
「平成の大修理」によって壮麗な姿によみがえった重要文化財・勝興寺。
その魅力を広く伝えるとともに、勝興寺を地域のために生かし、後世に継承していくため、

今後、勝興寺を核としたまちづくりを担う人材が不可欠です。
今回は、勝興寺やその周辺を舞台に活躍している皆さんにインタビューしました。

　

文
化
財
保
護
活
用
課
☎
⑳
１
４
５
３ 

FAX
⑳
１
６
４
４

　

　普段は勝興寺を中心に、雨晴・吉久など近隣地域の
観光ガイドをしています。地元の人が勝興寺に親しみ
をもってくれ、日常生活に近いものになっていけるよ
うなご案内をしたいと思っています。
　さらに「文化財は地元の私たちが守る！」という心
意気で、まずは自分たち自身が楽しんで、盛り上がっ
ていけるまちにしたいです。そうすると、遊びにきた
お客さんも、同じように楽しんでくれるはず。

観光ボランティアガイド
比奈の会 金子榮子さん

国分寺の仏像調査結果
についての勉強会▼

ふるこはんフェス 音楽法要の様子（令和元年度）
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　我々にとっての勝興寺は、４００年以上も
浄土真宗の教えが脈々と伝えられてきたシン
ボル。ふるこはんフェス※を通して、僧侶を
身近に感じてもらえたのでは。若者をはじめ
全世代に向けた、我々なりの新しいやり方を
模索していきたいです。

　お寺離れという言葉をよく耳にする現代。本
当に仏教が求められているのかと感じることも
ありました。しかし、ふるこはんフェス※での
音楽法要で、地元の皆さんと一体感が生まれる
なか、改めて自分たちの自信と誇りを見つめ直
すことができたと思います。

　もともと移動販売をしていて、東京・名古屋な
ど全国を回っていました。そのうち、生まれ育っ
たこの地でも何かやりたいという気持ちが生ま
れ、おべんとうカフェを勝興寺の参道沿いにオー
プン。培った人脈を生かし、ふるこはんフェス※

では、飲食ブース集めに関わりました。
　伏木は空き家が多いことが問題になっていま
す。空き家と、私のように小さなお店をやりたい
という人をマッチングできたら、いろいろなお店
を歩いて回れて楽しいかな、と想像しています。

勝興寺の歴史や数ある伽
がらん

藍の特徴、宝物の紹
介など、勝興寺の奥深い魅力を知ることがで
きる音声ガイドが新たに登場しました。ぜひ
参拝の際に利用してみてはいかがですか。

　午前９時～午後３時３０分
　拝観受付
　１台５００円
　日本語、英語、中国語

浄土真宗本願寺派高岡教区寺族青年会
鸞
らんしょうかい

翔 会 耳浦康真さん

鸞翔会 公文名智さん

※ふるこはんフェス…よみがえった勝興寺に多くの人に訪れてほしい、もっと地域に開かれたお寺にしたい、そんな思いからスタート
したイベント。坊主café、音楽法要、フード＆クラフトマーケット、コンサートなどの企画がこれまでに３回開催されました。

  （昨年はオンライン開催）

知りたいポイントで、
番号を入力して解説を
聞こう！写真なども見
ることができるよ。

ふしき坂ノ上ヴィレッジ
にじのこや 牧野友香さん
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　万葉歴史館「常設展示室」が
「万葉体感エリア」へ生まれ変わります

のプロジェクションマッピング！

　高岡関野神社の春季例大祭で、高岡の金工・漆
工などの優れた工芸技術が施された御車山が、お
祓
はら

いの神事を行った後、市内中心部を巡行します。
　今年は、御車山会館での木舟町の山

や ま

車の展示入
れ替えやお囃

は や し

子の演奏を行うほか、小
こ ん ま だ し

馬出町の山
車を会館から出し、町内まで曳

ひ

く予定です。

　二上射水神社の春季例大祭の日に祭壇として築
山が築かれ、儀式を行い３基の神

み こ し

輿が巡行します。
天上から築山に神を迎えることは、古代信仰の本
義で、祭儀が終わると築山は直ちに解体されます。
これは遅れると神様が荒れるためとされています。
　今年は、築山の組み立てと儀式を行う予定です。

