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大伴家持がこよなく愛し、豊かな四季の自然が今もなお美しく息づく“万葉のふるさと”高岡。
慶長14年（1609）、前田利長公によって開かれ、以来隆盛を誇っている商工業都市「高岡」。
高岡は独自の歴史の中でさまざまな伝統文化を磨き育んできました。
今日、人々の心にうるおいを与えてくれる茶道もそのひとつです。
その市民文化でもある茶の湯が、万葉の詩情あふれる風光明媚な古城の杜を背景に雅びやかに催されます。
天平時代の夢幻の万葉ドラマに想いをはせ、
情趣に満ちた「おもてなし」に浸れるひとときを茶会でお楽しみください。

裏千家淡交会高岡支部

◆日時／10月7日（金）  受付：午前9時～午後2時

　　　　裏千家淡交会高岡支部

◆会場／高岡古城公園 射水神社参集殿「いみづ茶寮」

◆茶券／前売券700円・当日券800円

宮村　悦子　　喜多　靖子　　堀川　伸子　　篠原　節代　　小田　幸子　　竹森　美幸

田中　千尋　　重原　幸子　　吉田　康子　　田辺　晶也　　小泉佳賀里　　桜井　美子

寺島　正浩

※写真は令和元年度のものです。（皇風煎茶禮式高岡貢雲会）

万葉茶会万葉茶会 イベント・協賛行事イベント・協賛行事

軽食コーナー
キッチンカーなどが出店しています。
※営業時間は各店舗により異なります。また営業時間・メニューは変更となる
　可能性もあります。

※各イベントについては、それぞれの主催団体へお問い合わせください。

◆東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）

交流都市の観光パンフレットなどによる観光PRコーナーです。

交流都市観光PRコーナー

日　　時◆10月7日（金）～9日（日）

水上舞台のパネルをバックに、お手持ちのカメラで自由に撮影可能なコーナーです。

記念写真コーナー

日　　時◆10月7日（金）～9日（日）

高岡市万葉歴史館移動展示 「越中万葉パビリオン －万葉集から令和を学ぶ－」

日　　時◆10月7日（金）～9日（日）
主　　催◆高岡市万葉歴史館
　　　　　TEL(0766)44-5511

「越中万葉」の世界をわかりやすく解説したパネルと新元号「令和」関連のパネルを展示。

万葉まつりプログラム販売
日　　時◆10月7日（金）～9日（日）
金　　額◆200円／１冊

万葉故地めぐり日帰りの旅 （万葉衣装で「万葉集全20巻朗唱の会」出演）
◆バスツアー

観光ボランティアガイドの解説付きで、市内の万葉故地をめぐります。
コース◆東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）前→
　　　　「万葉集全20巻朗唱の会」出演（希望者は衣装着用のままこの後も参加）→
　　　　高岡市万葉歴史館・歌碑見学→磯はなび（昼食）→雨晴海岸（道の駅雨晴）・歌碑見学→
　　　　勝興寺・歌碑見学→東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）前
日　時◆10月8日(土)　午前9時～午後４時
参加費◆6,000円（交通費、昼食代、入場料、消費税を含む。）
募集人員◆20名　　主　催◆公益社団法人高岡市観光協会　TEL（0766）20-1547

日　　時◆10月７日(金)～９日(日)午前10時～午後５時頃
出店団体◆模擬株式会社高商ショップりゅうりゅう／８日
　　　　　（高岡万葉焼）
　　　　　大仏焼・利長くん焼／７日～９日
　　　　　（高岡万葉焼・大仏焼・利長くん焼）
　　　　　Grazie granita／７日～９日
　　　　　（韓国料理・クレープ）
　　　　　Kitchen car Leaf／７日～９日
　　　　　（アイスクリーム、かき氷、コーヒーゼリー、ポテト＆チキン）
　　　　　カントリーラビット／７日
　　　　　（クレープ）
　　　　　ドンちゃんの唐揚げ／８日
　　　　　（唐揚げ、ポテト）

※募集は締め切りました。
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イベント・協賛行事イベント・協賛行事

