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避暑地などの夏の思い出にまつわる作品は楽曲にも映画にも
たけ うち
数多くある。僕の好みで勝手にあげてみるのだが、例えば竹内ま
りやの「グッドバイ・サマーブリーズ」は名作だと思う。大好きな
まつとう や ゆ み
曲の一つだ。松任谷由実の「真夏の夜の夢」の場合にはテキーラみ
お だ かずまさ
たいなキスというフレーズにやられてしまった。小田和正が歌う
「真夏の恋」の恋心も切なさが深いと思う。サザンオールスターズ
の名曲「夏の日のドラマ」もありがちな季節限定の恋心を軽めの
タッチでメロディアスに歌う。若い人は誰も知らないと思うが、
「避暑地の恋」というチェリッシュのヒット曲もあったよね。
映画で言えば、何と言っても「太陽がいっぱい」の全編にわた
るイタリアの輝ける海の美しさがまさに名シーンだと思う。古
いアメリカの映画で「避暑地の出来事」というのもあったな。な
によりも僕が名作中の名作だと思うニコラス・スパークス原作
の映画「きみに読む物語」も避暑地の出会いからラブストー
リーが始まる構成となっている。ちなみにこの「きみに読む物
語」は全ての人に薦めたい傑作映画である。観たことのない人
ぜ ひ
は是非ともこの機会に鑑賞してほしいと思う。
もちろん僕自身には、
「避暑地の恋」も「真夏の夜の夢」も縁が
なく経験も記憶もないけれど、
「太陽がいっぱい」な海の思い出
は幾つもある。本稿では、数多くある海の思い出の中から１０代
ぼうけんだん

前半の少年時代の小冒険譚を紹介してみたいと思う。
輪島市内、とは言え、市中心部から海岸線を東に向かって２０
そ そ ぎ
キロくらい車を走らせる位置にある曽々 木 海岸がその舞台。
曽々木海岸と言ってもおそらく誰も知らない地名だと思う。で

富山市長 森

雅志

「太陽がいっぱい」
津幡駅から輪島駅まで七尾線で移動した。子どもだけの小旅行
なのだから当然のことだが、すべて各駅停車の旅だった。何時
間ほどの旅程だったのかは覚えていないが、とにかく輪島駅に
たどり着いた。そこから目的地の曽々木海岸まではバスによる
き ちん やど
移動であった。海岸沿いにあったほとんど木賃宿のような簡易
き れい
な旅館に泊めてもらった記憶がある。透明度の高い綺麗な海で
泳いで翌日には帰ってきた。滞在時間より移動時間の方が長い
め ちゃ く ちゃ
という滅茶苦茶な海水浴だったのである。面白いのは翌年も同
じ旅程で出かけたことである。何がそうさせたのかは分からな
いけれど、綺麗な海の魅力だけじゃなく移動そのものが面白
かったのだと思う。中学生だけで夏休みにチョットした冒険の
旅に出たということだ。痩せて坊主頭だった思春期の記憶であ
る。もっとも、最初の年に出会った一人の少女の面影が₂年目
につながったという側面を否定はできないのだけれども…。さ
あぶ
らに言うと、中学生の₃年間毎年氷見の虻が島にも通った。こ
れも鉄道とバスの旅だった。よせばいいのに島から泳いで帰ろ
うと思いたち、途中でおぼれそうになったこともあった。これ
もまた思春期の酸っぱい記憶。
もちろんアラン・ドロンの「太陽がいっぱい」とは比ぶべくも
ないけれど、自分の中ではいつまでも色あせない「太陽がいっ
ぱい」な貴重な夏の思い出なのである。
書き出しのトーンの割にはつまらないエッセイになってし
まったが、加齢にあわせながらも、いつまでもロマンを忘れな
いことが大切だと言いたかったのである。思えば本稿が広報に
掲載されてお盆が来たなら、僕も６６歳になることとなる。いつ

も、僕には懐かしい場所なのである。
   中学₁年生の夏休みのことだ、何かの雑誌で曽々木海岸の風
までも若さを発信できる６６歳でいたいものだと思う。お互いに
景を見て無性に行ってみたくなった僕は近所の友人₂人を
良い夏となりますように祈る次第。
（くれぐれも熱中症にご注
誘って出かけたのだった。呉羽駅から津幡駅まで北陸線に乗り、 意召されますように。）
TOYAMA キラリ

図書館本館のイベント
本を通じた青年同士の交流の場に参加してみませんか。
もりさわあき お

課題本

森沢明夫

著

『夏美のホタル』
（角川文庫）㈱KADOKAWA
しん ご

なつ み

写真家志望の大学生・慎吾と彼女の夏美
は、山里でヤスばあちゃんと息子の”地蔵
さん” に出会う。彼らとの交流を通して、
誰かを想うこと、誰かの幸せを願うこと
を描いた切なくあたたかい物語。
日時／₈月23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／₈月21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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図書館本館（西町） ☎461－3200
http://www.library.toyama.toyama.jp/

