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　古城公園の木々がさわやかな秋風に揺れ、今年も「高岡万葉
まつり」の季節が巡ってまいりました。
　高岡市は、日本最古の歌集「万葉集」の編者といわれる大伴
家持が、越中国守として５年間在任し、多くの歌を詠んだ万葉の
故地であることから、市民の皆様とともに「万葉のふるさとづくり」
に取り組んでいるところです。
　その代表的な行事である「高岡万葉まつり」は今年で42回を
数え、高岡の秋を彩るイベントとして、多くの方々に参加いただい
ています。中でも、万葉集全4,516首を三昼夜かけて歌い継ぐ
「万葉集全20巻朗唱の会」は、市民ボランティア組織「万葉集全
20巻朗唱の会にいざなう会」のご協力のもと、今年で33回目を迎
えます。
　昨年、一昨年は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
ため、会場朗唱を行わず動画を活用した「朗唱の会」を開催しま
した。皆様から事前に朗唱動画を募集し、高岡ケーブルネットワー
クの番組放送と、高岡万葉まつりYouTubeチャンネルの配信を

行いました。万葉ゆかりの地や海外からも多数ご参加いただき、
万葉ファンの裾野はますます広がりをみせております。
　今年は３年ぶりに日中の高岡古城公園特設水上舞台での会
場朗唱を開催し、夜間の動画朗唱を組み合わせた、いわゆるハ
イブリッド型で開催します。
　まつり期間中には、「芸能発表」や「万葉茶会」などさまざまな
催しが行われ、万葉まつりに華を添えます。さらに、「万葉歌碑
魅力発信プロジェクト特別朗唱」や「お出かけ・どこでも朗唱」、
「万葉ゆかり朗唱」など新たな動画企画の実施により、本市の
観光情報を発信しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思
います。
　結びに、高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」の開催に
あたりご尽力いただきました市民の皆様並びに協賛をいただい
た企業、各種団体の皆様に心から感謝申し上げますとともに、
関係の皆様のご健勝とご多幸をお祈りしまして私のご挨拶とい
たします。
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10月7日■～9日■金 日

●会場案内図
●招待朗唱
●日本人の心のかたち、
　ゆかしさ息づく万葉の世界
●万葉集全20巻朗唱の会
●芸能発表
●万葉茶会
●イベント・協賛行事
●協力スタッフ
●ご協賛者様名簿一覧

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
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・・・・・・・P33～34
・・・・・・・・・・・・・・・・・P35

・・・・・・・・・・P36

日時／10月7日■  9時30分～
会場／高岡古城公園《中の島特設水上舞台》

金

『万葉集・巻17  大伴家持作「二上山の賦」』

かたかご幼稚園
かたかご保育園

舞踊：可西舞踊研究所

創作舞踊
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鈴木靖将/画
「かたかごの花」（高岡市万葉歴史館蔵）

高岡万葉まつり 行事案内
第42回

高岡万葉まつり 行事案内
第42回

9：30～　オープニングアトラクション

9：45～　オープニングセレモニー
10：15～　万葉故地特別朗唱
11：00～　オープニング朗唱

『大伴家持の歌に寄せて』
歌唱
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会場案内図会場案内図

国道156号線 路面電車万葉線路面電車万葉線
広小路電停
（高岡駅方面）
広小路電停
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職員駐車場（8・9日のみ）
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（新湊方面）

●志貴野中学校
高岡消防署
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広小路

東洋通信
スポーツセンター
（市民体育館）

中の島中の島
本丸広場

博物館
動物園

射水神社

高岡古城公園
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中央駐車場
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中央駐車場 ●御旅屋セリオ

文化の森駐車場文化の森駐車場

小竹藪
駐車場

●高岡高校
●
高岡
文化ホール

●
裁判所

中川上町
古城公園

定塚町下関町

高岡駅前

搦手口
からめて

大手町

片原町
広小路広小路

JR氷見線

JR城端線

あ
い
の
風
と
や
ま
鉄
道

北陸新幹線

北陸新幹線

中川

中川

古城公園前

●高岡市役所

至伏木

至金沢
至金沢

至国道
8号線

●高岡警察署

●国宝瑞龍寺

●

●
高岡商工ビル
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JR越中
中川駅

朗唱受付
総合受付

小竹藪小竹藪

車両進入禁止

ウイング・
ウイング高岡

●

至富山
至富山

高岡駅

JR新高岡駅

古城公園 周辺案内図

（8・9日のみ）

高岡市役所
職員駐車場
（8・9日のみ）

水上舞台

二の丸

三の丸

梅 林

明　丸
鍛冶丸

小
竹
薮

駐
車
場

児
童
公
園

県
道

椿
山

←至高岡駅

自然資料館

東洋通信スポーツセンター
（市民体育館）

動物園

卯辰山

三の丸
茶屋

古城亭

射水神社

弓道場

相撲場

ＷＣ
ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

北口駐車場

←市街へ

博物館

↑
至
金
沢

至
富
山
↓

至美 術 館 ↓

護国神社

水上舞台

中の島

万葉茶会
（7日のみ）

・軽食コーナー

朗唱者受付
・総合案内所

大手町

古城公園

中川上町

本丸広場

小竹薮
万葉茶会
専用駐車場

（7日のみ）

高岡古城公園
管理事務所
高岡古城公園
管理事務所

シャトルバス発着場

古城公園内案内図

古城公園から万葉歴史館へ
シャトルバス運行
万葉まつり会場「高岡古城公園」と
万葉研究の拠点「万葉歴史館」を
つなぎます。

万葉
歴史館発

古城公園発
（搦手口）

からめて

10：00 10：30
11：00 11：30
13：00
14：00
15：00

13：30
14：30
16：00

片道15分

無料 発着所

搦手口
からめて
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【新元号「令和」と家持・高岡】
　新元号「令和」は『万葉集』に由来し、九州の大宰府（現在の福岡県にあった役所）で開かれた「梅花の宴」で歌われた和歌32首の序文

から取られています。なお、この序文は越中ゆかりの大伴家持の父である大伴旅人が書いたものです。

　直接的には越中とは関わらないようですが、じつは「令和」の由来となった「梅花の宴」に関わる和歌を、この越中で家持は詠んでいます。

　　春のうちの　楽しき終へは　梅の花　手折り招きつつ　遊ぶにあるべし　（巻十九・4174番歌）

　天平勝宝2年（750）3月1日から3日にかけて家持は、越中で詠んだ和歌を代表する名歌「越中秀吟」12首を詠みました。そして、自信作を詠

むことができた勢いを借りて、家持は3月から5月にかけてたくさんの和歌を詠みました。この歌もその中の１首で、3月27日に詠んでいます。「春の

いちばんの楽しみは、梅の花を手折って客としてお迎えして宴会を開くことだ」という意味ですので、父旅人が九州で部下たちを集めて開いた

「梅花の宴」と同じような宴を家持は越中で開いたのかもしれません。

　この家持の歌は直接的には「令和」と関わりません。しかし、「令和」の由来である「梅花の宴」に対するあこがれを家持が抱き、それを越中で

歌に詠んだことはまちがいなく、その点で、新元号と高岡は“少しだけ”関わっていると言えるのではないでしょうか。

じょ めい

しょう なごん

ゆうりゃく

てんぴょうほうじ

てんぴょう しょうほう

おおとものやかもち

おおとものたびと

かつらぎ ふたがみやま

ふ せのみずうみ

すいこ お  かみ う  さか め   い はい つき にぎし はくい

の   と す   ず ながはま

えっちゅうさんぶ

【大伴家持】
　大伴家持は、日本最古の詞華集『万葉集』の編纂に中心的な役割を果たした人物です。養老2
年（718）に古来の武門の家柄である大伴家に生まれ、大納言であった父・大伴旅人の後をうけて、
大伴家の首長として奈良時代を生きた高級貴族です。没年は延暦4年（785）。陸奥按察使持節
征東将軍を兼任し、赴任先の陸奥国で68歳で没しました。官位は従三位・中納言でした。
　家持は29歳となった天平18年（746）6月、越中国守に任ぜられ、天平勝宝3年（751）7月に少納
言に任ぜられ帰郷するまでの5年間、越中国に在任します。これは歌人家持にとって大きな転機で
した。大和国とは異なる越中国の美しい自然と人々に触れることによって、歌境を深めます。ことに
は、都で親しんだ葛城の二上山と同じ名を持つ二上山、都では見ることのない荘厳な高山の立山、
海のない都では見ることのない布勢水海に感動し、それを長歌「越中三賦」に詠み残します。また、
春の出挙で国内を巡行する旅の途で触れた雄神川、鸕坂川、婦負川、延槻川、饒石川、羽咋の
海、能登の島山、珠洲の海、長浜の浦などの地を数々の秀吟に残しました。5年間の越中時代に記
録した歌は330首。家持の越中での歌は223首にものぼります。

