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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
〈万葉歌碑魅力発信プロジェクト特別朗唱〉
伏木エリアに設置されている歌碑等の隣で、英訳された越中ゆかりの万葉歌を
英語と日本語で朗唱します。
4151、4004　フリ・クリスヤン　　高岡市学校教育課ＡＬＴ
3987、4032　チョ・ウェンディ　　高岡市学校教育課ＡＬＴ
4150、3943　ナジュ・エリザベス　　高岡市学校教育課ＡＬＴ
4250、4159　ジン・フィビィ　　高岡市学校教育課ＡＬＴ
4143、3954　ウェイジア・ジュウ　　高岡市共創まちづくり課国際交流員

〈高岡姉妹・友好都市朗唱〉
2841～2874　錦州市のみなさん

2875～2910　フォートウェーン市のみなさん

2911～2942　ミランドポリス市のみなさん

3019～3026　美容カイロ＋chocotto

3027～3030　万葉の森公園「伎倍の茶屋」のみなさん

3031～3034　万葉の森公園「伎倍の茶屋」短歌教室のみなさん

3035～3050　吉本家のみなさん
　　　　　　吉　本　千　早　　富山県高岡市
　　　　　　吉　本　万里子　　富山県高岡市
　　　　　　吉　本　恭　子　　富山県高岡市
　　　　　　吉　本　郁　夫　　富山県高岡市

10月8日（土） 巻11 10月8日（土） 巻12 10月8日（土）
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻11巻11 10月8日（土）

2554～2565　セリオで健康フィットネスのみなさん
　　　　　　酒　井　拓　也　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　美代栄　　富山県高岡市
　　　　　　吉　岡　欣　一　　富山県高岡市
　　　　　　柴　田　ひさの　　石川県金沢市
　　　　　　木　下　秀　俊　　富山県南砺市

2767～2800　伏木地区ボランティアかたかごグループのみなさん
　　　　　　矢満田　静　江　　富山県高岡市
　　　　　　宮　下　真知子　　富山県高岡市
　　　　　　橋　本　美知子　　富山県高岡市
　　　　　　折　田　住　子　　富山県高岡市
　　　　　　上　坂　純　子　　富山県高岡市
　　　　　　曽　田　朝　子　　富山県高岡市
　　　　　　脇　本　ひろみ　　富山県高岡市
　　　　　　団　　　保　子　　富山県高岡市 
　　　　　　米　田　紀久代　　富山県高岡市
　　　　　　港　　　清　子　　富山県高岡市
　　　　　　島　　　とし子　　富山県高岡市
　　　　　　辻　田　孝　子　　富山県高岡市
　　　　　　中　川　　　勲　　富山県高岡市
　　　　　　金　子　榮　子　　富山県高岡市

2801～2802　渡　辺　恵　子　　富山県高岡市
　　　　　　岡　本　涼　子　　神奈川県藤沢市
　　　　　　岡　本　真　歩　　神奈川県藤沢市

2803～2827　高岡市万葉歴史館のみなさん

2828～2834　近　藤　妃　真　　富山県中新川郡立山町

2835～2840　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
2467～2468　藏　堀　円　夏　　富山県高岡市

2469～2472　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

2473～2478　ひまわりのみなさん
　　　　　　窪　田　和　奏　　富山県高岡市
　　　　　　水　木　里　咲　　富山県高岡市
　　　　　　谷　内　苺　香　　富山県高岡市

2479～2498　富山ネパール文化交流協会のみなさん
　　　　　　ダルマ　ラ　マ　　ガウダム　アシム　　ダ　　ル　　マ
　　　　　　サプコタビニル　　ア デ イ カ リ　　ラ　イ　シュサン
　　　　　　片　岸　智　子　　ラ　　　　　マ　　舟　木　雅　代
　　　　　　ラ イ ク リ パ　　シン　ナゲンドラ　　パウデル　ラディカ
　　　　　　ギ　　　　　リ　　タパ　サンダヤ　　寺　山
　　　　　　寺　山　真由美　　ア ル ジ ェ ル 　  水　野　里　都
　　　　　　カダル　ブアン　　牧　山　真理子

2499～2509　音訳ボランティア グループあかねのみなさん

2510～2525　畑三姉妹のみなさん

〈万葉故地特別朗唱〉
全国にある万葉ゆかりの地の市長や観光大使等が、ゆかりの地や
観光地を紹介し、万葉歌を朗唱します。
4190　　　　福井県福井市
3509　　　　福井県大野市
4026～4027　石川県七尾市
4028　　　　石川県輪島市
4029　　　　石川県珠洲市
4025　　　　石川県羽咋市
1034～1036　岐阜県大垣市
1173　　　　岐阜県高山市
3242　　　　岐阜県美濃市
3092　　　　岐阜県飛騨市
2648　　　　岐阜県郡上市
2863　　　　長野県飯山市
3883　　　　新潟県上越市
4094～4097　宮城県多賀城市

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
2526～2529　古府小学校のみなさん
古府小学校　創作舞踊「二上山の賦」

2530～2533　中田小学校のみなさん

2534～2537　福岡小学校のみなさん

2538～2541　福岡中学校のみなさん

2542～2545　こまどり支援学校のみなさん

2546～2549　志貴野中学校のみなさん

2550～2553　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

動画 動画 動画 動画

【巻12】
　「正述心緒・寄物陳思」など380首。それぞれの分類内で、先に柿本人麻呂
歌集、後に奈良時代の作者不明歌を配列している。

き せいじゅつしんちょ ぶつちん し かきのもとのひとまろ

特 別 朗 唱

特 別 朗 唱

2566～2577　ネッツトヨタ富山㈱のみなさん

2578～2593　寺　口　拓　実　　富山県射水市

2594～2601　久　保　　　開　　東京都千代田区

2602～2605　鈴　木　邦　彦　　福井県越前市

2606～2609　松　田　明　美　　神奈川県横浜市

2610～2618　青　木　祐　奈　　大阪府大阪市
　　　　　　青　木　菜　穂　　滋賀県愛荘町

2619～2622　上　田　貴悠人　　神奈川県平塚市
　　　　　　小　川　哲　平　　神奈川県平塚市

2623～2634　長　原　侑　祐　　富山県高岡市

2635～2646　水　上　佳　歩　　富山県射水市

2647～2658　小　林　新　平　　富山県高岡市

2659～2670　松　井　啓　城　　富山県高岡市

2671～2682　村　田　雄　彦　　富山県富山市

2683～2686　金　森　浩　治　　富山県富山市

2687～2690　黒　畑　有　紗　　富山県富山市
　　　　　　黒　畑　英　杜　　富山県富山市

2691～2694　上　口　祐美子　　富山県高岡市

2695～2698　畑　　　裕　美　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　志　歩　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　菜々美　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　稜　介　　富山県高岡市

2699～2706　佐藤兄妹のみなさん

2707～2710　茂　住　槙　登　　富山県射水市
　　　　　　山　本　滉　己　　富山県砺波市
　　　　　　草　野　斗　愛　　富山県上市町

◆お出かけ・どこでも朗唱（雨晴海岸・高岡七夕まつり）

2943～2946　吉　川　ひとみ　　富山県高岡市

2947～2950　津　幡　慶　子　　富山県高岡市

2951～2954　米　田　洸　一　　富山県高岡市

2955～2963　山　本　健太郎　　富山県砺波市

2964～2966　鈴　木　杏　奈　　富山県高岡市

2967～2970　久々湊　里　緒　　富山県高岡市

2971～2974　山　口　義　次　　富山県高岡市

2975～2990　松　井　啓　城　　富山県高岡市

2991～3006　山　元　翔　平　　富山県高岡市

3007～3018　寺　口　拓　実　　富山県射水市

◆お出かけ・どこでも朗唱
（ユニークベニューTAKAOKAオンまちなかステージ・高岡七夕まつり）

2711～2718　柏　樹　京　子　　富山県高岡市
　　　　　　柏　樹　克　信　　富山県高岡市

2719～2726　関原家のみなさん

2727～2730　だら～ず山下　　富山県

2731～2734　猪　原　芳　子　　富山県砺波市
　　　　　　猪　原　明日香　　富山県砺波市

2735～2738　野　尻　陽　介　　富山県高岡市
　　　　　　野　尻　彩　乃　　富山県高岡市

2739～2742　大　井　和　弘　　富山県高岡市
　　　　　　大　井　咲　和　　富山県高岡市

2743～2746　伊　藤　航　祐　　富山県高岡市
　　　　　　筏　井　義　人　　富山県高岡市
　　　　　　横　澤　　　惺　　富山県高岡市

2747～2750　山　﨑　綱　亮　　富山県高岡市

2751～2754　白　田　史　弥　　富山県高岡市

2755～2758　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

2759～2762　野　村　洋　介　　富山県高岡市

2763～2766　森　川　朋　子　　富山県高岡市

◆お出かけ・どこでも朗唱（雨晴海岸・高岡七夕まつり）
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

3348～3372　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

3373～3374　多摩ボーイズ

3375～3399　1チームのみなさん

3400～3407　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん

3408～3482　塩谷建設株式会社のみなさん

3483～3522　赤坂・一期一会プロジェクト（万葉ロマン塾）のみなさん
　　　　　　及　川　廣　子　　巻　島　大　樹　　三　田　春　歌
　　　　　　三　田　すみれ　　川　上　利　春　　濵　﨑　俊　文
　　　　　　田　村　喜　一　　吉　川　一　郎　　ポテイニア イリイナ
　　　　　　坂　口　陽　子　　丸　山　美千代