※各イベントについては、それぞれの主催団体へお問い合わせください。

◆別会場開催（高岡古城公園外）

◆長期開催

LIVE放映

日　　時◆10月7日(金)～9日（日）
場　　所◆ウイング・ウイング高岡1階（午前9時～午後5時30分（予定））
　　　　　クルン地下1階（午前10時～午後8時（予定））

ウイング・ウイング高岡1階の市民ラウンジ、クルン地下1階に設置されている映像コーナ
ーに朗唱の模様をLIVE放映します。

秋の特別企画展

会　　期◆8月31日(水)～11月28日（月）
場　　所◆高岡市万葉歴史館
観 覧 料◆一般300円（中学生以下無料）
主　　催◆高岡市万葉歴史館
　　　　　TEL（0766）44-5511

全国各地の万葉故地を数回に分けて、令和時代の新たな魅力を再発見していき
ます。今回は東海地方４県（静岡県・愛知県・岐阜県・三重県）にまつわる歌を
中心に解説します。

◆別日開催

第42回  全国万葉短歌大会・表彰式

日　　時◆10月7日（金）　午後2時30分～
場　　所◆高岡市万葉歴史館
主　　催◆北日本新聞社西部本社高岡事業部
　　　　　TEL（0766）22-2226

全国から寄せられた約2千首から万葉大賞や万葉賞、ジュニア大賞を選びました。
選者の佐佐木幸綱・小島ゆかり両先生による講評があります。

大伴家持卿顕彰祭

日　　時◆10月8日（土）　午前10時30分
場　　所◆大伴神社境内
主　　催◆大伴家持卿顕彰会
　　　　　TEL（0766）44-0483

家持を追慕するため建立された大伴神社で、歌人大伴家持卿を顕彰する祭りです。

第7回  高校生万葉短歌バトルin高岡
日　　時◆８月27日（土）　午後１時～午後5時
主　　催◆高校生万葉短歌バトル高岡実行委員会
※オンライン開催（万葉短歌バトルYouTubeチャンネルで視聴できます）

第18回  万葉の里高岡グラウンド・ゴルフ交歓大会　
日　　時◆10月2日（日）　午前８時30分～
場　　所◆高岡市グラウンド・ゴルフ場
主　　催◆富山県グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　TEL（0766）63-7112

開催済

開催済

Discovery MANYO I  東海地方～憧れの万葉故地～

協　力　団　体

「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」会長　玉井　晶夫

★各種受付（朗唱・芸能発表・販売等）  
　　堀　智佳子　　中川　信子　　山本希宗子　　中村美紀子　　堀川美和子　　木本　好枝
　　安川　涼子　　渡辺佳世子　　村上冨美子　　田辺　惠子　　中谷　洋子　　伊東栄美子
　　川渕　郁子　　村松真理子　　北山佐代子　　加藤進一郎　　秋元　　勇　　佐野美恵子
　　杉山喜重子　　林　　美保　　島崎　　勉　　今井　謙治　　土代　正美　　瀬川麻理子
　　鷹西　雅美　　関本　尚彦　　本保　澄雄　　室谷　眞作　　新谷　秀夫
★最終受付
　　森　　朝子　　金子　榮子　　石田　由一　　河﨑　一平　　大坪　弘昌　　車　　吉章
　　川那辺英邦　　室﨑　勝利　　前田　大介　　竹本　俊文　　高木　信治　　中野　隆史
　　松本　光司　　宮田　淳也　　窪田　政三　　野村　匡一　　沖　　正則　　蒲田　政裕
　　熊木　康祐　　清水　紫子　　増岡　　均
★着付
　　麻井　享子　　辻田　孝子　　津幡　敬子　　大窪　慶子　　増川　富雄　　筏井　秀樹
★燈火の路
　　金森　一郎　　増川　富雄　　川端　徹也　　津幡　敬子　　橋森　征子　　河村　宗明
★救護
　　水野　幸子　　向山　和子　　若野　洋子　　中村　芳子　　南林　罫子　　小栗　節子
　　五十里きん　　中川　章子　　黒田佐登美　　荒井　公美　　大野美知子　　武内　邦子
　　岡本眞智子　　塩谷　幸子　　太田美津子　　山田美智子　　新開　広恵　　荒井　憲子
★一口コラム執筆
　　高岡市万葉歴史館
★衣装修理
　　津幡　敬子　　辻田　孝子　　橋森　征子　　北山佐代子　　麻井　享子　　大窪　慶子
★衣装製作
　　加茂　なぎ　　荒井夕起子　　進藤千賀子