（高岡市万葉歴史館長　坂本　信幸）

招待朗唱招待朗唱 日本人の心のかたち、
ゆかしさ息づく万葉の世界

日本人の心のかたち、
ゆかしさ息づく万葉の世界

小野　寛さん
（高岡市万葉歴史館名誉館長・駒澤大学名誉教授）

お の ひろし

プロフィール●昭和９年京都市生まれ。
●東京大学文学部卒業。東京大学大学院修了。学習院大学講師、学習院女子短期
　大学教授、駒澤大学教授を経て、平成16年４月から平成23年３月まで高岡市万葉
　歴史館館長。
●上代日本文学を専攻し、『万葉集』の研究、大伴家持の研究に従事。
●主な著書に『新選万葉集抄』『年表資料上代文学史』『大伴家持研究』『孤愁の人
　大伴家持』『上代文学研究事典』『万葉集歌人摘草（論文集）』『萬葉集全注 巻第
　十二』『大伴家持大事典』『大伴家持（コレクション日本歌人選）』などがある。

佐佐木 幸綱さん
（歌　人）

プロフィール●1938年、東京都生まれ。
●70年刊の歌集『群黎』でデビュー。男性的作品によって歌壇に新風を吹き込んだ。
　02年、歌集『アニマ』にて芸術選奨・文部大臣賞。「心の花」編集長。「朝日歌壇」
　選者。早稲田大学名誉教授。日本芸術員会員。

さ さ き ゆき つな

招待朗唱（巻19・4290～4292）招待朗唱（巻1・13～15）

小島 ゆかりさん
（歌　人）

こ じま

プロフィール●愛知県生まれ。
●早稲田大学卒業。歌集『馬上（ばじょう）』で芸術選奨文部科学大臣賞。「コスモス」
　選者・編集委員。「産経歌壇」選者。現代歌人協会理事。短歌甲子園（全国高校短
　歌大会）特別審査員。2017秋、紫綬褒章。

招待朗唱（巻6・995）

岡本 三千代さん
（万葉うたがたり会主宰）

おか もと み ち よ

プロフィール●兵庫県生まれ。
●故犬養孝氏と坂本信幸氏に師事、万葉歌を学ぶ。万葉歌の作曲や「万葉うたがたり
　会」を主宰し、コンサート、講演、執筆などで万葉ロマンの世界を広める活動を展開し
　ている。
●万葉まつりのテーマソング『高岡旅情』の作詩、作曲者。
●南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念特別館長、西宮文化協会理事

招待朗唱（巻1・51）

■万葉集全20巻朗唱の会
　会場／高岡古城公園 中の島特設水上舞台
◇招待朗唱／10月7日（金） 12時～

だざいふ ばいか えん

を た を を

しゅうぎん

【万葉集とは】
　万葉集は、奈良時代末（770～782）ごろに大伴家持が最終的にまとめたと推定されている全20巻からなる現存最古の歌集です。
収められている歌は、一般には『国歌大観』の数え方に従って4516首と数えています。内容的には、雄略天皇（巻一・1番歌）や聖徳
太子（巻三・415番歌）が詠んだと伝承されている歌などもありますが、実際には舒明天皇の歌（巻一・2番歌）にはじまり、奈良時代の
天平宝字3年（759）の大伴家持の歌（巻二十・4516番歌）までの約130年間を中心とする、天皇・皇后から名もなき人々の歌までも
がおさめられた一大歌集です。歌は短歌が4,208首で、長歌や6句体もあります。
　なお、この万葉集の歌4,516首のうち、越中で詠まれたか、あるいは越中にかかわって歌われた歌をとくに「越中万葉」と呼んでいます。
家持が越中国守（現在の県知事相当の職）として赴任してきた天平18年（746）から、家持が少納言として越中を離れる天平勝宝3年
（751）までの5年間の歌が収められた巻十七～巻十九の歌（3927～4256番歌）を中心に、巻十六の7首（3878～3884番歌）を加えて
337首を数えます。

（高岡市万葉歴史館 学芸課長　新谷秀夫）
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【新元号「令和」と家持・高岡】
　新元号「令和」は『万葉集』に由来し、九州の大宰府（現在の福岡県にあった役所）で開かれた「梅花の宴」で歌われた和歌32首の序文

から取られています。なお、この序文は越中ゆかりの大伴家持の父である大伴旅人が書いたものです。

　直接的には越中とは関わらないようですが、じつは「令和」の由来となった「梅花の宴」に関わる和歌を、この越中で家持は詠んでいます。

　　春のうちの　楽しき終へは　梅の花　手折り招きつつ　遊ぶにあるべし　（巻十九・4174番歌）

　天平勝宝2年（750）3月1日から3日にかけて家持は、越中で詠んだ和歌を代表する名歌「越中秀吟」12首を詠みました。そして、自信作を詠

むことができた勢いを借りて、家持は3月から5月にかけてたくさんの和歌を詠みました。この歌もその中の１首で、3月27日に詠んでいます。「春の

いちばんの楽しみは、梅の花を手折って客としてお迎えして宴会を開くことだ」という意味ですので、父旅人が九州で部下たちを集めて開いた

「梅花の宴」と同じような宴を家持は越中で開いたのかもしれません。

　この家持の歌は直接的には「令和」と関わりません。しかし、「令和」の由来である「梅花の宴」に対するあこがれを家持が抱き、それを越中で

歌に詠んだことはまちがいなく、その点で、新元号と高岡は“少しだけ”関わっていると言えるのではないでしょうか。

じょ めい

しょう なごん

ゆうりゃく

てんぴょうほうじ

てんぴょう しょうほう

おおとものやかもち

おおとものたびと

かつらぎ ふたがみやま

ふ せのみずうみ

すいこ お  かみ う  さか め   い はい つき にぎし はくい

の   と す   ず ながはま

えっちゅうさんぶ

【大伴家持】
　大伴家持は、日本最古の詞華集『万葉集』の編纂に中心的な役割を果たした人物です。養老2
年（718）に古来の武門の家柄である大伴家に生まれ、大納言であった父・大伴旅人の後をうけて、
大伴家の首長として奈良時代を生きた高級貴族です。没年は延暦4年（785）。陸奥按察使持節
征東将軍を兼任し、赴任先の陸奥国で68歳で没しました。官位は従三位・中納言でした。
　家持は29歳となった天平18年（746）6月、越中国守に任ぜられ、天平勝宝3年（751）7月に少納
言に任ぜられ帰郷するまでの5年間、越中国に在任します。これは歌人家持にとって大きな転機で
した。大和国とは異なる越中国の美しい自然と人々に触れることによって、歌境を深めます。ことに
は、都で親しんだ葛城の二上山と同じ名を持つ二上山、都では見ることのない荘厳な高山の立山、
海のない都では見ることのない布勢水海に感動し、それを長歌「越中三賦」に詠み残します。また、
春の出挙で国内を巡行する旅の途で触れた雄神川、鸕坂川、婦負川、延槻川、饒石川、羽咋の
海、能登の島山、珠洲の海、長浜の浦などの地を数々の秀吟に残しました。5年間の越中時代に記
録した歌は330首。家持の越中での歌は223首にものぼります。

（高岡市万葉歴史館長　坂本　信幸）

招待朗唱招待朗唱 日本人の心のかたち、
ゆかしさ息づく万葉の世界

日本人の心のかたち、
ゆかしさ息づく万葉の世界

小野　寛さん
（高岡市万葉歴史館名誉館長・駒澤大学名誉教授）

お の ひろし

プロフィール●昭和９年京都市生まれ。
●東京大学文学部卒業。東京大学大学院修了。学習院大学講師、学習院女子短期
　大学教授、駒澤大学教授を経て、平成16年４月から平成23年３月まで高岡市万葉
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　十二』『大伴家持大事典』『大伴家持（コレクション日本歌人選）』などがある。

佐佐木 幸綱さん
（歌　人）

プロフィール●1938年、東京都生まれ。
●70年刊の歌集『群黎』でデビュー。男性的作品によって歌壇に新風を吹き込んだ。
　02年、歌集『アニマ』にて芸術選奨・文部大臣賞。「心の花」編集長。「朝日歌壇」
　選者。早稲田大学名誉教授。日本芸術員会員。
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太子（巻三・415番歌）が詠んだと伝承されている歌などもありますが、実際には舒明天皇の歌（巻一・2番歌）にはじまり、奈良時代の
天平宝字3年（759）の大伴家持の歌（巻二十・4516番歌）までの約130年間を中心とする、天皇・皇后から名もなき人々の歌までも
がおさめられた一大歌集です。歌は短歌が4,208首で、長歌や6句体もあります。
　なお、この万葉集の歌4,516首のうち、越中で詠まれたか、あるいは越中にかかわって歌われた歌をとくに「越中万葉」と呼んでいます。
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337首を数えます。
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巻1 10月7日（金） 11：00～