3523～3530　1チームのみなさん

3531～3542　高岡恋馬の会のみなさん

3543～3577　1チームのみなさん

3578～3593　宝塚コープカルチャーのみなさん
　　　　　　大　芝　良　弘　　兵庫県宝塚市
　　　　　　山　中　享　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　篠　原　潤　一　　兵庫県宝塚市
　　　　　　石　田　里　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　福　永　裕　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　木　浦　みどり　　兵庫県宝塚市
　　　　　　塚　本　靖　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　西　村　晧　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　対　馬　二三子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　朝　倉　恵　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　桜　井　博　之　　兵庫県宝塚市
　　　　　　河　田　恭　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　中　嶋　昌　子　　兵庫県宝塚市

3594～3611　高岡工芸高校演劇部のみなさん

3612～3614　奈良女子大学　古代衣装同好会のみなさん

3615～3616　1チームのみなさん

3617～3624　犬養万葉記念館のみなさん

3625～3629　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3630～3643　犬養万葉記念館のみなさん

巻14
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

10月9日（日）巻13 10月9日（日） 巻14 10月9日（日）10月9日（日）

3221～3231　高岡でがんばる会のみなさん

3232～3233　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3234～3236　名古屋招世クラブのみなさん
　　　　　　伊　藤　笙　子　　愛知県北名古屋市
　　　　　　高　橋　千　代　　愛知県北名古屋市
　　　　　　佐　野　勝　子　　愛知県北名古屋市
　　　　　　池　場　八　子　　愛知県あま市
　　　　　　宮　川　稲　子　　愛知県あま市

3237～3244　Takaoka culture promotion teamのみなさん

3245～3247　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3248～3249　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん

3250　　　　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3251～3306　高岡商工会議所青年部のみなさん

3307～3309　山　本　真由香　　富山県高岡市

3310～3313　奥　山　永見古　　奈良県香芝市

3314～3322　1チームのみなさん

3323～3347　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

3051～3058　中　山　有希子　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　孝　志　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　一　兎　　富山県高岡市

3059～3062　浜北万葉食研究会月草の会のみなさん

3063～3106　高岡大仏あけぼの会のみなさん
　　　　　　北　角　良　粋　　富山県高岡市
　　　　　　井　上　香　粋　　富山県高岡市
　　　　　　向　山　耕　司　　富山県高岡市
　　　　　　野　村　隆　子　　富山県高岡市
　　　　　　大谷内　　　勇　　富山県高岡市
　　　　　　中　橋　千恵子　　富山県高岡市
　　　　　　向　山　和　子　　富山県高岡市
　　　　　　関　本　尚　彦　　富山県高岡市
　　　　　　高　嶋　静　子　　富山県高岡市
　　　　　　石　黒　輝　義　　富山県高岡市
　　　　　　藤　田　敬　子　　富山県高岡市

3107～3110　藤　田　壽美子　　富山県富山市

3111～3114　朗　唱　魔　王　　富山県高岡市

3115～3118　ボールノグラブティ　　富山県高岡市

3119～3126　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3127～3130　大和美桜＆川原寺プロジェクションマッピングコラボ
　　　　　　大　和　美　桜　　京都府城陽市

3131～3138　田　中　裕　樹　　富山県高岡市

3139～3146　白　田　史　弥　　富山県高岡市

3147～3150　藤　本　慶　藏　　富山県氷見市

3151～3154　白　田　史　弥　　富山県高岡市

3155～3166　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3167～3170　輪島市議会議員
　　　　　　門　前　　　徹　　石川県輪島市

3171～3182　野　村　洋　介　　富山県高岡市

3183～3202　桜美林大学　渡辺ゼミのみなさん

3203～3220　富山たばこ販売協同組合　高岡支部のみなさん
　　　　　　宝　田　弘　子　　富山県射水市
　　　　　　宮　崎　春　美　　富山県射水市
　　　　　　岸　　　千恵子　　富山県射水市
　　　　　　吉　田　澄　子　　富山県射水市
　　　　　　辻　田　孝　子　　富山県射水市
　　　　　　滝　田　久　枝　　富山県高岡市
　　　　　　定　塚　幸　子　　富山県高岡市

巻12 動画 動画 動画 動画

【巻13】
　「雑歌・相聞・挽歌」など127首。長歌集。短歌はすべて長歌の反歌。作者
不明の古い歌謡を多く含むと考えられている。

【巻14】
　東歌230首。国の判明している歌と判明していない歌に分類。さらに「雑
歌・相聞・譬喩歌」などに分類している。作者名も年代もすべて不明。

ひ

あずまうた

ゆ か

【巻15】
　前半に天平８年に出発した遣新羅使人の歌群145首を置き、後半に天平
11、12年の中臣宅守と狭野弟上娘子の贈答歌群63首を置く。

けんしらぎしじん

なかとみのやかもり さののおとがみのおとめ
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

3348～3372　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

3373～3374　多摩ボーイズ

3375～3399　1チームのみなさん

3400～3407　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん

3408～3482　塩谷建設株式会社のみなさん

3483～3522　赤坂・一期一会プロジェクト（万葉ロマン塾）のみなさん
　　　　　　及　川　廣　子　　巻　島　大　樹　　三　田　春　歌
　　　　　　三　田　すみれ　　川　上　利　春　　濵　﨑　俊　文
　　　　　　田　村　喜　一　　吉　川　一　郎　　ポテイニア イリイナ
　　　　　　坂　口　陽　子　　丸　山　美千代

3523～3530　1チームのみなさん

3531～3542　高岡恋馬の会のみなさん

3543～3577　1チームのみなさん

3578～3593　宝塚コープカルチャーのみなさん
　　　　　　大　芝　良　弘　　兵庫県宝塚市
　　　　　　山　中　享　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　篠　原　潤　一　　兵庫県宝塚市
　　　　　　石　田　里　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　福　永　裕　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　木　浦　みどり　　兵庫県宝塚市
　　　　　　塚　本　靖　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　西　村　晧　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　対　馬　二三子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　朝　倉　恵　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　桜　井　博　之　　兵庫県宝塚市
　　　　　　河　田　恭　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　中　嶋　昌　子　　兵庫県宝塚市

3594～3611　高岡工芸高校演劇部のみなさん

3612～3614　奈良女子大学　古代衣装同好会のみなさん

3615～3616　1チームのみなさん

3617～3624　犬養万葉記念館のみなさん

3625～3629　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3630～3643　犬養万葉記念館のみなさん

巻14
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

10月9日（日）巻13 10月9日（日） 巻14 10月9日（日）10月9日（日）

3221～3231　高岡でがんばる会のみなさん

3232～3233　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3234～3236　名古屋招世クラブのみなさん
　　　　　　伊　藤　笙　子　　愛知県北名古屋市
　　　　　　高　橋　千　代　　愛知県北名古屋市
　　　　　　佐　野　勝　子　　愛知県北名古屋市
　　　　　　池　場　八　子　　愛知県あま市
　　　　　　宮　川　稲　子　　愛知県あま市

3237～3244　Takaoka culture promotion teamのみなさん

3245～3247　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3248～3249　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん

3250　　　　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3251～3306　高岡商工会議所青年部のみなさん