　昼は美しい花傘を広げた花
は な や ま

山車で町を練り歩き、
夜は提

ち ょ う ち ん や ま

灯山車に姿を変えて「かっちゃ」とよばれ
る山車同士のぶつかり合いを繰り広げる、勇壮な
祭りです。
　今年は、従事者などの感染防止対策を講じたう
えで「かっちゃ」を行う予定です。

　コロナ禍において、昨年は各地の祭礼・年中行事の多くが中止を余儀なくされ、その保存・
継承が危惧されています。今年度、高岡市では、各地区での新型コロナウイルス感染拡大防止
対策をはじめ、大切な祭礼を守るための取り組みを後押ししていきます。

問合先　文化財保護活用課☎２０‐１４５３ FAX ２０‐１６４４

高岡関野神社の拝殿

伏木神社の拝殿

二上射水神社の拝殿

氣多神社の拝殿

５月１日

５月１５日

４月２３日

４月１８日

　氣多神社の春季例大祭で、越中総社としての
神
み こ し と ぎ ょ

輿渡御を行い、社殿前にて獅子舞が奉納されま
す。行

ぎょうどう

道形式の古い形を残した獅子舞で、にらん
だ観客の厄を払うといわれています。
　今年は春に神事と神輿渡御を行い、にらみ獅子
を奉納し、秋に町内で祭礼獅子舞を行う予定です。

※今年度は、祭礼行事の保存・継承を最優先として実施するものであり、観光誘客は行いません。新型コロナウ
イルス感染防止対策のため、観覧が規制されます。ケーブルテレビやYouTubeでの配信をお楽しみください。
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　万葉歴史館「常設展示室」が
「万葉体感エリア」へ生まれ変わります

美しく咲くかたかごをお見逃しなく

『ハリー・ポッター』新装版（静山社）
『魔女の宅急便』３巻～（福音館書店）
『アーヤと魔女』（徳間書店）

４月２日㈮リニューアルオープン

高岡市出身の挿絵画家　
佐竹美保さんによる描き下ろし

９月下旬には企画展示室がリニューアル
オープンする予定です。お楽しみに！

見どころ！

佐竹さんの挿絵が見られる代表作品

のプロジェクションマッピング！大迫力
　万葉歴史館は令和２～３年度にかけて、常設展示室と企画展示室を改修
中。まずは「常設展示室」が「万葉体感エリア」として生まれ変わります。
　「万葉体感エリア」では、大伴家持が越中へ赴任した際に詠んだ歌と、
高岡の四季折々の自然の美しさが、３方向の大型スクリーンにプロジェク
ションマッピングで映し出されます。包み込まれるような映像で、万葉の
世界を体感できます。
※新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止のため、入場を制限する場合
があります。

※４月２日㈮午前１０時３０分からのセレモニー終了後、上映を開始します。
問合先　文化創造課☎２０－１４５２　２０－１６４４、
　　　　万葉歴史館☎４４－５５１１

万葉歌の情景を描いた美しい挿絵をお楽しみ
ください。

FAX

春の特別企画展「かたかご繚
りょうらん

乱」

大伴家持の歌に詠まれた花「かた
かご」を題材とし、館蔵品を中心
に展示します。

▲切り絵　色紙
４月１日㈭～６月７日㈪
の午前９時～午後６時

火曜日（祝日の場合は翌日）
※５月４日㈫は開館、６日㈭は休館
一般３００円、６５歳以上２４０円、
中学生以下無料

と　き

休館日

料　金

（入館は午後５時１５分まで）

市の花にもなっている「かたかご（かたくり）」は、
紫がかったピンク色の花びらが可憐な花です。今年は
四季の庭（春の庭）で、３月１０日に開花しました。
春の庭のかたかごは、４月初旬頃まで咲きます。ぜひ
ご覧ください。