巻1 10月7日（金） 12：20～

巻2 10月7日（金） 13：09～

歌番号 朗唱者氏名
10月7日（金） 10：15～

歌番号 朗唱者氏名

59～71　　中西進と21世紀を生きる会・中西進と歌って元気になる会のみなさん
　　　　　皆　川　誠　道　　福井県福井市
　　　　　今　井　直　子　　岐阜県下呂市
　　　　　奥　田　美知子　　岐阜県下呂市
　　　　　籾　山　美也子　　愛知県知多郡武豊町
　　　　　小　山　森　生　　神奈川県横浜市
　　　　　高　木　あかね　　神奈川県横浜市

72～78　　高岡おもてなしの会のみなさん

79～80　　細　川　俊　雄　　富山県高岡市
  
81～84　　竹林雀

85～111　吟友婦中のみなさん
　　　　　森　　　文　子　　富山県富山市
　　　　　山　中　芳　子　　富山県富山市
　　　　　酒　井　紀　子　　富山県富山市
　　　　　北　山　まさみ　　富山県富山市

112～130　萌吟会のみなさん
　　　　　小　竹　豊　子　　富山県高岡市
　　　　　山　崎　俊　恵　　富山県高岡市
　　　　　岩　瀬　照　子　　富山県高岡市
　　　　　野　端　祥　子　　富山県高岡市
　　　　　平　田　弘　美　　富山県高岡市
　　　　　稲　垣　美津子　　富山県射水市
　　　　　川　淵　小夜子　　富山県射水市

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

巻1 10月7日（金） 11：46～
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

【巻1】
　「雑歌」のみ８４首。天皇の代ごとに歌を分け、それぞれ時代順に配列し
ている。巻頭の雄略天皇の歌がもっとも古く、もっとも新しい巻末の長皇子の
歌は平城京時代のもの。

ぞう

ゆう ながのみこりゃく

か

【巻2】
　「相聞・挽歌」150首。巻1同様に歌を配列する。巻頭の磐姫皇后の歌は、
『万葉集』全体でもっとも古い歌。巻1と巻2を合わせて、『万葉集』の中核的
性格を持つ。

そう いわのひめもん ばん か

〈オープニング朗唱〉
1～ 4　　坂　本　信　幸　　高岡市万葉歴史館長
5～ 6　　角　田　悠　紀　　高岡市長

7～28　　高岡市更生保護女性会①（10名）のみなさん　

29～31　　星　　　信　寿　　埼玉県深谷市

32～42　　第一生命保険㈱高岡広小路営業オフィスのみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
43～44　　定塚保育園のみなさん
　　　　　森　　　瑞　葵　　泉　　　乃々華　　水　持　衣　織
　　　　　一　瀬　みのり　　𠮷　田　有　吾　　タケウチシエミ
　　　　　石　川　夏　純　　瀧　　　景　一　　竹　谷　颯　馬
　　　　　塚　本　充　紀　　三　吉　永之助　　児　玉　す　ず
　　　　　山　田　櫂　斗　　本　澤　治　二　　小　竹　利　奈
　　　　　赤　川　悠　斗　　平　田　航　輔　　荒　　　ももか
　　　　　飯　山　ことは　　高　木　玲　於　　辻　　　晴　叶
　　　　　長　田　梁　汰　　梶　野　莉　斗　　四津川　遥　己　

45　　　　高岡おもてなしの会のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
46～47　　石堤保育園のみなさん
　　　　　板　谷　早和香　　柴　田　陽茉里　　橋　本　竜ノ助
　　　　　福　原　紬　心　　南　林　尚　寿　　村　田　彩　斗
　　　　　森　　　咲　楽

48～49　　坂ノ下保育園のみなさん
　　　　　棚　田　千　代　　桑　名　朝　大　　原　田　陽　向
　　　　　萩　尾　奏　空　　青　木　　　栞　　髙　橋　圭　太
　　　　　小　林　　　鈴　　小　竹　実　智　　土　谷　玲　翔
　　　　　野　村　和　臣　　山　岸　諭　季　　宮　崎　智　大
　　　　　橋　本　乃ノ佳　　紺　谷　彩　巴　　劉　　　夏　妃
　　　　　田　中　大　惺　　稲　垣　咲　槻　　河　合　心　陽

〈万葉故地特別朗唱〉
大伴家持が越中国守として諸群巡行に出た際に詠んだ歌をその土地の
方々が、ふるさとの万葉歌として愛着をもって朗唱します。

3770　　山　田　賢　一　　越前市長

4073　　村　山　　　卓　　金沢市長

4076　　高　岩　勝　人　　金沢市議会議長

4001　　新　田　八　朗　　富山県知事

4024　　渡　辺　守　人　　富山県議会議長

4017　　夏　野　元　志　　射水市長

4085　　桜　井　森　夫　　小矢部市長

4021　　田　中　幹　夫　　南砺市長

4143　　坂　林　永　喜　　高岡市議会議長

3954　　塩　谷　雄　一　　高岡商工会議所会頭

131～154　大阪税関伏木税関支署のみなさん

155～170　国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所のみなさん
　　　　　竹　内　　　悟　　富山県富山市
　　　　　橘　　　涼　慈　　富山県射水市
　　　　　梶　井　友　惠　　富山県富山市
　　　　　谷　澤　来　夢　　富山県射水市
　　　　　山　本　雅　久　　富山県氷見市
　　　　　宮　脇　虎太郎　　富山県砺波市
　　　　　堀　田　伽　菜　　富山県富山市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
171～173　立野保育所のみなさん
　　　　　高　田　才　嘉　　大　井　健太郎　　吉　澤　陽　空
　　　　　金　子　颯　真　　荒　屋　　　朱　　中　村　　　繕
　　　　　楠　　　空　來　　モンティリア ヨコエ アリソン　　本　田　　　樹
　　　　　吹　田　悠　真　　村　田　智　成　　石　田　優　弥
　　　　　中　保　　　健　　後　藤　獅　虎　　淺　野　美　遥
　　　　　今　　　勇　人

174～176　国吉光徳保育園のみなさん
　　　　　荒　谷　寿　珠　　大　庭　宗　真　　小　神　幸　平
　　　　　笠　原　愛　子　　黄　山　　　澪　　竹　澤　　　杏
　　　　　竹　澤　　　黎　　山　崎　充　希　　𠮷　井　充　希

177～179　高岡おもてなしの会のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
180～182　ふたばこども園のみなさん
　　　　　吉　田　菜　優　　金　井　礼　実　　平　木　　　純
　　　　　香　山　愛　実　　長　森　優　弥　　斉　藤　琥　陽
　　　　　松　野　巴成子　　澤　田　収　弘　　安　藤　　　蓮
　　　　　森　田　泰　生　　上　野　要　人　　四津谷　結　愛
　　　　　吉　岡　輝　光　　酒　井　幹　太　　長谷川　　　賢
　　　　　嶋　　　小　夏　　新　井　楓　乃　　杉　村　侑　城
　　　　　佐　野　花　笑　　今　岡　勇　翔　　大　越　倫太郎
　　　　　清　水　凰　利　　大　江　遥　月　　笹　島　彩香理
　　　　　浦　田　彩　永　　長　澤　咲　人　　神　島　一　凛
　　　　　長　井　伶　和　　大　浦　久　宗　　三　浦　一　真
　　　　　加　藤　生　剛

183～185　高岡おもてなしの会のみなさん

186～206　高岡万葉ロータリークラブ 万葉を愛する有志一同のみなさん

207～217　三協アルミ詩吟会のみなさん
　　　　　川　添　博　明　　富山県氷見市
　　　　　土　井　哲　雄　　富山県射水市
　　　　　倉　田　清　彦　　富山県富山市
　　　　　平　田　伸　子　　富山県高岡市
　　　　　内　島　淑　子　　富山県高岡市
　　　　　岩　坪　満　子　　富山県高岡市
　　　　　関　　　正　枝　　富山県高岡市
　　　　　寺　井　俊　子　　富山県高岡市
　　　　　角　　　久　子　　富山県高岡市

10月7日（金） 12：00～
歌番号 朗唱者氏名

50～52　　高岡おもてなしの会のみなさん

53～55　　富山奈良県人会

56～58　　高岡おもてなしの会のみなさん

大島秀信/画　「静座する家持」（高岡市万葉歴史館蔵）

万葉集全20巻朗唱の会
10月7日㈮9：30～9日㈰19：00
会場 中の島特設水上舞台

〈招待朗唱〉
995 小　島　ゆかり　　歌人
13～15 佐佐木　幸　綱　　歌人・早稲田大学名誉教授
4290～4292　小　野　　　寛　　高岡市万葉歴史館名誉館長
51 岡　本　三千代　　万葉うたがたり会主宰

日中は会場での朗唱、夜間は応募動画を 高岡ケーブルネットワーク9チャンネルと
高岡万葉まつりのYouTubeチャンネルで放映し、万葉集全4,516首をリレー方式で歌い継ぎます。