3307～3309　山　本　真由香　　富山県高岡市

3310～3313　奥　山　永見古　　奈良県香芝市

3314～3322　1チームのみなさん

3323～3347　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

3051～3058　中　山　有希子　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　孝　志　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　一　兎　　富山県高岡市

3059～3062　浜北万葉食研究会月草の会のみなさん

3063～3106　高岡大仏あけぼの会のみなさん
　　　　　　北　角　良　粋　　富山県高岡市
　　　　　　井　上　香　粋　　富山県高岡市
　　　　　　向　山　耕　司　　富山県高岡市
　　　　　　野　村　隆　子　　富山県高岡市
　　　　　　大谷内　　　勇　　富山県高岡市
　　　　　　中　橋　千恵子　　富山県高岡市
　　　　　　向　山　和　子　　富山県高岡市
　　　　　　関　本　尚　彦　　富山県高岡市
　　　　　　高　嶋　静　子　　富山県高岡市
　　　　　　石　黒　輝　義　　富山県高岡市
　　　　　　藤　田　敬　子　　富山県高岡市

3107～3110　藤　田　壽美子　　富山県富山市

3111～3114　朗　唱　魔　王　　富山県高岡市

3115～3118　ボールノグラブティ　　富山県高岡市

3119～3126　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

3127～3130　大和美桜＆川原寺プロジェクションマッピングコラボ
　　　　　　大　和　美　桜　　京都府城陽市

3131～3138　田　中　裕　樹　　富山県高岡市

3139～3146　白　田　史　弥　　富山県高岡市

3147～3150　藤　本　慶　藏　　富山県氷見市

3151～3154　白　田　史　弥　　富山県高岡市

3155～3166　竹　林　滉　平　　富山県高岡市

3167～3170　輪島市議会議員
　　　　　　門　前　　　徹　　石川県輪島市

3171～3182　野　村　洋　介　　富山県高岡市

3183～3202　桜美林大学　渡辺ゼミのみなさん

3203～3220　富山たばこ販売協同組合　高岡支部のみなさん
　　　　　　宝　田　弘　子　　富山県射水市
　　　　　　宮　崎　春　美　　富山県射水市
　　　　　　岸　　　千恵子　　富山県射水市
　　　　　　吉　田　澄　子　　富山県射水市
　　　　　　辻　田　孝　子　　富山県射水市
　　　　　　滝　田　久　枝　　富山県高岡市
　　　　　　定　塚　幸　子　　富山県高岡市

巻12 動画 動画 動画 動画

【巻13】
　「雑歌・相聞・挽歌」など127首。長歌集。短歌はすべて長歌の反歌。作者
不明の古い歌謡を多く含むと考えられている。

【巻14】
　東歌230首。国の判明している歌と判明していない歌に分類。さらに「雑
歌・相聞・譬喩歌」などに分類している。作者名も年代もすべて不明。

ひ

あずまうた

ゆ か

【巻15】
　前半に天平８年に出発した遣新羅使人の歌群145首を置き、後半に天平
11、12年の中臣宅守と狭野弟上娘子の贈答歌群63首を置く。

けんしらぎしじん

なかとみのやかもり さののおとがみのおとめ
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
3723～3785　味真野観光協会のみなさん
　　　　　　城　下　春　香　　福井県福井市
　　　　　　梅　田　久　之　　福井県越前市
　　　　　　吉　田　安　宏　　福井県越前市
　　　　　　大　塚　春　雄　　福井県越前市
　　　　　　川　井　右　文　　福井県越前市
　　　　　　角　井　秀　二　　福井県越前市
　　　　　　井　上　重　博　　福井県越前市
　　　　　　倉　谷　浩　代　　福井県越前市
　　　　　　帰　山　治　和　　福井県越前市
　　　　　　佐々木　久　幸　　福井県越前市
　　　　　　三田村　輝　士　　福井県越前市
　　　　　　酒　井　十詩恵　　福井県越前市
　　　　　　梅　田　幸　雄　　福井県越前市
　　　　　　朝　山　藤　規　　福井県越前市
　　　　　　田　附　智　栄　　福井県越前市
　　　　　　山　田　孔　明　　福井県越前市
　　　　　　萩　原　祐　子　　福井県越前市
　　　　　　斉　藤　　　守　　福井県越前市
　　　　　　福　岡　忠　則　　福井県越前市
　　　　　　川　上　浩　司　　福井県越前市
　　　　　　玉　村　和　夫　　福井県越前市
　　　　　　倉　澤　佑　佳　　福井県越前市
　　　　　　加　藤　吉　則　　福井県越前市
　　　　　　杉　本　はじめ　　福井県越前市
　　　　　　井　上　真知子　　福井県越前市
　　　　　　林　　　奈　々　　福井県越前市
　　　　　　久　嶌　壽　子　　福井県越前市
　　　　　　土　谷　美　香　　福井県越前市
　　　　　　大　橋　　　治　　福井県越前市

3786～3790　1チームのみなさん

3791～3793　清　田　富　雄　新潟県新潟市

3794～3802　1チームのみなさん

3803～3806　猪名川万葉の会のみなさん

3807～3808　岡　本　三千代　　兵庫県西宮市

3809～3852　高岡市万葉歴史館のみなさん

3853～3859　FULL　HOUSE　OFFICEのみなさん
　　　　　　加　藤　まゆ美　　東京都練馬区
　　　　　　後　藤　高　彰　　東京都練馬区
　　　　　　中　舘　太　賀　　東京都練馬区
　　　　　　山　本　佑　樹　　東京都練馬区
　　　　　　奈　良　有里子　　東京都練馬区
　　　　　　河　瀬　　　唯　　東京都練馬区
　　　　　　渡　辺　靖　之　　東京都練馬区

3860～3889　高岡市観光ガイドボランティアグループ　あいの風のみなさん
　　　　　　秋　元　　　勇　　佐　野　美恵子　　二　口　房　代
　　　　　　玉　井　芳　子　　平　塚　合　子　　橘　　　友　恵
　　　　　　杉　山　喜重子　　新　田　美恵子　　中　井　明　子
　　　　　　渡　辺　邦　子　　高　宮　利　枝　　竹　村　　　卓
　　　　　　小　川　裕香里

3890～3925　NPO法人高岡ヤングベースボールクラブのみなさん

3926～3936　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

3937～3940　ガールスカウト富山県第10団のみなさん
　　　　　　般　若　悦　子　　富山県高岡市
　　　　　　三　島　羽　織　　富山県高岡市
　　　　　　鷲　北　智　美　　富山県高岡市

3941～3961　高岡市老人クラブ連合会のみなさん
　　　　　　宇於崎　俊　雄　　富山県高岡市
　　　　　　小　山　智　克　　富山県高岡市
　　　　　　武　藤　恵美子　　富山県高岡市
　　　　　　井　上　健　雄　　富山県高岡市
　　　　　　前　田　義　則　　富山県高岡市
　　　　　　奥　村　恵　子　　富山県高岡市
　　　　　　松　林　郁　夫　　富山県高岡市
　　　　　　大　道　悦　子　　富山県高岡市
　　　　　　浅　田　清　美　　富山県高岡市
　　　　　　浜　井　絹　子　　富山県高岡市
　　　　　　谷　口　繁　治　　富山県高岡市
　　　　　　村　中　博　法　　富山県高岡市
　　　　　　東　　　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　銀　澤　初　子　　富山県高岡市
　　　　　　河　端　日出夫　　富山県高岡市
　　　　　　室　谷　博　久　　富山県高岡市
　　　　　　村　井　弘　芳　　富山県高岡市
　　　　　　柴　田　利　夫　　富山県高岡市
　　　　　　島　　　寿　男　　富山県高岡市
　　　　　　頭　川　すみ子　　富山県高岡市
　　　　　　梶　　　　　護　　富山県高岡市
　　　　　　山　下　真由美　　富山県高岡市
　　　　　　金　森　映　子　　富山県高岡市
　　　　　　作　道　弘　康　　富山県高岡市
　　　　　　村　井　修　一　　富山県高岡市
　　　　　　里　　　ひとみ　　富山県高岡市
　　　　　　針　山　てる子　　富山県高岡市
　　　　　　佐々木　　　豊　　富山県高岡市
　　　　　　住　谷　笙　子　　富山県高岡市
　　　　　　金　丸　智恵子　　富山県高岡市
　　　　　　鉄　山　春　美　　富山県高岡市