（順不同）朗唱の会  協力スタッフ

いわせの会
かたかご幼稚園　かたかご保育園
新湊観光ボランティアグループ「あゆの風」
高岡観光ガイドボランティアグループ「比奈の会」
（公社）高岡市観光協会
高岡商工会議所青年部
高岡中央赤十字奉仕団
高岡万葉まつり芸能部会
地域活性化企画装置「わをん本舗」

可西舞踊研究所
国際ソロプチミスト高岡
高岡観光ガイドボランティアグループ「あいの風」
高岡観光ガイドボランティアグループ「やまたちばな」
高岡市万葉歴史館
（一社）高岡青年会議所
高岡の夢と未来を創る会
高岡万葉まつり茶会部会
地域女性ネット高岡

（五十音順）
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　　森　　朝子　　金子　榮子　　石田　由一　　河﨑　一平　　大坪　弘昌　　車　　吉章
　　川那辺英邦　　室﨑　勝利　　前田　大介　　竹本　俊文　　高木　信治　　中野　隆史
　　松本　光司　　宮田　淳也　　窪田　政三　　野村　匡一　　沖　　正則　　蒲田　政裕
　　熊木　康祐　　清水　紫子　　増岡　　均
★着付
　　麻井　享子　　辻田　孝子　　津幡　敬子　　大窪　慶子　　増川　富雄　　筏井　秀樹
★燈火の路
　　金森　一郎　　増川　富雄　　川端　徹也　　津幡　敬子　　橋森　征子　　河村　宗明
★救護
　　水野　幸子　　向山　和子　　若野　洋子　　中村　芳子　　南林　罫子　　小栗　節子
　　五十里きん　　中川　章子　　黒田佐登美　　荒井　公美　　大野美知子　　武内　邦子
　　岡本眞智子　　塩谷　幸子　　太田美津子　　山田美智子　　新開　広恵　　荒井　憲子
★一口コラム執筆
　　高岡市万葉歴史館
★衣装修理
　　津幡　敬子　　辻田　孝子　　橋森　征子　　北山佐代子　　麻井　享子　　大窪　慶子
★衣装製作
　　加茂　なぎ　　荒井夕起子　　進藤千賀子

（順不同）朗唱の会  協力スタッフ

いわせの会
かたかご幼稚園　かたかご保育園
新湊観光ボランティアグループ「あゆの風」
高岡観光ガイドボランティアグループ「比奈の会」
（公社）高岡市観光協会
高岡商工会議所青年部
高岡中央赤十字奉仕団
高岡万葉まつり芸能部会
地域活性化企画装置「わをん本舗」

可西舞踊研究所
国際ソロプチミスト高岡
高岡観光ガイドボランティアグループ「あいの風」
高岡観光ガイドボランティアグループ「やまたちばな」
高岡市万葉歴史館
（一社）高岡青年会議所
高岡の夢と未来を創る会
高岡万葉まつり茶会部会
地域女性ネット高岡

（五十音順）
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あいおいニッセイ同和損害保険㈱
㈱アーキジオ
㈱アートエレクトロン
㈱アキデザイン
朝山酒店
雨晴温泉磯はなび
あんしんごはん
イオンモール高岡
井上動物病院
射水神社
㈱インテック
㈱エイ・テック
㈱えんじゅビル
オークス㈱
オートバックス
㈱大野屋
オダケホーム㈱
㈱織田幸銅器
㈱開進堂
加越能バス㈱
㈱カジメイク
かたかご幼稚園 かたかご保育園
㈱カナモリ ゴリラゴルフ事業部
金森藤平商事㈱
㈱神島リビング
㈱カルバン高岡店
川瀬グループ
㈲かわぶち生花園
キクラ印刷㈱
北日本印刷㈱
㈱北日本新聞社
北日本放送㈱
共和紙業㈱
㈱協和総商
協和ファーマケミカル㈱
協和マシン㈱
近世高岡の文化遺産を愛する会
国際航業㈱
㈱古城製作所
㈱古城モータース
酒蔵盛盛
サニーライブホールディングス㈱
三協立山㈱
三芝硝材㈱
㈱サンテン・コーポレーション
塩﨑商衡㈱
塩谷建設㈱
島田工業㈱