高岡ケーブルネットワーク9チャンネル…10月7日㈮～9日㈰
高岡万葉まつり YouTubeチャンネル…10月7日㈮～

放
映
日

高岡万葉まつり
YouTubeチャンネル

会場

会場

会場

会場

会場

会場

特 別 朗 唱

特 別 朗 唱
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巻1 10月7日（金） 11：00～

巻1 10月7日（金） 12：20～

巻2 10月7日（金） 13：09～

歌番号 朗唱者氏名
10月7日（金） 10：15～

歌番号 朗唱者氏名

59～71　　中西進と21世紀を生きる会・中西進と歌って元気になる会のみなさん
　　　　　皆　川　誠　道　　福井県福井市
　　　　　今　井　直　子　　岐阜県下呂市
　　　　　奥　田　美知子　　岐阜県下呂市
　　　　　籾　山　美也子　　愛知県知多郡武豊町
　　　　　小　山　森　生　　神奈川県横浜市
　　　　　高　木　あかね　　神奈川県横浜市

72～78　　高岡おもてなしの会のみなさん

79～80　　細　川　俊　雄　　富山県高岡市
  
81～84　　竹林雀

85～111　吟友婦中のみなさん
　　　　　森　　　文　子　　富山県富山市
　　　　　山　中　芳　子　　富山県富山市
　　　　　酒　井　紀　子　　富山県富山市
　　　　　北　山　まさみ　　富山県富山市

112～130　萌吟会のみなさん
　　　　　小　竹　豊　子　　富山県高岡市
　　　　　山　崎　俊　恵　　富山県高岡市
　　　　　岩　瀬　照　子　　富山県高岡市
　　　　　野　端　祥　子　　富山県高岡市
　　　　　平　田　弘　美　　富山県高岡市
　　　　　稲　垣　美津子　　富山県射水市
　　　　　川　淵　小夜子　　富山県射水市

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

巻1 10月7日（金） 11：46～
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所

【巻1】
　「雑歌」のみ８４首。天皇の代ごとに歌を分け、それぞれ時代順に配列し
ている。巻頭の雄略天皇の歌がもっとも古く、もっとも新しい巻末の長皇子の
歌は平城京時代のもの。

ぞう

ゆう ながのみこりゃく

か

【巻2】
　「相聞・挽歌」150首。巻1同様に歌を配列する。巻頭の磐姫皇后の歌は、
『万葉集』全体でもっとも古い歌。巻1と巻2を合わせて、『万葉集』の中核的
性格を持つ。

そう いわのひめもん ばん か

〈オープニング朗唱〉
1～ 4　　坂　本　信　幸　　高岡市万葉歴史館長
5～ 6　　角　田　悠　紀　　高岡市長

7～28　　高岡市更生保護女性会①（10名）のみなさん　

29～31　　星　　　信　寿　　埼玉県深谷市

32～42　　第一生命保険㈱高岡広小路営業オフィスのみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
43～44　　定塚保育園のみなさん
　　　　　森　　　瑞　葵　　泉　　　乃々華　　水　持　衣　織
　　　　　一　瀬　みのり　　𠮷　田　有　吾　　タケウチシエミ
　　　　　石　川　夏　純　　瀧　　　景　一　　竹　谷　颯　馬
　　　　　塚　本　充　紀　　三　吉　永之助　　児　玉　す　ず
　　　　　山　田　櫂　斗　　本　澤　治　二　　小　竹　利　奈
　　　　　赤　川　悠　斗　　平　田　航　輔　　荒　　　ももか
　　　　　飯　山　ことは　　高　木　玲　於　　辻　　　晴　叶
　　　　　長　田　梁　汰　　梶　野　莉　斗　　四津川　遥　己　

45　　　　高岡おもてなしの会のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
46～47　　石堤保育園のみなさん
　　　　　板　谷　早和香　　柴　田　陽茉里　　橋　本　竜ノ助
　　　　　福　原　紬　心　　南　林　尚　寿　　村　田　彩　斗
　　　　　森　　　咲　楽

48～49　　坂ノ下保育園のみなさん
　　　　　棚　田　千　代　　桑　名　朝　大　　原　田　陽　向
　　　　　萩　尾　奏　空　　青　木　　　栞　　髙　橋　圭　太
　　　　　小　林　　　鈴　　小　竹　実　智　　土　谷　玲　翔
　　　　　野　村　和　臣　　山　岸　諭　季　　宮　崎　智　大
　　　　　橋　本　乃ノ佳　　紺　谷　彩　巴　　劉　　　夏　妃
　　　　　田　中　大　惺　　稲　垣　咲　槻　　河　合　心　陽

〈万葉故地特別朗唱〉
大伴家持が越中国守として諸群巡行に出た際に詠んだ歌をその土地の
方々が、ふるさとの万葉歌として愛着をもって朗唱します。

3770　　山　田　賢　一　　越前市長

4073　　村　山　　　卓　　金沢市長

4076　　高　岩　勝　人　　金沢市議会議長

4001　　新　田　八　朗　　富山県知事

4024　　渡　辺　守　人　　富山県議会議長

4017　　夏　野　元　志　　射水市長

4085　　桜　井　森　夫　　小矢部市長

4021　　田　中　幹　夫　　南砺市長

4143　　坂　林　永　喜　　高岡市議会議長

3954　　塩　谷　雄　一　　高岡商工会議所会頭

131～154　大阪税関伏木税関支署のみなさん

155～170　国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所のみなさん
　　　　　竹　内　　　悟　　富山県富山市
　　　　　橘　　　涼　慈　　富山県射水市
　　　　　梶　井　友　惠　　富山県富山市
　　　　　谷　澤　来　夢　　富山県射水市
　　　　　山　本　雅　久　　富山県氷見市
　　　　　宮　脇　虎太郎　　富山県砺波市
　　　　　堀　田　伽　菜　　富山県富山市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
171～173　立野保育所のみなさん
　　　　　高　田　才　嘉　　大　井　健太郎　　吉　澤　陽　空
　　　　　金　子　颯　真　　荒　屋　　　朱　　中　村　　　繕
　　　　　楠　　　空　來　　モンティリア ヨコエ アリソン　　本　田　　　樹
　　　　　吹　田　悠　真　　村　田　智　成　　石　田　優　弥
　　　　　中　保　　　健　　後　藤　獅　虎　　淺　野　美　遥
　　　　　今　　　勇　人

174～176　国吉光徳保育園のみなさん
　　　　　荒　谷　寿　珠　　大　庭　宗　真　　小　神　幸　平
　　　　　笠　原　愛　子　　黄　山　　　澪　　竹　澤　　　杏
　　　　　竹　澤　　　黎　　山　崎　充　希　　𠮷　井　充　希

177～179　高岡おもてなしの会のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
180～182　ふたばこども園のみなさん
　　　　　吉　田　菜　優　　金　井　礼　実　　平　木　　　純
　　　　　香　山　愛　実　　長　森　優　弥　　斉　藤　琥　陽
　　　　　松　野　巴成子　　澤　田　収　弘　　安　藤　　　蓮
　　　　　森　田　泰　生　　上　野　要　人　　四津谷　結　愛
　　　　　吉　岡　輝　光　　酒　井　幹　太　　長谷川　　　賢
　　　　　嶋　　　小　夏　　新　井　楓　乃　　杉　村　侑　城
　　　　　佐　野　花　笑　　今　岡　勇　翔　　大　越　倫太郎
　　　　　清　水　凰　利　　大　江　遥　月　　笹　島　彩香理
　　　　　浦　田　彩　永　　長　澤　咲　人　　神　島　一　凛
　　　　　長　井　伶　和　　大　浦　久　宗　　三　浦　一　真
　　　　　加　藤　生　剛

183～185　高岡おもてなしの会のみなさん

186～206　高岡万葉ロータリークラブ 万葉を愛する有志一同のみなさん

207～217　三協アルミ詩吟会のみなさん
　　　　　川　添　博　明　　富山県氷見市
　　　　　土　井　哲　雄　　富山県射水市
　　　　　倉　田　清　彦　　富山県富山市
　　　　　平　田　伸　子　　富山県高岡市
　　　　　内　島　淑　子　　富山県高岡市
　　　　　岩　坪　満　子　　富山県高岡市
　　　　　関　　　正　枝　　富山県高岡市
　　　　　寺　井　俊　子　　富山県高岡市
　　　　　角　　　久　子　　富山県高岡市

10月7日（金） 12：00～
歌番号 朗唱者氏名

50～52　　高岡おもてなしの会のみなさん

53～55　　富山奈良県人会

56～58　　高岡おもてなしの会のみなさん

大島秀信/画　「静座する家持」（高岡市万葉歴史館蔵）

万葉集全20巻朗唱の会
10月7日㈮9：30～9日㈰19：00
会場 中の島特設水上舞台

〈招待朗唱〉
995 小　島　ゆかり　　歌人
13～15 佐佐木　幸　綱　　歌人・早稲田大学名誉教授
4290～4292　小　野　　　寛　　高岡市万葉歴史館名誉館長
51 岡　本　三千代　　万葉うたがたり会主宰