巻15 10月9日（日） 巻15 10月9日（日） 巻16 10月9日（日） 巻17 10月9日（日） 9：00～

【巻16】
　「由縁ある雑歌」104首。天武・持統天皇から聖武天皇の時代までの歌を
載せる。題詞や左注にその歌の長文の説明が付されている歌が多い。

ゆ　えん てんむ じとう しょうむ

だい  し さ  ちゅう

3644～3655　1チームのみなさん

3656～3658　馬　場　孝　司　　京都府

3659～3667　1チームのみなさん

3668～3683　舞獅道一煌流のみなさん
　　　　　　安　藤　有希子　　富山県高岡市
　　　　　　杉　坂　瑠　利　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　孝　志　　富山県高岡市
　　　　　　堀　　　小百合　　富山県高岡市
　　　　　　大　藏　予志子　　富山県高岡市
　　　　　　山　本　さやか　　富山県高岡市
　　　　　　川　幡　　　恵　　富山県高岡市
　　　　　　竹　内　伸　祐　　富山県射水市

3684～3690　佐　藤　　　順　　愛知県名古屋市

3691～3722　横浜さわらび会のみなさん
　　　　　　金　子　壽　美　　神奈川県横浜市
　　　　　　井　上　寧　子　　神奈川県横浜市
　　　　　　松　浦　寿美子　　神奈川県横浜市
　　　　　　根　本　美智子　　神奈川県横浜市
　　　　　　大　森　千代子　　神奈川県横浜市

【巻17】
　天平2年から天平20年の歌までを年月順に142首を載せる。巻17から巻
20までは、大伴家持の「歌日記」とも言われるように家持を中心として記録さ
れている。

動画 動画 動画 会場

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻17 10月9日（日） 8：30～ 会場

伏木一宮にある「気多神社」の境内に建つ万葉歌碑
です。越中に来て早々の家持歓迎の宴席で、渋谿（雨
晴海岸）の景観のすばらしさを教えてもらい、すぐさま
「馬を連ねて、さあ出かけようじゃないか。」と、宴席にい
た人 を々誘っている歌です。

馬並めて　いざうち行かな

渋谿の　清き磯廻に　寄する波見に
（巻17・3954）

うま な

しぶ たに いそ み なみ みよ

ゆ
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
3723～3785　味真野観光協会のみなさん
　　　　　　城　下　春　香　　福井県福井市
　　　　　　梅　田　久　之　　福井県越前市
　　　　　　吉　田　安　宏　　福井県越前市
　　　　　　大　塚　春　雄　　福井県越前市
　　　　　　川　井　右　文　　福井県越前市
　　　　　　角　井　秀　二　　福井県越前市
　　　　　　井　上　重　博　　福井県越前市
　　　　　　倉　谷　浩　代　　福井県越前市
　　　　　　帰　山　治　和　　福井県越前市
　　　　　　佐々木　久　幸　　福井県越前市
　　　　　　三田村　輝　士　　福井県越前市
　　　　　　酒　井　十詩恵　　福井県越前市
　　　　　　梅　田　幸　雄　　福井県越前市
　　　　　　朝　山　藤　規　　福井県越前市
　　　　　　田　附　智　栄　　福井県越前市
　　　　　　山　田　孔　明　　福井県越前市
　　　　　　萩　原　祐　子　　福井県越前市
　　　　　　斉　藤　　　守　　福井県越前市
　　　　　　福　岡　忠　則　　福井県越前市
　　　　　　川　上　浩　司　　福井県越前市
　　　　　　玉　村　和　夫　　福井県越前市
　　　　　　倉　澤　佑　佳　　福井県越前市
　　　　　　加　藤　吉　則　　福井県越前市
　　　　　　杉　本　はじめ　　福井県越前市
　　　　　　井　上　真知子　　福井県越前市
　　　　　　林　　　奈　々　　福井県越前市
　　　　　　久　嶌　壽　子　　福井県越前市
　　　　　　土　谷　美　香　　福井県越前市
　　　　　　大　橋　　　治　　福井県越前市

3786～3790　1チームのみなさん

3791～3793　清　田　富　雄　新潟県新潟市

3794～3802　1チームのみなさん

3803～3806　猪名川万葉の会のみなさん

3807～3808　岡　本　三千代　　兵庫県西宮市

3809～3852　高岡市万葉歴史館のみなさん

3853～3859　FULL　HOUSE　OFFICEのみなさん
　　　　　　加　藤　まゆ美　　東京都練馬区
　　　　　　後　藤　高　彰　　東京都練馬区
　　　　　　中　舘　太　賀　　東京都練馬区
　　　　　　山　本　佑　樹　　東京都練馬区
　　　　　　奈　良　有里子　　東京都練馬区
　　　　　　河　瀬　　　唯　　東京都練馬区
　　　　　　渡　辺　靖　之　　東京都練馬区

3860～3889　高岡市観光ガイドボランティアグループ　あいの風のみなさん
　　　　　　秋　元　　　勇　　佐　野　美恵子　　二　口　房　代
　　　　　　玉　井　芳　子　　平　塚　合　子　　橘　　　友　恵
　　　　　　杉　山　喜重子　　新　田　美恵子　　中　井　明　子
　　　　　　渡　辺　邦　子　　高　宮　利　枝　　竹　村　　　卓
　　　　　　小　川　裕香里

3890～3925　NPO法人高岡ヤングベースボールクラブのみなさん

3926～3936　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

3937～3940　ガールスカウト富山県第10団のみなさん
　　　　　　般　若　悦　子　　富山県高岡市
　　　　　　三　島　羽　織　　富山県高岡市
　　　　　　鷲　北　智　美　　富山県高岡市

3941～3961　高岡市老人クラブ連合会のみなさん
　　　　　　宇於崎　俊　雄　　富山県高岡市
　　　　　　小　山　智　克　　富山県高岡市
　　　　　　武　藤　恵美子　　富山県高岡市
　　　　　　井　上　健　雄　　富山県高岡市
　　　　　　前　田　義　則　　富山県高岡市
　　　　　　奥　村　恵　子　　富山県高岡市
　　　　　　松　林　郁　夫　　富山県高岡市
　　　　　　大　道　悦　子　　富山県高岡市
　　　　　　浅　田　清　美　　富山県高岡市
　　　　　　浜　井　絹　子　　富山県高岡市
　　　　　　谷　口　繁　治　　富山県高岡市
　　　　　　村　中　博　法　　富山県高岡市
　　　　　　東　　　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　銀　澤　初　子　　富山県高岡市
　　　　　　河　端　日出夫　　富山県高岡市
　　　　　　室　谷　博　久　　富山県高岡市
　　　　　　村　井　弘　芳　　富山県高岡市
　　　　　　柴　田　利　夫　　富山県高岡市
　　　　　　島　　　寿　男　　富山県高岡市
　　　　　　頭　川　すみ子　　富山県高岡市
　　　　　　梶　　　　　護　　富山県高岡市
　　　　　　山　下　真由美　　富山県高岡市
　　　　　　金　森　映　子　　富山県高岡市
　　　　　　作　道　弘　康　　富山県高岡市
　　　　　　村　井　修　一　　富山県高岡市
　　　　　　里　　　ひとみ　　富山県高岡市
　　　　　　針　山　てる子　　富山県高岡市
　　　　　　佐々木　　　豊　　富山県高岡市
　　　　　　住　谷　笙　子　　富山県高岡市
　　　　　　金　丸　智恵子　　富山県高岡市
　　　　　　鉄　山　春　美　　富山県高岡市

巻15 10月9日（日） 巻15 10月9日（日） 巻16 10月9日（日） 巻17 10月9日（日） 9：00～

【巻16】
　「由縁ある雑歌」104首。天武・持統天皇から聖武天皇の時代までの歌を
載せる。題詞や左注にその歌の長文の説明が付されている歌が多い。

ゆ　えん てんむ じとう しょうむ

だい  し さ  ちゅう

3644～3655　1チームのみなさん

3656～3658　馬　場　孝　司　　京都府

3659～3667　1チームのみなさん

3668～3683　舞獅道一煌流のみなさん
　　　　　　安　藤　有希子　　富山県高岡市
　　　　　　杉　坂　瑠　利　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　孝　志　　富山県高岡市
　　　　　　堀　　　小百合　　富山県高岡市
　　　　　　大　藏　予志子　　富山県高岡市
　　　　　　山　本　さやか　　富山県高岡市
　　　　　　川　幡　　　恵　　富山県高岡市
　　　　　　竹　内　伸　祐　　富山県射水市

