30分繰り下げて開催します。仕事帰りに参加してみませんか。
か とう ち え

課題本

加 藤千恵

著

『点をつなぐ』
（ハルキ文庫）

28歳の
「みのり」は、故郷を離れて東
京で働いている。仕事や恋愛に悩みな
がらも、
「点」をつなぐように選択を重
ねていく女性のリアルな心情描写が
胸を打つお仕事小説です。
日時／₄月26日㈭19：00～20：45
場所／ CiC₃階 会議室
（新富町一丁目）
定員／30人程度
（申込順）
対象／おおむね２０～４０歳で、市内在住か、市内で勤務・活動
している方
費用／無料
（課題本の購入は自己負担）
申込方法／₄月24日㈫までに、ホームページからメンバー登
録を経て申し込んでください。
ホームページから申し込みで
きない場合は、男女参画・市民協働課に問い合わせてくださ
い
（メンバー登録用紙をお送りします）
。
男女参画・市民協働課 ☎４４３－２０５１
https://www.toyama-tsukiichi-dokugakubu.jp
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４ 月23日～5 月12日はこどもの読書週間

おはなしワールド
各図書館で、読み聞かせやパネルシアターなどを
行います。※費用・申込不要。
［図書館本館］
₄月27日㈮10：30～11：10
※その他の図書館については、ホームページをご覧
いただくか、各館に問い合わせてください。

ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだ後、
ぬいぐるみは図書館にお泊まりします。
夜の図書館で過ごすぬいぐるみたちの様子を写
した写真をプレゼントします。※費用無料。
日時／₄月28日㈯15：00～15：30（受付14：15～）
対象／ 3 歳以上の子どもとその保護者
定員／30組（申込順） 持ち物／ぬいぐるみ（ 1 体）
申込方法／ 4 月26日㈭までに、電話、Eメール（件名：
ぬいぐるみのおとまり会申し込み）または直接、
氏名、電話番号を、
図書館本館へ。
図書館本館（西町） ☎461－3200
Ｅ tosyokan-01@city.toyama.lg.jp
http://www.library.toyama.toyama.jp/
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AMAZING TOYAMA 写真部

第 4 期 部員募集
世界で活躍する写真家テラウチマサトさん
（富山市出身、
市政策参与）
が講師を務める写真部で、
心を捉える写真を通じて富山市の魅力を発見・
発信しませんか。

活動内容

活動スケジュール
開催日

・テラウチさんから撮影の基礎を学び、
課題を受けて各自撮影を

コース

します
（課題例：
「自慢したい富山」
など）
。

第₁回

₅月19日㈯

※テラウチさんが来られない回もあります。

第₂回

₆月₉日㈯

第₃回

₇月15日㈰

第₄回

₈月12日㈰

第₅回

9月頃

第₆回

11月頃

第₇回

12月頃

第８回

₁月頃

・写真展やフォトブック、
ポスター、
SNSなどを通じて富山市の
魅力を多くの人に伝えます。
・写真の展示やワークショップなどを行う「フォトフェスティバル
（フォトキト）」に参加します。

時間・内容など

合同

14：00～17：00

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

合同

大撮影会

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

フォトフェスティバル（フォトキト）

Ａコース

10：00～13：00

Ｂコース

14：30～17：30

合同／時間未定

※会場は、
市民プラザ、
ガラス美術館、
富山国際会議場
などを予定しています。

費用

対象者
・写真が好きで、富山市の魅力をより多くの人に発信したい方
・全ての回
（全 ８ 回）
に参加できる方
※カメラの技術は問いません。
募集定員
Ａ（午前の部）
・Ｂ（午後の部）の各コース15人（応募多数の場合抽選）
※継続の部員と合わせて各コース約60人の部員で活動します。

［問い合わせ・申し込み先］広報課
リサイクルにご協力をお願い
します！環境センターオリジナ
ルキャラクターの名前は？

〇〇〇に入る言葉は？

答 ○○○ーくん

ハガキかＥメールで、答と郵便番号、住所、氏名、年齢、連
絡先
（電話番号かメールアドレス）
と
「広報クイズ応募」と書
いて、広報課（〒９３０－８５１０ 新桜町 7 －38）
へ (₁人₁通 )。
広報とやまに対する意見・感想もお待ちしております。
締め切り▶₄月13日㈮（必着） Ｅ kouhou-01@city.toyama.lg.jp
賞
品▶５００円分の図書カード
（抽選で₅人）
当選発表▶賞品の発送で代えさせていただきます。
前月の答え レール

前月の応募総数276件（正解数274件）

5,000円（テキスト代など）

申込方法
₄月23日㈪（必着）までに、Ｅメール（またはハガキ）、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、職業、カメラ歴、
自己ＰＲ、
Ｅメールアドレス、
希望コース
（Ａ、
Ｂ）
を、
広報課（〒930
－8510 新桜町₇－38）へ。

☎ 443－2018

Ｅ

amazing@city.toyama.toyama.jp

今月の
放送日

₄月29日㈷１1：4５～

放送局

KNB 北日本放送
（ １ ch）

テーマ「平成30年度予算～人・まち・自然が調和する
活力都市とやまの実現を目指して～」
平成30年度予算について、
活力あふれる富山を目指し
て市が進める取り組みを紹
介します。
市ホームページ（まちづくり・市政⇒インフォメーション⇒とやま情報局）
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