日中は会場での朗唱、夜間は応募動画を 高岡ケーブルネットワーク9チャンネルと
高岡万葉まつりのYouTubeチャンネルで放映し、万葉集全4,516首をリレー方式で歌い継ぎます。

高岡ケーブルネットワーク9チャンネル…10月7日㈮～9日㈰
高岡万葉まつり YouTubeチャンネル…10月7日㈮～

放
映
日

高岡万葉まつり
YouTubeチャンネル

会場

会場

会場

会場

会場

会場

特 別 朗 唱

特 別 朗 唱
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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
218～234　高岡おもてなしの会のみなさん

235～256　公益社団法人高岡市シルバー人材センターのみなさん
　　　　　菊　池　幸　子　　富山県高岡市
　　　　　中　谷　多紀子　　富山県高岡市
　　　　　宮　浦　修　一　　富山県高岡市
　　　　　波　能　君　子　　富山県高岡市
　　　　　二　塚　時　男　　富山県高岡市
　　　　　山　岸　弾　司　　富山県高岡市
　　　　　青　井　繁　明　　富山県高岡市
　　　　　伊　東　京　子　　富山県高岡市

257～260　高岡おもてなしの会のみなさん

261～273　北陸民放クラブ富山のみなさん
　　　　　山　岡　幸　策　　富山県高岡市
　　　　　竹　林　暁　子　　富山県高岡市
　　　　　飯　野　宣　子　　富山県富山市
　　　　　森　　　　　元　　富山県富山市
　　　　　石　場　達　雄　　富山県富山市
　　　　　山　本　公　枝　　富山県射水市
　　　　　麻　生　千賀子　　富山県射水市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
274～275　中央保育園のみなさん
　　　　　山　﨑　蓮　誠　　山　崎　達　貴　　新　川　松太郎
　　　　　釣　谷　悠　太　　渋　谷　奏　榎　　𠮷　川　姫愛月
　　　　　沢　田　真　彩　　沢　田　勘　哉　　谷　村　咲　奈
　　　　　丸　池　　　凛　　奥　山　玄　輝　　所　司　蒼　真
　　　　　田　中　英　太

276～278　高岡おもてなしの会のみなさん

芸能発表　15：30～　◆民謡
「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

279～281　高岡おもてなしの会のみなさん

282～304　東五位校下連合自治会のみなさん
　　　　　前　田　義　弘　　富山県高岡市
　　　　　杉　江　幸　男　　富山県高岡市
　　　　　安　田　善　治　　富山県高岡市
　　　　　竹　内　正　明　　富山県高岡市
　　　　　室　田　一　男　　富山県高岡市
　　　　　上　村　秋　夫　　富山県高岡市
　　　　　竹　島　淑　夫　　富山県高岡市
　　　　　塚　本　由　治　　富山県高岡市
　　　　　高　木　利　則　　富山県高岡市
　　　　　寺　井　義　博　　富山県高岡市
　　　　　髙　橋　清　志　　富山県高岡市
　　　　　竹　中　寿　治　　富山県高岡市
　　　　　前　田　伊　克　　富山県高岡市
　　　　　酒　井　岩　一　　富山県高岡市
　　　　　浦　田　晴　弘　　富山県高岡市
　　　　　山　本　喜　吉　　富山県高岡市
　　　　　早　苗　澄　夫　　富山県高岡市
　　　　　大　野　忠　雄　　富山県高岡市
　　　　　山　谷　智　春　　富山県高岡市
　　　　　廣　岡　智　子　　富山県高岡市
　　　　　島　田　真　弓　　富山県高岡市
　　　　　島　田　千　秋　　富山県高岡市

305～325　高岡法科大学
　　　　　（後藤ゼミ・八坂ゼミ・創作部・地域国際交流研究会）のみなさん
　　　　　安　徳　茅比呂　　富山県高岡市
　　　　　田　中　優　輝　　富山県高岡市
　　　　　成　瀬　久　太　　富山県高岡市
　　　　　山　下　朗　煕　　富山県高岡市
　　　　　佐々木　彰　吾　　富山県高岡市
　　　　　廣　長　華　南　　富山県高岡市
　　　　　米　澤　公　香　　富山県高岡市
　　　　　千　葉　碧　渚　　富山県高岡市
　　　　　小　川　凛　久　　富山県高岡市
　　　　　高　島　瑞　季　　富山県高岡市
　　　　　城　宝　康　弘　　富山県高岡市
　　　　　八　坂　徳　明　　富山県高岡市
　　　　　後　藤　亜　季　　富山県高岡市

芸能発表　16：30～　◆詩吟・剣詩舞
「和歌　吹く風を」　○渋川流剣詩舞道天蕙会　○富山千吟会　
「常盤狐を抱くの図」○渋川流剣詩舞道天水会　○富山県松風会
「生田に宿す」　　　○渋川流剣詩舞道剣楓会　○高岡岳風会
「松竹梅」　　　　　○渋川流剣詩舞道錬成会　○高岡吟詠会
「敷島の」　　　　　○渋川流剣詩舞道神月会　○富山千吟会

326～343　高岡法科大学
　　　　　（後藤ゼミ・八坂ゼミ・創作部・地域国際交流研究会）のみなさん

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
344～346　横田小学校のみなさん

347～348　成美小学校のみなさん

〈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。
4139　 鹿児島県薩摩川内市
815・818・822　福岡県太宰府市
1707　　　京都府城陽市
328～330　奈良県奈良市
2185　　　奈良県香芝市
266 　 滋賀県大津市
2439　　　滋賀県近江八幡市
20～21　　滋賀県東近江市
1033　　　三重県志摩市
2101　　　愛知県一宮市
57～58　　愛知県蒲郡市
3353～3354　静岡県浜松市

484～503　富山県歌人連盟のみなさん
　　　　　石　垣　美喜子　　富山県入善町
　　　　　永　井　紀恵子　　富山県入善町
　　　　　上　田　洋　一　　富山県黒部市
　　　　　日名田　高　治　　富山県氷見市
　　　　　宮　　　ゆり子　　富山県氷見市
　　　　　石　坂　　　募　　富山県高岡市

504～513　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

514～538　伏木古府若草長寿会のみなさん
　　　　　越　川　優　美　　富山県高岡市
　　　　　熊　田　　　昇　　富山県高岡市
　　　　　高　柳　照　子　　富山県高岡市
　　　　　大　石　健　次　　富山県高岡市
　　　　　小　栗　和　明　　富山県高岡市
　　　　　橋　本　昭　子　　富山県高岡市
　　　　　太　田　禎　子　　富山県高岡市
　　　　　島　　　とし子　　富山県高岡市
　　　　　島　　　寿　男　　富山県高岡市

539～554　高岡でがんばる会のみなさん

555～578　高岡市観光ボランティアガイド保与の会のみなさん

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
579～580　万葉小学校のみなさん

581～584　伏木小学校のみなさん

585～586　能町小学校のみなさん

巻2 10月7日（金） 14：36～ 巻3 10月7日（金） 15：52～ 巻3 10月7日（金）

【巻3】
　「雑歌・譬喩歌・挽歌」249首。だいたい歌の時代順に配列する。巻1、巻2
の拾遺集として編まれたものが、歌数が多くなったため、「相聞」を巻4として
独立させたと考えられている。

ひ ゆ か

【巻4】
　「相聞」のみ309首。斉明天皇の時代から天平15・16年ごろまでの歌を載
せる。巻2「相聞」の拾遺的性格を持つ。大伴家持をはじめ大伴氏関係の歌
が多い。

さいめい てんぴょう

会場 会場
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
349～350　博労小学校のみなさん

351～353　川原小学校のみなさん

354～356　下関小学校のみなさん

357～359　太田小学校のみなさん
太田小学校　創作舞踊「つつまの舞」

360～365　藤　田　敏　夫　　東京都葛飾区

366～367　福　井　昌　弘　　富山県黒部市

368～371　成　栗　里　美　　岐阜県郡上市

372～375　岡　垣　昌　秀　　岩手県盛岡市

376～387　高岡ケーブルネットワーク株式会社のみなさん
　　　　　毎　田　　　葵　　富山県高岡市
　　　　　小　林　奈　央　　富山県高岡市

388～393　塩　路　博　美　　富山県高岡市
　　　　　安　藤　　　勲　　富山県高岡市

394～397　二　上　詩　帆　　富山県高岡市
　　　　　鍵　主　ともか　　富山県高岡市

398～407　ブックスタートボランティア　高岡らっこの会のみなさん

408～414　ガールスカウト富山県第31団のみなさん

415～416　高岡でがんばる会のみなさん

417～422　伏木港海運振興会のみなさん
　　　　　中　村　紗友里　　富山県高岡市
　　　　　原　田　裕　之　　富山県高岡市

423～433　高岡でがんばる会のみなさん

434～442　鐘寿会のみなさん
　　　　　小　泉　邦　昭　　富山県高岡市
　　　　　太　田　彦　二　　富山県高岡市
　　　　　佐　賀　郁　夫　　富山県高岡市

443～445　し　ん　ま　さ

446～456　高岡でがんばる会のみなさん

457～459　橘　　　慶一郎　　衆議院議員

460～465　坂　田　愛　子　　富山県小矢部市

466～469　Takaoka culture promotion teamのみなさん

470～474　高岡でがんばる会のみなさん

475～477　大　澤　　　寛　　神奈川県相模原市

478～483　高岡でがんばる会のみなさん

巻3 10月7日（金） 動画 動画

特 別 朗 唱

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻3 10月7日（金） 17：30～ 動画

※動画放映時間は
　高岡市観光ポータルサイト
　「たかおか道しるべ」を
　ご確認ください。
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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
218～234　高岡おもてなしの会のみなさん