3684～3690　佐　藤　　　順　　愛知県名古屋市

3691～3722　横浜さわらび会のみなさん
　　　　　　金　子　壽　美　　神奈川県横浜市
　　　　　　井　上　寧　子　　神奈川県横浜市
　　　　　　松　浦　寿美子　　神奈川県横浜市
　　　　　　根　本　美智子　　神奈川県横浜市
　　　　　　大　森　千代子　　神奈川県横浜市

【巻17】
　天平2年から天平20年の歌までを年月順に142首を載せる。巻17から巻
20までは、大伴家持の「歌日記」とも言われるように家持を中心として記録さ
れている。

動画 動画 動画 会場

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻17 10月9日（日） 8：30～ 会場

伏木一宮にある「気多神社」の境内に建つ万葉歌碑
です。越中に来て早々の家持歓迎の宴席で、渋谿（雨
晴海岸）の景観のすばらしさを教えてもらい、すぐさま
「馬を連ねて、さあ出かけようじゃないか。」と、宴席にい
た人 を々誘っている歌です。

馬並めて　いざうち行かな

渋谿の　清き磯廻に　寄する波見に
（巻17・3954）

うま な

しぶ たに いそ み なみ みよ

ゆ
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
3962～3984　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

3985　　　　林　　　貴　文　　富山県高岡市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
3986～3987　幼保連携型認定こども園和田保育園

3988～3990　寺　井　秀　之　　富山県射水市

3991～3994　伏木校下自治会連絡協議会のみなさん

3995～3999　千　田　　　篤　　富山県富山市

4000　　　　伏木校下自治会連絡協議会
　　　　　　坂　　　廣　志　　会長

4001～4007　学芸会のみなさん
　　　　　　石　上　正　純　　富山県富山市
　　　　　　柳　原　正　子　　富山県富山市
　　　　　　石　上　和　子　　富山県富山市
　　　　　　大　野　きよみ　　富山県高岡市
　　　　　　田　辺　美　緒　　富山県高岡市
　　　　　　高　畠　和　美　　富山県高岡市

芸能発表　10：10～　◆尺八
「シチリアーノ」「利根の舟唄」「遊楽」
○壱越の会

4008～4031　高岡の夢と未来を創る会のみなさん

4032～4048　高岡市老人クラブ連合会のみなさん

4049～4065　とやま語りの会のみなさん
　　　　　　奥　井　悦　子　　後　明　志津子　　関　野　恵　子
　　　　　　布　目　恵　子　　高　森　美代子　　小　松　弥　生
　　　　　　熊　野　志津子　　加　藤　美　智　　関　本　潤　子

芸能発表　11：30～　◆民謡
「隠岐磯節」「古城」「華舞」「菊と桔梗」
○民友会

4066～4072　鈴　木　　　透　　千葉県松戸市

4073～4075　誠吟会とその仲間の会のみなさん
　　　　　　吉　田　宏　朗　　富山県高岡市
　　　　　　伊　東　文　平　　富山県高岡市
　　　　　　石　黒　輝　義　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　小夜子　　富山県高岡市
　　　　　　角　谷　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　屋　喜　貞　子　　富山県高岡市
　　　　　　伏間江　美英子　　富山県高岡市
　　　　　　間　嶋　立　之　　富山県高岡市

4076～4077　吉　野　颯　人　　富山県高岡市
　　　　　　吉　野　智　子　　富山県高岡市

4078～4084　高岡おもてなしの会のみなさん

4085～4093　比留間　玲　子　　富山県砺波市
　　　　　　石　橋　秀　子　　富山県高岡市
　　　　　　古　布　利恵子　　新潟県糸魚川市

4094～4097　清　田　富　雄　　新潟県新潟市

4098～4101　河　村　宗　明　　富山県高岡市

4102～4106　津　幡　敬　子　　富山県高岡市

4107～4112　筏　井　秀　樹　　富山県高岡市

4113～4118　川　端　徹　也　　富山県高岡市

4119～4121　橋　森　征　子　　富山県高岡市

4122～4127　金　森　一　郎　　富山県高岡市

4128～4131　酒　井　善　広　　富山県高岡市

4132～4135　高　岡　宏　和　　富山県高岡市

4136～4138　中　村　清　志　　富山県高岡市

4139～4142　土　代　智恵子　　富山県射水市

4143～4145　土　代　正　治　　富山県射水市

4146～4149　出　町　　　譲　　富山県高岡市

4150～4153　熊　木　義　城　　富山県高岡市

4154～4159　NPO国際社会教育武道連盟 空手道 千山道場のみなさん

4160～4165　堀田千宴子まなぶん空手道教室のみなさん

4166～4168　千山道場スポーツ少年団のみなさん

芸能発表　13：30～　◆箏曲
「四季の日本古謡」
○宮城社　八雲会

巻17 10月9日（日） 9：15～ 巻18 10月9日（日） 10：55～ 巻18 10月9日（日） 12：19～ 巻18 10月9日（日） 13：04～

【巻18】
　天平20年3月23日から天平勝宝2年2月18日までの107首を載せる。途中に
1年におよぶ空白があるため、巻物自体が損傷していると考えられている。

てんぴょうしょうほう

伏木一宮にある「正方寺」の「越中萬葉植物園」に建つ万葉歌碑です。
「二上山の賦」と題する大作のなかの一首で、家持が大好きな鳥ホトトギス
がやってくる夏がとうとうやってきたという喜びを詠んだ歌が、国文学者であ
り、歌人でもあった佐佐木信綱の文字で刻まれています。

玉くしげ　二上山に　鳴く鳥の

声の恋しき　時は来にけり
（巻17・3987）

たま ふた がみ やま

こゑ こひ とき き

な とり

ふ

さ さ き のぶ つな

会場 会場 会場 会場

伏木東一宮にある「光暁寺」の前庭に建つ万葉歌碑です。越中時代の家
持の代表作である「越中秀吟」のなかの一首で、満開の桃の花によって庭
園全体が赤く染まっているなかに、美しい少女が立つという絵画的な世界
を詠んだ名歌です。

春の苑　紅にほふ　桃の花

下照る道に　出で立つ娘子
（巻19・4139）

はる くれなゐその

した で おとめみち い た

もも はな

えっちゅうしゅうぎん

伏木古国府にある「勝興寺」の裏手に建つ万葉歌碑です。越中時代の家
持の代表作である「越中秀吟」のなかの一首で、高岡市の花である「かた
かご（カタクリ）」を詠んだ万葉集唯一の歌です。群生するかたかごの花を、
美しい女性たちとともに歌うことで、花の可憐さをあらわしたこの名歌が、国
文学者の犬養孝の文字で刻まれています。

もののふの　八十娘子らが

汲みまがふ　寺井の上の

堅香子の花 （巻19・4143）

く うへてら ゐ

かた か ご はな

や そ おとめ

えっちゅうしゅう

いぬ かいたかし

ぎん

太田岩崎の「つまま小公園」に建っている安政5年（1858）建立の高岡市内
最古の万葉歌碑です。海辺の岩の上にしっかりと根をはって立つ「つまま
（タブノキ）」を見た家持は、その神 し々さに感嘆してこの歌を詠みました。

磯の上の　都万麻を見れば

根を延へて　年深からし

神さびにけり （巻19・4159）

ね は とし ふか

かむ

いそ うへ つ ま ま み

【巻19】
　天平勝宝2年3月1日から天平勝宝5年正月までの154首を載せる。巻末に作者名
を記さない歌は大伴家持の歌という注記がある。もっとも家持の「歌日記」らしい巻。

てんぴょうしょうほう

射水リサイクルセンター　金沢支店　富山支店　https://www.harita.co.jp
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
3962～3984　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

3985　　　　林　　　貴　文　　富山県高岡市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
3986～3987　幼保連携型認定こども園和田保育園

3988～3990　寺　井　秀　之　　富山県射水市

3991～3994　伏木校下自治会連絡協議会のみなさん

3995～3999　千　田　　　篤　　富山県富山市

4000　　　　伏木校下自治会連絡協議会
　　　　　　坂　　　廣　志　　会長

4001～4007　学芸会のみなさん
　　　　　　石　上　正　純　　富山県富山市
　　　　　　柳　原　正　子　　富山県富山市
　　　　　　石　上　和　子　　富山県富山市
　　　　　　大　野　きよみ　　富山県高岡市
　　　　　　田　辺　美　緒　　富山県高岡市
　　　　　　高　畠　和　美　　富山県高岡市