JFEエンジニアリング㈱ 
城光電気商会
㈱松美堂
㈱昌文堂
瑞龍寺
末広開発㈱
㈱SCREEN SPE ワークス
㈱晴香園
㈱ゼンクリエイティブスタジオ
相互企画印刷㈱
㈱ソフト
第一生命保険㈱
第一物産㈱
㈱太陽樹脂
大和証券㈱
高岡銀行協会
高岡ケーブルネットワーク㈱
高岡交通㈱
㈱高岡市衛生公社
（公社）高岡市観光協会
高岡市在住建築設計事務所
高岡市ディスプレイ協会
高岡市農業協同組合
高岡市ホテル旅館組合
高岡商工会議所
（協組）高岡食品業務団地
高岡信用金庫
高岡青果市場協同組合
高岡整志会病院
高岡石材工業㈱
㈻高岡第一学園
高岡ロータリークラブ
高岡北ロータリークラブ
高岡西ロータリークラブ
高岡マンテンホテル駅前
高岡万葉ロータリークラブ
㈱タカギセイコー
高橋花暁堂
たかまち鑑定法人㈱
㈱タカラレーベン
㈱ダスキン高岡
タナベ自動車㈱
㈱チューエツ高岡営業所
㈱チューリップテレビ
鉄道機器㈱富山工場
寺崎工業㈱
東京海上日動火災保険㈱
東京高岡会

東洋通信工業㈱
東横INN新高岡駅新幹線南口
㈱とさ
トナミ運輸㈱
富山エフエム放送㈱
富山県石油業協同組合高岡支部
富山興業㈱
㈱富山新聞社高岡支社
富山テレビ放送㈱
㈱ナガエ
（税）中村税務みらい経営
日本曹達㈱高岡工場
日本ゼオン㈱高岡工場
㈱能作
ハリタ金属㈱
㈱広上製作所
富源商事㈱
伏木海陸運送㈱
藤田内科クリニック
㈱双葉商会
㈱文苑堂書店
㈲ホープクリーニング富山
北酸㈱
㈱ホクタテ高岡支社
北陸コカ・コーラボトリング㈱
北陸コンピュータ・サービス㈱
（一財）北陸予防医学協会
北陸労働金庫高岡支店
㈱ホテルニューオータニ高岡
㈱堀プラスチック富山
丸果㈱高岡青果市場
道の駅　雨晴
道の駅　万葉の里高岡
宮越工芸㈱
山岡石材工業㈱
㈱山口久乗
ヤヨイ化学工業㈱
㈲四津川製作所
㈱読売新聞北陸支社
ラックプロ㈱
㈱ＹＳＢ
㈱若林商店

ご 協 賛 者 様 名 簿 一 覧

www.autobacs-toyama.com

令和5年度広くて明るい快適な園舎
（全館冷暖房完備）

※五十音順
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総合宣伝 シミズ

まちづくり会社
末広開発株式会社

高岡市末広町 1-8
Tel.0766-22-0044

い つ で も 生 活 応 援 価 格
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URL：http：//www.do-guya.co.jp　E-mail：info@do-guya.co.jp

〒933-0929 富山県高岡市木舟町70番地　TEL:0766-25-0038  IP電話:050-7528-2101  FAX:0766-25-1120
〒933-0942 富山県高岡市川原町1番8号　TEL:0766-25-0048  IP電話:050-7505-5416  FAX:0766-24-1561
〒933-0914 富山県高岡市小馬出町85番地　TEL:0766-25-0048  IP電話:050-7505-5416  FAX:0766-24-1561

創業 享保16年（1731年）
〈計量・計測機器・産業用プリンター・自動包装機・自動省力化システム〉

（本           社）
（営業・技術部）
（質量　　      校正室）

◀計量は産業・科学・文化の基盤▶

質量・校正 （分銅・はかり）

トレーサビリティの確立を通じて社会に奉仕する
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