235～256　公益社団法人高岡市シルバー人材センターのみなさん
　　　　　菊　池　幸　子　　富山県高岡市
　　　　　中　谷　多紀子　　富山県高岡市
　　　　　宮　浦　修　一　　富山県高岡市
　　　　　波　能　君　子　　富山県高岡市
　　　　　二　塚　時　男　　富山県高岡市
　　　　　山　岸　弾　司　　富山県高岡市
　　　　　青　井　繁　明　　富山県高岡市
　　　　　伊　東　京　子　　富山県高岡市

257～260　高岡おもてなしの会のみなさん

261～273　北陸民放クラブ富山のみなさん
　　　　　山　岡　幸　策　　富山県高岡市
　　　　　竹　林　暁　子　　富山県高岡市
　　　　　飯　野　宣　子　　富山県富山市
　　　　　森　　　　　元　　富山県富山市
　　　　　石　場　達　雄　　富山県富山市
　　　　　山　本　公　枝　　富山県射水市
　　　　　麻　生　千賀子　　富山県射水市

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
274～275　中央保育園のみなさん
　　　　　山　﨑　蓮　誠　　山　崎　達　貴　　新　川　松太郎
　　　　　釣　谷　悠　太　　渋　谷　奏　榎　　𠮷　川　姫愛月
　　　　　沢　田　真　彩　　沢　田　勘　哉　　谷　村　咲　奈
　　　　　丸　池　　　凛　　奥　山　玄　輝　　所　司　蒼　真
　　　　　田　中　英　太

276～278　高岡おもてなしの会のみなさん

芸能発表　15：30～　◆民謡
「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

279～281　高岡おもてなしの会のみなさん

282～304　東五位校下連合自治会のみなさん
　　　　　前　田　義　弘　　富山県高岡市
　　　　　杉　江　幸　男　　富山県高岡市
　　　　　安　田　善　治　　富山県高岡市
　　　　　竹　内　正　明　　富山県高岡市
　　　　　室　田　一　男　　富山県高岡市
　　　　　上　村　秋　夫　　富山県高岡市
　　　　　竹　島　淑　夫　　富山県高岡市
　　　　　塚　本　由　治　　富山県高岡市
　　　　　高　木　利　則　　富山県高岡市
　　　　　寺　井　義　博　　富山県高岡市
　　　　　髙　橋　清　志　　富山県高岡市
　　　　　竹　中　寿　治　　富山県高岡市
　　　　　前　田　伊　克　　富山県高岡市
　　　　　酒　井　岩　一　　富山県高岡市
　　　　　浦　田　晴　弘　　富山県高岡市
　　　　　山　本　喜　吉　　富山県高岡市
　　　　　早　苗　澄　夫　　富山県高岡市
　　　　　大　野　忠　雄　　富山県高岡市
　　　　　山　谷　智　春　　富山県高岡市
　　　　　廣　岡　智　子　　富山県高岡市
　　　　　島　田　真　弓　　富山県高岡市
　　　　　島　田　千　秋　　富山県高岡市

305～325　高岡法科大学
　　　　　（後藤ゼミ・八坂ゼミ・創作部・地域国際交流研究会）のみなさん
　　　　　安　徳　茅比呂　　富山県高岡市
　　　　　田　中　優　輝　　富山県高岡市
　　　　　成　瀬　久　太　　富山県高岡市
　　　　　山　下　朗　煕　　富山県高岡市
　　　　　佐々木　彰　吾　　富山県高岡市
　　　　　廣　長　華　南　　富山県高岡市
　　　　　米　澤　公　香　　富山県高岡市
　　　　　千　葉　碧　渚　　富山県高岡市
　　　　　小　川　凛　久　　富山県高岡市
　　　　　高　島　瑞　季　　富山県高岡市
　　　　　城　宝　康　弘　　富山県高岡市
　　　　　八　坂　徳　明　　富山県高岡市
　　　　　後　藤　亜　季　　富山県高岡市

芸能発表　16：30～　◆詩吟・剣詩舞
「和歌　吹く風を」　○渋川流剣詩舞道天蕙会　○富山千吟会　
「常盤狐を抱くの図」○渋川流剣詩舞道天水会　○富山県松風会
「生田に宿す」　　　○渋川流剣詩舞道剣楓会　○高岡岳風会
「松竹梅」　　　　　○渋川流剣詩舞道錬成会　○高岡吟詠会
「敷島の」　　　　　○渋川流剣詩舞道神月会　○富山千吟会

326～343　高岡法科大学
　　　　　（後藤ゼミ・八坂ゼミ・創作部・地域国際交流研究会）のみなさん

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
344～346　横田小学校のみなさん

347～348　成美小学校のみなさん

〈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。
4139　 鹿児島県薩摩川内市
815・818・822　福岡県太宰府市
1707　　　京都府城陽市
328～330　奈良県奈良市
2185　　　奈良県香芝市
266 　 滋賀県大津市
2439　　　滋賀県近江八幡市
20～21　　滋賀県東近江市
1033　　　三重県志摩市
2101　　　愛知県一宮市
57～58　　愛知県蒲郡市
3353～3354　静岡県浜松市

484～503　富山県歌人連盟のみなさん
　　　　　石　垣　美喜子　　富山県入善町
　　　　　永　井　紀恵子　　富山県入善町
　　　　　上　田　洋　一　　富山県黒部市
　　　　　日名田　高　治　　富山県氷見市
　　　　　宮　　　ゆり子　　富山県氷見市
　　　　　石　坂　　　募　　富山県高岡市

504～513　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

514～538　伏木古府若草長寿会のみなさん
　　　　　越　川　優　美　　富山県高岡市
　　　　　熊　田　　　昇　　富山県高岡市
　　　　　高　柳　照　子　　富山県高岡市
　　　　　大　石　健　次　　富山県高岡市
　　　　　小　栗　和　明　　富山県高岡市
　　　　　橋　本　昭　子　　富山県高岡市
　　　　　太　田　禎　子　　富山県高岡市
　　　　　島　　　とし子　　富山県高岡市
　　　　　島　　　寿　男　　富山県高岡市

539～554　高岡でがんばる会のみなさん

555～578　高岡市観光ボランティアガイド保与の会のみなさん

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
579～580　万葉小学校のみなさん

581～584　伏木小学校のみなさん

585～586　能町小学校のみなさん

巻2 10月7日（金） 14：36～ 巻3 10月7日（金） 15：52～ 巻3 10月7日（金）

【巻3】
　「雑歌・譬喩歌・挽歌」249首。だいたい歌の時代順に配列する。巻1、巻2
の拾遺集として編まれたものが、歌数が多くなったため、「相聞」を巻4として
独立させたと考えられている。

ひ ゆ か

【巻4】
　「相聞」のみ309首。斉明天皇の時代から天平15・16年ごろまでの歌を載
せる。巻2「相聞」の拾遺的性格を持つ。大伴家持をはじめ大伴氏関係の歌
が多い。

さいめい てんぴょう

会場 会場
歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
349～350　博労小学校のみなさん

351～353　川原小学校のみなさん

354～356　下関小学校のみなさん

357～359　太田小学校のみなさん
太田小学校　創作舞踊「つつまの舞」

360～365　藤　田　敏　夫　　東京都葛飾区

366～367　福　井　昌　弘　　富山県黒部市

368～371　成　栗　里　美　　岐阜県郡上市

372～375　岡　垣　昌　秀　　岩手県盛岡市

376～387　高岡ケーブルネットワーク株式会社のみなさん
　　　　　毎　田　　　葵　　富山県高岡市
　　　　　小　林　奈　央　　富山県高岡市

388～393　塩　路　博　美　　富山県高岡市
　　　　　安　藤　　　勲　　富山県高岡市

394～397　二　上　詩　帆　　富山県高岡市
　　　　　鍵　主　ともか　　富山県高岡市

398～407　ブックスタートボランティア　高岡らっこの会のみなさん

408～414　ガールスカウト富山県第31団のみなさん

415～416　高岡でがんばる会のみなさん

417～422　伏木港海運振興会のみなさん
　　　　　中　村　紗友里　　富山県高岡市
　　　　　原　田　裕　之　　富山県高岡市

423～433　高岡でがんばる会のみなさん

434～442　鐘寿会のみなさん
　　　　　小　泉　邦　昭　　富山県高岡市
　　　　　太　田　彦　二　　富山県高岡市
　　　　　佐　賀　郁　夫　　富山県高岡市

443～445　し　ん　ま　さ

446～456　高岡でがんばる会のみなさん

457～459　橘　　　慶一郎　　衆議院議員

460～465　坂　田　愛　子　　富山県小矢部市

466～469　Takaoka culture promotion teamのみなさん

470～474　高岡でがんばる会のみなさん

475～477　大　澤　　　寛　　神奈川県相模原市

478～483　高岡でがんばる会のみなさん

巻3 10月7日（金） 動画 動画

特 別 朗 唱

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
巻3 10月7日（金） 17：30～ 動画

※動画放映時間は
　高岡市観光ポータルサイト
　「たかおか道しるべ」を
　ご確認ください。
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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
〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
587～590　南条小学校のみなさん