芸能発表　10：10～　◆尺八
「シチリアーノ」「利根の舟唄」「遊楽」
○壱越の会

4008～4031　高岡の夢と未来を創る会のみなさん

4032～4048　高岡市老人クラブ連合会のみなさん

4049～4065　とやま語りの会のみなさん
　　　　　　奥　井　悦　子　　後　明　志津子　　関　野　恵　子
　　　　　　布　目　恵　子　　高　森　美代子　　小　松　弥　生
　　　　　　熊　野　志津子　　加　藤　美　智　　関　本　潤　子

芸能発表　11：30～　◆民謡
「隠岐磯節」「古城」「華舞」「菊と桔梗」
○民友会

4066～4072　鈴　木　　　透　　千葉県松戸市

4073～4075　誠吟会とその仲間の会のみなさん
　　　　　　吉　田　宏　朗　　富山県高岡市
　　　　　　伊　東　文　平　　富山県高岡市
　　　　　　石　黒　輝　義　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　小夜子　　富山県高岡市
　　　　　　角　谷　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　屋　喜　貞　子　　富山県高岡市
　　　　　　伏間江　美英子　　富山県高岡市
　　　　　　間　嶋　立　之　　富山県高岡市

4076～4077　吉　野　颯　人　　富山県高岡市
　　　　　　吉　野　智　子　　富山県高岡市

4078～4084　高岡おもてなしの会のみなさん

4085～4093　比留間　玲　子　　富山県砺波市
　　　　　　石　橋　秀　子　　富山県高岡市
　　　　　　古　布　利恵子　　新潟県糸魚川市

4094～4097　清　田　富　雄　　新潟県新潟市

4098～4101　河　村　宗　明　　富山県高岡市

4102～4106　津　幡　敬　子　　富山県高岡市

4107～4112　筏　井　秀　樹　　富山県高岡市

4113～4118　川　端　徹　也　　富山県高岡市

4119～4121　橋　森　征　子　　富山県高岡市

4122～4127　金　森　一　郎　　富山県高岡市

4128～4131　酒　井　善　広　　富山県高岡市

4132～4135　高　岡　宏　和　　富山県高岡市

4136～4138　中　村　清　志　　富山県高岡市

4139～4142　土　代　智恵子　　富山県射水市

4143～4145　土　代　正　治　　富山県射水市

4146～4149　出　町　　　譲　　富山県高岡市

4150～4153　熊　木　義　城　　富山県高岡市

4154～4159　NPO国際社会教育武道連盟 空手道 千山道場のみなさん

4160～4165　堀田千宴子まなぶん空手道教室のみなさん

4166～4168　千山道場スポーツ少年団のみなさん

芸能発表　13：30～　◆箏曲
「四季の日本古謡」
○宮城社　八雲会

巻17 10月9日（日） 9：15～ 巻18 10月9日（日） 10：55～ 巻18 10月9日（日） 12：19～ 巻18 10月9日（日） 13：04～

【巻18】
　天平20年3月23日から天平勝宝2年2月18日までの107首を載せる。途中に
1年におよぶ空白があるため、巻物自体が損傷していると考えられている。

てんぴょうしょうほう

伏木一宮にある「正方寺」の「越中萬葉植物園」に建つ万葉歌碑です。
「二上山の賦」と題する大作のなかの一首で、家持が大好きな鳥ホトトギス
がやってくる夏がとうとうやってきたという喜びを詠んだ歌が、国文学者であ
り、歌人でもあった佐佐木信綱の文字で刻まれています。

玉くしげ　二上山に　鳴く鳥の

声の恋しき　時は来にけり
（巻17・3987）

たま ふた がみ やま

こゑ こひ とき き

な とり

ふ

さ さ き のぶ つな

会場 会場 会場 会場

伏木東一宮にある「光暁寺」の前庭に建つ万葉歌碑です。越中時代の家
持の代表作である「越中秀吟」のなかの一首で、満開の桃の花によって庭
園全体が赤く染まっているなかに、美しい少女が立つという絵画的な世界
を詠んだ名歌です。

春の苑　紅にほふ　桃の花

下照る道に　出で立つ娘子
（巻19・4139）

はる くれなゐその

した で おとめみち い た

もも はな

えっちゅうしゅうぎん

伏木古国府にある「勝興寺」の裏手に建つ万葉歌碑です。越中時代の家
持の代表作である「越中秀吟」のなかの一首で、高岡市の花である「かた
かご（カタクリ）」を詠んだ万葉集唯一の歌です。群生するかたかごの花を、
美しい女性たちとともに歌うことで、花の可憐さをあらわしたこの名歌が、国
文学者の犬養孝の文字で刻まれています。

もののふの　八十娘子らが

汲みまがふ　寺井の上の

堅香子の花 （巻19・4143）

く うへてら ゐ

かた か ご はな

や そ おとめ

えっちゅうしゅう

いぬ かいたかし

ぎん

太田岩崎の「つまま小公園」に建っている安政5年（1858）建立の高岡市内
最古の万葉歌碑です。海辺の岩の上にしっかりと根をはって立つ「つまま
（タブノキ）」を見た家持は、その神 し々さに感嘆してこの歌を詠みました。

磯の上の　都万麻を見れば

根を延へて　年深からし

神さびにけり （巻19・4159）

ね は とし ふか

かむ

いそ うへ つ ま ま み

【巻19】
　天平勝宝2年3月1日から天平勝宝5年正月までの154首を載せる。巻末に作者名
を記さない歌は大伴家持の歌という注記がある。もっとも家持の「歌日記」らしい巻。

てんぴょうしょうほう

射水リサイクルセンター　金沢支店　富山支店　https://www.harita.co.jp
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歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻19 10月9日（日） 13：50～ 巻20 10月9日（日） 18：00～

4169～4173　高岡中央ジュニア空手道スポーツ少年団のみなさん

4174～4177　高岡市ボクシング連盟　千山道場のみなさん

4178～4183　千山武徳会のみなさん

4184～4188　NPO社会教育団体 千山会のみなさん

4189～4193　沖縄伝統空手古武道中部地方愛好家連絡協議会のみなさん

4194～4208　高岡市老人クラブ連合会のみなさん

4209～4210　高岡おもてなしの会のみなさん

4211～4246　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

4247～4249　いわせのコーラスのみなさん

芸能発表　15：00～　◆日舞
「黒田武士」　「粋」　「長唄新曲　菊の宴」
○藤舞会

4250～4288　高岡市老人クラブ連合会のみなさん

4289～4292　濵　﨑　俊　文　　東京都

4293～4300　増　川　富　男　　富山県高岡市

4301～4305　辻　田　孝　子　　富山県射水市

4306～4309　玉　井　晶　夫　　富山県高岡市

4310～4313　小　林　雅　廣　　富山県高岡市

4314～4317　石　永　峰　子　　富山県高岡市

4318～4323　高岡おもてなしの会のみなさん

4324～4330　河　村　宗　明　　富山県高岡市

4331～4333　辻　田　孝　子　　富山県射水市

4334～4343　長　岡　悦　子　　富山県富山市

会場 会場
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻20 10月9日（日） 16：34～ 会場

【巻20】
　天平勝宝5年5月から天平宝字3年1月1日までの224首。家持が難波で記
録した東国出身の防人の歌84首もある。

さきもり

てんぴょうしょうほう な に わ

〈フィナーレ招待朗唱〉
4476～4477　近　藤　智　久　　高岡市教育長
4478～4479　津　幡　敬　子　　「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」副会長
4480～4481　増　川　富　雄　　「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」副会長
4482　 　中　井　明　子　　「あいの風」代表
4483　 　金　子　榮　子　　「比奈の会」代表
4484　 　福　岡　　　経　　「やまたちばな」代表
4485　 　磯　部　　　宏　　いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」代表
4486　 　安　川　涼　子　　国際ソロプチミスト高岡代表
4487　 　角　玄　富　雄　　高岡市連合自治会長
4488～4489　藤　田　和　耕　　高岡伝統産業青年会会長
4490～4491　上　田　真　也　　高岡青年会議所理事長
4492～4493　茂　崎　裕　介　　高岡商工会議所青年部会長
4494～4495　小　川　外　治　　西日本旅客鉄道㈱新高岡駅長
4496～4500　中　井　遥　香　　高岡万葉大使
4501～4505　高　岡　　　慧　　高岡万葉大使
4506～4507　金　森　一　郎　　燈火の路実行委員長
4508～4509　氷　見　哲　正　　高岡市芸術文化団体協議会会長
4510～4511　大　黒　幸　雄　　万葉を愛する会会長
4512～4513　千　田　　　篤　　「万葉集全20巻朗唱の会」発案者
4514　 　玉　井　晶　夫　　「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」会長
4515　 　河　村　幹　治　　高岡万葉まつり実行委員長・高岡市副市長
4516　 　坂本万葉歴史館長と朗唱者全員   