※万葉歴史館では、ホームページや
　Twitterでかたかごの開花情報やイ
　ベント情報をお伝えしています。

◀HP ◀Twitter

13　たかおか市民と市政 2021.4.1



このページで紹介できなかった出来事も
随時掲載しています。

もっとホット高岡ニュース
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万葉線の魅力を動画で発信

YouTube

　高岡市の地域おこし協力隊として、公共交
通の視点から地域の魅力の発掘・発信に取り
組んでいる、尹

ユ ン

 俊
ジュンヒョク

赫さん。現在、活動の一
つとして、万葉線の全２５駅の魅力や楽しみ
方を紹介する動画「万葉線魅力マニマニ※探
検隊」を制作しています。

　動画では、尹さんが実際に駅周辺を歩いて、
お店や観光スポットをインタビューも交えて
紹介しています。この動画の特徴は、駅周辺
の歴史も一緒に紹介していること。尹さんは
「動画を通して、駅ごとの歴史や魅力を知っ
てもらい、“全ての駅で降りてみたい”と思っ
てほしい」と話します。
　尹さんの豊かな感性を生かした発信がされ
ている「万葉線魅力マニマニ探検隊」。現在
公開している第一弾は射水市の新町口駅で、
第二弾は高岡市の坂下町電停を準備中です。
ぜひ動画を見て、万葉線に乗って訪れてみま
せんか。動画はYouTubeの「万葉
線株式会社公式チャンネル」で見
ることができます。
問合先　総合交通課☎２０－１１３９
※マニマニ…韓国語で「たくさん」という意味

２月２８日地元のことを考える機会に
　まちづくりグループ「戸出によっといで」が、地域
のことを知り、考える機会にしてほしいと、講演会を
開催。地元の人など約１００人が参加し、かつて戸出に
あったとされる東大寺荘園について学びました。参加
者からは「今まで荘園のことを知らなかった。地元の
歴史を学べて勉強になった」などの声が聞かれました。

研究成果の集大成（GEIBUN１２）
２月２７日
～３月７日

　富山大学芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科の　
卒業・修了研究制作展が、美術館と富大高岡キャンパ
スで行われました。学部卒業生の三浦栄一郎さんの彫
刻『追憶』は、無常とも普遍とも感じる時間を表現し
たそう。「目に見えないものの大切さと、はかなさを
感じてほしい」という思いが込められています。

©Fujiko-Pro
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　新高岡駅、高岡駅を発着地とし、高山へのアク
セスに便利な高速バス「高山―白川郷―高岡線」
をご存じですか。４月から期間限定で乗車料金の
割引キャンペーンを実施します。高岡ー高山間の
往復では、通常料金より２,６００円もお得です。
「わくライナー」「世
界遺産バス」も割引キ
ャンペーンの対象とな
り、通常よりお得にご
利用できます。詳しく
は市ホームページをご
確認ください。
◇高速バスの乗車料金割引キャンペーン
とき　４月１日㈭～９月３０日㈭
料金　高岡ー高山間往復３,０００円ほか
　　 （通常５,６００円）

　　　　　　　　　　　　　　　　VOL.７3　 　

　高速バスでお得に飛騨地域へ

割引キャンペーン
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に

行ったうえ、慎重な行動をお願いします。

耳より
情報

　　　　高山市内に県西部地域をPRする
　　　　カフェがオープンしました

　岐阜県高山市に、
県西部地域や能登地
域の観光名所の情報
発信に加え、伝統工
芸品や特産物などを
販売するインフォメ

ーションカフェ「RYU」が３月にオープンしま
した。高岡の銅器や鋳物をはじめ、県西部の産物
も多数取り扱われています。飛騨高山方面への訪
問の際には、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
飛越能地域の魅力を再発見できますよ！
問合先　総合交通課☎３０－６５０５

■右のアイコンがついているものは、無料
アプリ・カタログポケットで、動画やス
ライドショーを視聴できます。  動画 スライド

ショー
※アプリのインストールは裏表紙下部をご参照ください。

カードゲームでSDGsを学ぶ 　２月２７日

※１７の大きな目標と、それを達成するための１６９のターゲットで構成

　持続可能な開発目標（SDGs）※をカードゲームで学
ぶワークショップが開催されました。５０人が目標の
達成を目指し、お金や時間のカードを使いプロジェク
トを実施して、互いに影響を与えつつ、世界をよりよ
い方向へ動かします。参加者は「自分だけでなく周り
に働きかけることが大切」と実感していました。

　今冬の大雪により、庭木の枝折れが各地で発生。そ
の枝を有効活用しようと、各家庭から持ち込まれた折
れ枝を木材チップにする取り組みが、古城公園で行わ
れました。市内に住む中山ご夫妻は、香る木材チップ
を手に「ハサミで細かく切って処分するのは大変。防
草効果を期待して庭へまきたい」と話しました。

庭木の枝折れを木材チップへ ３月６・７日
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