591～594　二塚小学校のみなさん

595～598　国吉義務教育学校のみなさん
国吉義務教育学校　創作舞踊「須加の山」

599～602　高陵中学校のみなさん

603～606　高岡西部中学校のみなさん

607～610　芳野中学校のみなさん

611～612　南星中学校のみなさん

613～615　五位中学校のみなさん

616～620　中　山　　　竜　　富山県高岡市

621～652　駒澤大学同窓会富山県支部＆駒富富Ladies結の会のみなさん

653～661　万葉ロックバンド りりー☆ぽっぺんのみなさん
　　　　　大　和　美　桜　　京都府城陽市
　　　　　羽　原　義　人　　京都府京都市
　　　　　岩　井　和　博　　大阪府吹田市

662～668　高岡でがんばる会のみなさん

669～692　県民カレッジ自遊塾「ふるさとの文学めぐり」のみなさん
　　　　　市　山　孝　子　　富山県富山市
　　　　　三　浦　康　子　　富山県富山市
　　　　　森　田　宏　子　　富山県南砺市
　　　　　森　田　　　勇　　富山県南砺市
　　　　　上　島　美由紀　　富山県入善市
　　　　　小　善　久　範　　富山県滑川市
　　　　　澤　田　隆　彰　　富山県滑川市

巻4 10月7日（金） 巻4 10月7日（金） 巻5 10月7日（金） 巻6 10月8日（土）

【巻5】
　「雑歌」のみ114首。神亀5年から天平5年までの、奈良時代の歌のみを年
月順に配列する。大宰府の大伴旅人と山上憶良を中心とする知識人たちの
歌集。

じん  き

だ ざ い ふ

動画 動画 動画 動画

【巻6】
　「雑歌」のみ161首。養老7年から天平16年までの、奈良時代の歌のみを
時代順に配列する。巻1「雑歌」の続編として位置づけられる。

よう  ろう

907～919　スターダスト河内のみなさん

920～932　万葉絵合わせかるたプロジェクトのみなさん
　　　　　池　木　郁　子　　奈良県香芝市
　　　　　川　畑　勝　世　　奈良県香芝市
　　　　　武　田　美紀子　　奈良県香芝市
　　　　　出　川　明　子　　奈良県香芝市
　　　　　川　本　牧　子　　奈良県香芝市

933～953　THE DAIBUTSU☆ROSHOのみなさん

954～956　大宰府万葉会のみなさん
　　　　　向　井　克　年　　松　尾　セイ子　　近　藤　佐代子
　　　　　和　田　由美子　　米　川　治　子　　藤　野　永　子
　　　　　松　尾　匡　樹　　松　尾　清　礼　　芦　刈　　　茂
　　　　　栗　原　京　子　　栗　原　恭　子　　權　弘　　　宅
　　　　　佐　々　恵理子　　田　中　玲　子　　時　枝　良　一
　　　　　時　枝　はるみ　　馬　場　恵　子　　馬　場　好　子
　　　　　向　井　香代子　　向　井　成　美　　青　木　　　実
　　　　　青　木　広　子　　内　堀　和　子　　山　田　及ぞみ
　　　　　吉　木　久　人　　綾　部　良　子　　大　中　祥　子
　　　　　川　野　秀　子　　徳　中　久美子　　福　田　一　子
　　　　　村　上　和　子　　吉　見　節　子　　江　口　弘　子
　　　　　尾　田　壽　子　　辛　川　正　人　　高　木　孝　子
　　　　　田　中　真智子　　松　尾　桂　子　　松　尾　利　美
　　　　　山　下　美智子　　北　谷　利志子　　諸　井　和　樹
　　　　　後　藤　恭　子　　後　藤　公　洋　　山　本　珠眞子
　　　　　錦　成　ゆう子

〈万葉ゆかり朗唱〉
万葉集にゆかりのあるもの（高岡市・射水市内）を観光情報とともに紹介し、
関連歌を朗唱します。

4143、4150　尹　　　俊　赫　　高岡市地域おこし協力隊
4229 　福　岡　　　経　　amida coffee
3989、4213　陳　　　啓　徳　　射水市地域おこし協力隊
4017 　島　　　絵理菜　　IMATO

793～801　山　﨑　綱　亮　　富山県高岡市

802～803　北陸招世クラブのみなさん

804～814　高岡でがんばる会のみなさん

815～846　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

847～850　近　藤　妃　真　　富山県中新川郡立山町

851～854　藤　平　尚　美　　富山県高岡市

855～857　浜北万葉食研究会月草の会のみなさん

858～906　スターダスト河内のみなさん
　　　　　髙　亀　颯　人　　嶋　田　研志郎　　大　木　健太郎
　　　　　久　富　雅　美　　紀　田　康　佑　　中　井　愛　央
　　　　　大　木　咲　季　　髙　亀　結　菜　　橋　本　　　瞬
　　　　　井　村　智　咲　　藤　本　千　咲　　岡　本　沙　月
　　　　　井　上　　　宝　　平　田　小　夏　　原　　　航　広
　　　　　十　河　高　弥　　伊　藤　朋　子

◆高岡市魅力PR動画配信①
　高岡時空舞台「勝興寺の月あかりに舞う」

693～695　金　子　榮　子　　富山県高岡市

696～706　辻　田　孝　子　　富山県高岡市

707～716　広い海で朗唱　　富山県

717～724　荒　木　信　夫　　富山県高岡市

725～731　荒　木　ひろみ　　富山県高岡市

732～738　サカモリのみなさん

739～746　牧　野　一　宏　　富山県高岡市

747～755　サカモリのみなさん

756～764　水　上　佳　歩　　富山県射水市

765～774　藏　堀　円　夏　　富山県高岡市

775～785　竹　内　文　雄　　富山県小矢部市

786～792　松　井　啓　城　　富山県高岡市

◆お出かけ・どこでも朗唱（伏木港まつり）

特 別 朗 唱



10 11

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
〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
587～590　南条小学校のみなさん

591～594　二塚小学校のみなさん

595～598　国吉義務教育学校のみなさん
国吉義務教育学校　創作舞踊「須加の山」

599～602　高陵中学校のみなさん

603～606　高岡西部中学校のみなさん

607～610　芳野中学校のみなさん

611～612　南星中学校のみなさん

613～615　五位中学校のみなさん

616～620　中　山　　　竜　　富山県高岡市

621～652　駒澤大学同窓会富山県支部＆駒富富Ladies結の会のみなさん

653～661　万葉ロックバンド りりー☆ぽっぺんのみなさん
　　　　　大　和　美　桜　　京都府城陽市
　　　　　羽　原　義　人　　京都府京都市
　　　　　岩　井　和　博　　大阪府吹田市

662～668　高岡でがんばる会のみなさん

669～692　県民カレッジ自遊塾「ふるさとの文学めぐり」のみなさん
　　　　　市　山　孝　子　　富山県富山市
　　　　　三　浦　康　子　　富山県富山市
　　　　　森　田　宏　子　　富山県南砺市
　　　　　森　田　　　勇　　富山県南砺市
　　　　　上　島　美由紀　　富山県入善市
　　　　　小　善　久　範　　富山県滑川市
　　　　　澤　田　隆　彰　　富山県滑川市

巻4 10月7日（金） 巻4 10月7日（金） 巻5 10月7日（金） 巻6 10月8日（土）

【巻5】
　「雑歌」のみ114首。神亀5年から天平5年までの、奈良時代の歌のみを年
月順に配列する。大宰府の大伴旅人と山上憶良を中心とする知識人たちの
歌集。

じん  き

だ ざ い ふ

動画 動画 動画 動画

【巻6】
　「雑歌」のみ161首。養老7年から天平16年までの、奈良時代の歌のみを
時代順に配列する。巻1「雑歌」の続編として位置づけられる。

よう  ろう

907～919　スターダスト河内のみなさん

920～932　万葉絵合わせかるたプロジェクトのみなさん
　　　　　池　木　郁　子　　奈良県香芝市
　　　　　川　畑　勝　世　　奈良県香芝市
　　　　　武　田　美紀子　　奈良県香芝市
　　　　　出　川　明　子　　奈良県香芝市
　　　　　川　本　牧　子　　奈良県香芝市