朗唱者はランタンを持ち、フィナーレを彩ります。
ランタン準備：燈火の路実行委員会

閉会の挨拶　高岡市長・高岡万葉まつり実行委員会長

エンディングコーラス「高岡旅情」
○地域女性ネット高岡コーラスグループ「ソワニエ」

新しき　年の初めの　初春の
　　　　　　今日降る雪の　いやしけ吉事

あらた とし はじ

け ふ ふ ゆき よ ご と

はつ はる

4516番歌

4344～4359　いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」のみなさん

4360　　　　高岡おもてなしの会のみなさん

4361～4377　いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」のみなさん

4378～4381　小杉観光ボランティア「つつじの会」
　　　　　　柳　瀬　三　郎　　富山県射水市

4382～4385　高岡おもてなしの会のみなさん

4386～4428　国際ソロプチミスト高岡のみなさん
　　　　　　安　川　涼　子　　富山県高岡市
　　　　　　堀　　　智佳子　　富山県高岡市
　　　　　　木　本　好　枝　　富山県高岡市
　　　　　　田　辺　恵　子　　富山県高岡市

4429～4465　地域女性ネット高岡のみなさん

4466～4473　陽子会のみなさん
　　　　　　犬　童　周　作　　デジタル庁審議官
　　　　　　犬　童　陽　子
　　　　　　髙　橋　正　樹　　高岡法科大学副学長
　　　　　　髙　橋　陽　子

4474～4475　飯　原　恵　美　　富山県高岡市
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◆日時／10月7日（金）・8日（土）・9日（日）
◆会場／高岡古城公園  中の島特設水上舞台

朗唱の合間に、本市で活躍する各種芸能団体が一堂に会し、
古来から築き上げてきた文化の薫り高い芸風を披露します。
民謡、民踊、日舞、箏曲、尺八、詩吟・剣詩舞や創造舞踊など、

多彩なプログラムが古城公園の深縁をバックに、舞台いっぱいに繰り広げられます。
華麗な演技を心ゆくまでお楽しみください。

15：30～15：50◆民謡

9：30～◆オープニングアトラクション

「和歌　吹く風を」
○渋川流剣詩舞道天蕙会　○富山千吟会
　増田　天蕙　　　　　　　竹内　龍景
　引谷　夕月

「生田に宿す」
○渋川流剣詩舞道剣楓会　○高岡岳風会
　石浦　好月　　　　　　　荒井　廣岳

「常盤狐を抱くの図」
○渋川流剣詩舞道天水会　○富山県松風会
　釣田　福月　　　　　　　渡辺　輔風

「松竹梅」
○渋川流剣詩舞道錬成会　○高岡吟詠会
　坂本　照月　　　　　　　姫見　岳娟

「敷島の」
○渋川流剣詩舞道神月会　○富山千吟会
　嶋崎　順月　　　　　　　佐野　龍桃

16：30～16：50◆詩吟・剣詩舞

「つままの舞」
○太田小学校

「須加の山」
○国吉義務教育学校

動画放映◆創作舞踊

「二上山の賦」　創作舞踊
◯可西舞踊研究所
　松井希代恵　　松下　美規　　片岸　香里　　古井　晴香　　横田ほの華

「大伴家持の歌に寄せて」　歌唱
◯かたかご幼稚園 かたかご保育園
　高藤　一颯　　安部　　紬　　安井　悠晟　　木南　心吾　　松尾　綾芽　　濵田　瑞稀　　森本　光咲　　吉川　偉智
　狩野　琴葉　　栃尾　百花　　浜　　菜結　　藤田　悠誠　　笠間　七緒　　畠中　愛梨　　岡野　晄士　　山本　晴琉
　津田　緋依　　堀　　菜月　　東野　紗和　　中田　謙吾　　岡野　　新　　山口　笑愛　　道前　双葉　　小橋　正弥
　山田　茉歩　　原田　真帆　　津澤　惟月　　上村　治輝　　西島　歩希　　中山　達喜　　西野　央晴　　高井　春妃
　宮野　　翔　　竹澤　　舞　　岡野　りお　　森本絵梨奈　　吉川　参汰　　辻　　怜奈　　渡辺　　慧　　渡辺　海咲
　安田　紗季　　谷内　杏歌　　塩谷　宇海　　鍛冶　杏実　　田中　夕陽　　奈部　孝明　　髙森　　晴　　高原　　蓮
　松尾　咲良　　高田うらら　　川島　凜紗　　吉川　澄虹　　金森美百合　　山本　真央　　藤森　千夏　　小関藍太郎
　湯詰　紡己

「越中高岡祝賀の舞」　　　「伏木帆柱起し祝唄」　　　「高岡福岡木舟城祝い唄」

「弥栄節」　　　　　　　　「民謡調二上山の賦」

○高岡民謡連合保存会
　山口　豊治　　大角美代子　　前田　裕子　　渋谷　巽　　　竹下智恵子　　金井真由美　　曽田　陽子　　木田　裕子
　山本奈々穂　　福島　千尋　　武田美保子　　大角美代子　　前田　裕子　　鏡内　幸子　　畑山美奈子　　松井利衣子
　宇城　治美　　西塚よしみ　　林　佐知子　　本多まち子　　前　貴美代　　根山　泰子　　油井　清子　　金井　洋子

万
葉
ま
つ
り

万
葉
ま
つ
り芸能発表芸能発表 芸能発表1日目：10月7日（金）芸能発表1日目：10月7日（金）

指導　根山　泰子
踊　　WAKABA会

指導　大野　潮
踊　　木舟城祝唄踊り保存会

指導　大野　潮
踊　　木舟城祝唄踊り保存会

指導　根山　泰子       
踊　　ちとせ会

※動画放映の創作舞踊は各小学校の動画朗唱後に放映します。
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○国吉義務教育学校

動画放映◆創作舞踊

「二上山の賦」　創作舞踊
◯可西舞踊研究所
　松井希代恵　　松下　美規　　片岸　香里　　古井　晴香　　横田ほの華

「大伴家持の歌に寄せて」　歌唱
◯かたかご幼稚園 かたかご保育園
　高藤　一颯　　安部　　紬　　安井　悠晟　　木南　心吾　　松尾　綾芽　　濵田　瑞稀　　森本　光咲　　吉川　偉智
　狩野　琴葉　　栃尾　百花　　浜　　菜結　　藤田　悠誠　　笠間　七緒　　畠中　愛梨　　岡野　晄士　　山本　晴琉
　津田　緋依　　堀　　菜月　　東野　紗和　　中田　謙吾　　岡野　　新　　山口　笑愛　　道前　双葉　　小橋　正弥
　山田　茉歩　　原田　真帆　　津澤　惟月　　上村　治輝　　西島　歩希　　中山　達喜　　西野　央晴　　高井　春妃
　宮野　　翔　　竹澤　　舞　　岡野　りお　　森本絵梨奈　　吉川　参汰　　辻　　怜奈　　渡辺　　慧　　渡辺　海咲
　安田　紗季　　谷内　杏歌　　塩谷　宇海　　鍛冶　杏実　　田中　夕陽　　奈部　孝明　　髙森　　晴　　高原　　蓮
　松尾　咲良　　高田うらら　　川島　凜紗　　吉川　澄虹　　金森美百合　　山本　真央　　藤森　千夏　　小関藍太郎
　湯詰　紡己