おおきなおはなしポケット
絵本の読み聞かせとフェルトシアター「三枚の
お札」を行います。
日時／₈月25日㈯ [午前の部]10：30～11：15
[午後の部]14：00～14：45
対象／₃歳以上 ※費用・申込不要。
はじめての起業・創業セミナー

「わたしらしいはたらきかたはじめよう。
」
テーマ／ SNSの活用で認知度アップ
日時／₉月₂日㈰14：00～16：00
まえ だ たかゆき

講師／前田崇之さん
（BASE㈱マーケットディベロップメント）
対象／創業や起業をお考えの方、創業して間もない方 など
定員／100人（申込順） 費用／無料
申込方法／₈月30日㈭までに、
電話で、
（公財）富山県新世
紀産業機構内富山県よろず支援拠点
（☎444－5605）
へ。
ホームページ（http://www.tonio.or.jp/semi/20180902-y/）
から申し込むこともできます。

ふるさと富山美化大作戦

県民一斉防災訓練

シェイクアウトとやま
9 月 1 日は防災の日です。
市では県と合同で、
地震発生直
後の安全確保行動を身につけるための訓練を実施します。
じっと し て

隠れて

しゃが ん で

訓練
内容

！！

！！

！！

実施期間／₉月₅日㈬10：00～
※防災週間
（₈月30日㈭～₉月₅日㈬）
に実施も可。
実施場所・内容／各自の自宅・学校・職場で、
₃つの安全確
保行動を実施してください。
※訓練に参加いただける方は、訓練への参加登録をお願
いします。詳細は、富山県防災・危機管理課へ問い合わ
せてください。
ヤ

フ

ー

※
「Yahoo! 防 災 速 報」登 録 者 や、
「富 山 市 の 防 災 情 報
ツイッター
「Twitter アラート」の設定をしてい
Twitter」において
る方には、
同日同時刻に訓練通知を配信します。
防災対策課 ☎４４３－２１20
富山県防災・危機管理課 ☎４４4－3187

駅ナカ deクールシェア !
日時

₈月18日㈯10：00～16：00

場所

富山駅南北自由通路 ※費用・申込不要。

日時

₈月19日㈰₇：００～₉：００

※小雨決行。

全国に誇れる美しいまち
「ふるさと富山」を目指し、
市内全域で一斉に美化清掃活動を行います。皆さんも、
ぜひ参加してください。
各校区
（地区）での清掃活動のほか、市内に重点清掃
場所を設けて実施します。
重点清掃場所
富山地域

富山駅周辺、
中心市街地

大沢野地域

猿倉山森林公園芝生広場

大山地域

県道富山上滝立山線
（地方鉄道上滝駅周辺～大川寺駅間）

八尾地域

越中八尾駅から八尾地区市街地への幹線道路

婦中地域

速星駅周辺、国道３５９号線、県道婦中・平岡線、
速星停車場線

山田地域

山田中核型地区センター、
山田公民館周辺

細入地域

国道41号線沿線、細入中核型地区センター周辺

生活安全交通課

クールシェアとは？

みんなで１つの場所に集まる
ことで、エアコンなどのエネル
ギー消費を減らし、地球温暖化
を防止するクールチョイスのひ
とつです。

チームとやましメンバー募集中

・エコグッズが当たる！

地球温暖化防止に取り組む

コンパスのエコじゃんけん大会

内容

「チームとやまし」のメンバーを
募集しています。

・シュッとひと吹き冷感！
アロマミスト作り

メ ン バ ー 登 録 な ど 詳 細 は、

コンパス

ホームページ
（http://www.team-

・地球温暖化VR
（バーチャル・リアリティ）映像体験

toyama.jp/）
をご覧ください。

・ガラスのトンボ玉アクセサリー制作体験
・あいの風とやま鉄道模型展示

環境政策課

みんなで１つの場所に集まり、
エネルギー消費を減らす取り組み
「クール〇〇〇」
を始めてみませんか。

○〇○に入る文字は？

答「クール〇〇〇」

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▶₈月17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 ₃

☎４４３－２０５２

前月の応募総数225件（正解数219件）

☎443－2053

今月の
放送日

₈月19日㈰１1：4５～

放送局

KNB 北日本放送
（₁ch）

テーマ 「人と環境にやさしいまち 未来都市とやま」
地球環境を守るため、
身近な
暮らしの中で私たちができる
こと、
市の取り組みについて紹
介します。
緑のカーテン▶

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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