「越中高岡祝賀の舞」　　　「伏木帆柱起し祝唄」　　　「高岡福岡木舟城祝い唄」

「弥栄節」　　　　　　　　「民謡調二上山の賦」

○高岡民謡連合保存会
　山口　豊治　　大角美代子　　前田　裕子　　渋谷　巽　　　竹下智恵子　　金井真由美　　曽田　陽子　　木田　裕子
　山本奈々穂　　福島　千尋　　武田美保子　　大角美代子　　前田　裕子　　鏡内　幸子　　畑山美奈子　　松井利衣子
　宇城　治美　　西塚よしみ　　林　佐知子　　本多まち子　　前　貴美代　　根山　泰子　　油井　清子　　金井　洋子
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り芸能発表芸能発表 芸能発表1日目：10月7日（金）芸能発表1日目：10月7日（金）

指導　根山　泰子
踊　　WAKABA会

指導　大野　潮
踊　　木舟城祝唄踊り保存会

指導　大野　潮
踊　　木舟城祝唄踊り保存会

指導　根山　泰子       
踊　　ちとせ会

※動画放映の創作舞踊は各小学校の動画朗唱後に放映します。
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30 31

芸能発表2日目：10月8日（土）芸能発表2日目：10月8日（土） 芸能発表3日目：10月9日（日）芸能発表3日目：10月9日（日）

11：30～11：50◆民踊

13：30～13：50◆箏曲

15：00～15：20◆日舞

18：40～◆エンディングコーラス

「黒田武士」　「粋」　「長唄新曲　菊の宴」
○藤舞会
　藤間　舞章　　藤間　舞光　　藤間　舞寿

13：00～13：20◆日舞
「長唄　梅の寿」　「長唄　かむろ獅子」
○藤香会
　大野　涼香　　大野　結月

15：40～16：00◆民踊

14：25～14：45◆詩吟・剣詩舞
「花を惜しむ」
○渋川流剣詩舞道錬成会　○高岡岳風会
　中島　翠月　　　　　　　柴田　萌岳
　山田　美月

「宝船」
○渋川流剣詩舞道幽和会　○高岡吟詠会
　辻本　清子　　　　　　　牧野　岳誉
　有家　千博

「早に白帝城を発す」
○渋川流剣詩舞道剣楓会　○富山千吟会
　的池　洋月　　　　　　　小坂　龍香
　川合　幸月

「弘道館にて梅花を賞す」
○渋川流剣詩舞道神月会　　　○富山県松風会
　杉山　香月　　藤澤　瑞月　　森　　笙風
　杉本　蕙月　　本田　琴月　　長井　満風
　早苗　華月　　松澤　綾月
　川津　妙峰　　大澤　幸峰「松竹梅」

○渋川流剣詩舞道天水会　○高岡吟詠会
　井上　喜月　　　　　　　北村　岳俊

○万葉ふる里芸能推進会
「帆柱起し祝い唄」　「越中おわら節」
○佐藤松子流松博会
　石田　悠晃　　佐藤松博武　　佐藤松博穂　　佐藤松博都　　佐藤松博悠　　佐藤松博孝
　布上　ふみ　　楠　　文子　　中村　彩実

○豊笑会
　要明　令子　　泊　千沙子　　尾矢　節子　　上田　三美　　金武　博子　　森本　昌美
　中村　和子　　青井みどり　　島田三枝子　　前田　鈴代　　石黒　楓季　　本田　　杏
　寺前　　空　　梶原　麻帆　　大坪新太郎　　寺前　　奏　　本田　　莉

動画放映◆創作舞踊
「二上山の賦」
○古府小学校

10：00～10：10◆創作舞踊
「いわせのに」
○野村小学校

「隠岐磯節」　「古城」　「華舞」　「菊と桔梗」
○民友会
　宮浦　豊藍　　潮　　豊鷺　　島　千伊子　　村中　智子　　橘　美和子　　中　　厚子
　松井とよ涼久　　武内とよ涼美　　橋森とよ涼征　　森田豊鷺良　　小林豊鷺涼　　瀬戸豊涼瞳
　橘　豊藍翔　　川口豊静裕　　笹島豊藍萌

「四季の日本古謡」
○宮城社　八雲会
　坂本　恵子　　前原志津子　　堀井　迪子　　谷川　雪子　　森田　洋子　　高木真依子
　高木久美子

「高岡旅情」　　岡本三千代（作詞・作曲）
◯地域女性ネット高岡コーラスグループ「ソワニエ」（コーラス）
　米澤　陽子　　伊東栄美子　　中谷　洋子　　杉澤　泰子　　平木　淳子　　近藤　節子
　蓑　　道子　　大野きよみ　　上島　和美　　川渕　郁子　　鳥山　洋子　　細川ひろ子
　高畠　康代　　竹内美和子　　篠原　聡子　　山田由美子　　新保　智子

「シチリアーノ」　「利根の舟唄」　「遊楽」
○壱越の会
　山達　操山　　山﨑　曠山　　橘　龍王山　　金森　昌王

10：10～10：30◆尺八
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11：30～11：50◆民踊

13：30～13：50◆箏曲

15：00～15：20◆日舞

18：40～◆エンディングコーラス

「黒田武士」　「粋」　「長唄新曲　菊の宴」
○藤舞会
　藤間　舞章　　藤間　舞光　　藤間　舞寿

13：00～13：20◆日舞
「長唄　梅の寿」　「長唄　かむろ獅子」
○藤香会
　大野　涼香　　大野　結月

15：40～16：00◆民踊

14：25～14：45◆詩吟・剣詩舞
「花を惜しむ」
○渋川流剣詩舞道錬成会　○高岡岳風会
　中島　翠月　　　　　　　柴田　萌岳
　山田　美月

「宝船」
○渋川流剣詩舞道幽和会　○高岡吟詠会
　辻本　清子　　　　　　　牧野　岳誉
　有家　千博

「早に白帝城を発す」
○渋川流剣詩舞道剣楓会　○富山千吟会
　的池　洋月　　　　　　　小坂　龍香
　川合　幸月

「弘道館にて梅花を賞す」
○渋川流剣詩舞道神月会　　　○富山県松風会
　杉山　香月　　藤澤　瑞月　　森　　笙風
　杉本　蕙月　　本田　琴月　　長井　満風
　早苗　華月　　松澤　綾月
　川津　妙峰　　大澤　幸峰「松竹梅」

○渋川流剣詩舞道天水会　○高岡吟詠会
　井上　喜月　　　　　　　北村　岳俊

○万葉ふる里芸能推進会
「帆柱起し祝い唄」　「越中おわら節」
○佐藤松子流松博会
　石田　悠晃　　佐藤松博武　　佐藤松博穂　　佐藤松博都　　佐藤松博悠　　佐藤松博孝
　布上　ふみ　　楠　　文子　　中村　彩実

○豊笑会
　要明　令子　　泊　千沙子　　尾矢　節子　　上田　三美　　金武　博子　　森本　昌美
　中村　和子　　青井みどり　　島田三枝子　　前田　鈴代　　石黒　楓季　　本田　　杏
　寺前　　空　　梶原　麻帆　　大坪新太郎　　寺前　　奏　　本田　　莉

動画放映◆創作舞踊
「二上山の賦」
○古府小学校

10：00～10：10◆創作舞踊
「いわせのに」
○野村小学校

「隠岐磯節」　「古城」　「華舞」　「菊と桔梗」
○民友会
　宮浦　豊藍　　潮　　豊鷺　　島　千伊子　　村中　智子　　橘　美和子　　中　　厚子
　松井とよ涼久　　武内とよ涼美　　橋森とよ涼征　　森田豊鷺良　　小林豊鷺涼　　瀬戸豊涼瞳
　橘　豊藍翔　　川口豊静裕　　笹島豊藍萌

「四季の日本古謡」
○宮城社　八雲会
　坂本　恵子　　前原志津子　　堀井　迪子　　谷川　雪子　　森田　洋子　　高木真依子
　高木久美子

「高岡旅情」　　岡本三千代（作詞・作曲）
◯地域女性ネット高岡コーラスグループ「ソワニエ」（コーラス）
　米澤　陽子　　伊東栄美子　　中谷　洋子　　杉澤　泰子　　平木　淳子　　近藤　節子
　蓑　　道子　　大野きよみ　　上島　和美　　川渕　郁子　　鳥山　洋子　　細川ひろ子
　高畠　康代　　竹内美和子　　篠原　聡子　　山田由美子　　新保　智子

「シチリアーノ」　「利根の舟唄」　「遊楽」
○壱越の会
　山達　操山　　山﨑　曠山　　橘　龍王山　　金森　昌王
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