933～953　THE DAIBUTSU☆ROSHOのみなさん

954～956　大宰府万葉会のみなさん
　　　　　向　井　克　年　　松　尾　セイ子　　近　藤　佐代子
　　　　　和　田　由美子　　米　川　治　子　　藤　野　永　子
　　　　　松　尾　匡　樹　　松　尾　清　礼　　芦　刈　　　茂
　　　　　栗　原　京　子　　栗　原　恭　子　　權　弘　　　宅
　　　　　佐　々　恵理子　　田　中　玲　子　　時　枝　良　一
　　　　　時　枝　はるみ　　馬　場　恵　子　　馬　場　好　子
　　　　　向　井　香代子　　向　井　成　美　　青　木　　　実
　　　　　青　木　広　子　　内　堀　和　子　　山　田　及ぞみ
　　　　　吉　木　久　人　　綾　部　良　子　　大　中　祥　子
　　　　　川　野　秀　子　　徳　中　久美子　　福　田　一　子
　　　　　村　上　和　子　　吉　見　節　子　　江　口　弘　子
　　　　　尾　田　壽　子　　辛　川　正　人　　高　木　孝　子
　　　　　田　中　真智子　　松　尾　桂　子　　松　尾　利　美
　　　　　山　下　美智子　　北　谷　利志子　　諸　井　和　樹
　　　　　後　藤　恭　子　　後　藤　公　洋　　山　本　珠眞子
　　　　　錦　成　ゆう子

〈万葉ゆかり朗唱〉
万葉集にゆかりのあるもの（高岡市・射水市内）を観光情報とともに紹介し、
関連歌を朗唱します。

4143、4150　尹　　　俊　赫　　高岡市地域おこし協力隊
4229 　福　岡　　　経　　amida coffee
3989、4213　陳　　　啓　徳　　射水市地域おこし協力隊
4017 　島　　　絵理菜　　IMATO

793～801　山　﨑　綱　亮　　富山県高岡市

802～803　北陸招世クラブのみなさん

804～814　高岡でがんばる会のみなさん

815～846　万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会のみなさん

847～850　近　藤　妃　真　　富山県中新川郡立山町

851～854　藤　平　尚　美　　富山県高岡市

855～857　浜北万葉食研究会月草の会のみなさん

858～906　スターダスト河内のみなさん
　　　　　髙　亀　颯　人　　嶋　田　研志郎　　大　木　健太郎
　　　　　久　富　雅　美　　紀　田　康　佑　　中　井　愛　央
　　　　　大　木　咲　季　　髙　亀　結　菜　　橋　本　　　瞬
　　　　　井　村　智　咲　　藤　本　千　咲　　岡　本　沙　月
　　　　　井　上　　　宝　　平　田　小　夏　　原　　　航　広
　　　　　十　河　高　弥　　伊　藤　朋　子

◆高岡市魅力PR動画配信①
　高岡時空舞台「勝興寺の月あかりに舞う」

693～695　金　子　榮　子　　富山県高岡市

696～706　辻　田　孝　子　　富山県高岡市

707～716　広い海で朗唱　　富山県

717～724　荒　木　信　夫　　富山県高岡市

725～731　荒　木　ひろみ　　富山県高岡市

732～738　サカモリのみなさん

739～746　牧　野　一　宏　　富山県高岡市

747～755　サカモリのみなさん

756～764　水　上　佳　歩　　富山県射水市

765～774　藏　堀　円　夏　　富山県高岡市

775～785　竹　内　文　雄　　富山県小矢部市

786～792　松　井　啓　城　　富山県高岡市

◆お出かけ・どこでも朗唱（伏木港まつり）

特 別 朗 唱



12 13

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
巻6 10月8日（土） 巻7 10月8日（土） 巻8 10月8日（土） 巻9 10月8日（土）

【巻8】
　「雑歌・相聞」を四季それぞれに分け246首。巻3・4・6の同資料から、大伴
家持が、季節のはっきりしている歌だけを抜き出して編さんした。

957～959　太宰府市観光推進課のみなさん
　　　　　池　田　哲　也　　田　上　真　也　　長　井　琢　哉
　　　　　入　本　　　瞳

960～970　大宰府万葉会のみなさん

971～999　高岡観光ボランティアガイド　やまたちばなのみなさん
　　　　　福　岡　　　経　　富山県高岡市
　　　　　柴　田　美知子　　富山県高岡市
　　　　　嶋　村　美和子　　富山県高岡市
　　　　　関　本　尚　彦　　富山県高岡市
　　　　　鷹　西　雅　美　　富山県高岡市
　　　　　本　保　澄　雄　　富山県高岡市
　　　　　土　代　正　美　　富山県高岡市
　　　　　室　谷　眞　作　　富山県高岡市
　　　　　瀬　川　麻里子　　富山県高岡市
　　　　　松　下　美　佳　　富山県高岡市

1000～1012　大仏様の横で、雪踏み平す人々のみなさん

1013～1018　高岡でがんばる会のみなさん

1019～1067　伏木相撲愛好会のみなさん
　　　　　　外　　　修　悦（若潮）　　富山県高岡市
　　　　　　高　橋　正　剛（正剛）　　富山県高岡市
　　　　　　国　分　康　弘（駒王）　　富山県高岡市
　　　　　　山　崎　松　美（松美天）　富山県高岡市
　　　　　　水　野　洋　一（結乃洋）　富山県高岡市
　　　　　　國　谷　伸　五（國登）　　富山県高岡市
　　　　　　関　村　鋼　平（闘球山）　富山県高岡市
　　　　　　佐　野　辰　二（辰二）　　富山県高岡市
　　　　　　國　谷　正　子（湊小町）　富山県高岡市
　　　　　　林　　　貴　文（貴乃盛）　富山県高岡市

1068～1074　まつしたゆうり　　大阪府枚方市

1075～1086　高岡西部地区手話サークルあおいのみなさん
　　　　　　高　畠　明　子　　廣　坂　順　子　　龍　澤　明　美
　　　　　　藤　田　靖　子　　西　部　俊　治　　宮　田　光　子
　　　　　　西　部　亮　祐　　寺　野　　　薫　　早　川　賀要子
　　　　　　廣　坂　彦　三

【巻9】
　「雑歌・相聞・挽歌」148首。三大部立を完備する唯一の巻。雄略天皇の
歌から天平15、16年ごろまでの歌を載せる。各部立内の歌はほぼ年代順に
配列されている。

ぶたて

【巻7】
　「雑歌・譬喩歌・挽歌」350首。柿本人麻呂歌集の歌などの古歌を先に載
せ、奈良時代の作者不明歌を後に配列する。作者の判明している巻6に対
して作者不明歌を集めている。

かきのもとのひとまろひ ゆ か こ　か

1723～1746　太田雨晴観光協会のみなさん
　　　　　　向　井　　　覚　　富山県高岡市
　　　　　　桶　本　一　栄　　富山県高岡市
　　　　　　古　市　猛　広　　富山県高岡市
　　　　　　松　岡　俊　実　　富山県高岡市
　　　　　　竹　林　昭　夫　　富山県高岡市
　　　　　　本　永　雅　徳　　富山県高岡市
　　　　　　古　市　幸　子　　富山県高岡市
　　　　　　向　井　紀　子　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　　　勉　　富山県高岡市

1747～1750　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん
　　　　　　園　田　知　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　森　田　智　恵　　兵庫県明石市
　　　　　　山　口　ひとみ　　大阪府四条畷市
　　　　　　岡　本　三千代　　兵庫県西宮市
　　　　　　上　　　未　歩　　大阪府枚方市

1751～1752　1チームのみなさん

1753～1791　高岡市青少年補導委員会連絡協議会のみなさん
　　　　　　山　城　義　孝　　富山県高岡市
　　　　　　大　木　慎　一　　富山県高岡市 
　　　　　　四津川　清　英　　富山県高岡市
　　　　　　田　中　義　明　　富山県高岡市
　　　　　　清　原　千　弘　　富山県高岡市
　　　　　　平　野　元　嗣　　富山県高岡市
　　　　　　山　崎　　　肇　　富山県高岡市
　　　　　　磯　野　厚　子　　富山県高岡市
　　　　　　本　田　朋　子　　富山県高岡市
　　　　　　水　越　益　夫　　富山県高岡市
　　　　　　村　中　　　修　　富山県高岡市
　　　　　　大　野　哲　之　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　利　男　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　一　成　　富山県高岡市
　　　　　　堀　　　　　勉　　富山県南砺市

1792～1799　ＡＬＴ（外国語指導助手）のみなさん
　　　　　　ナジュ・エリザベス　　富山県高岡市
　　　　　　レリョロサ・サラ  メイ　　富山県高岡市

1800　　　　高岡おもてなしの会のみなさん

動画 動画 動画 動画

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

1087～1094　ゆ　　う　　こ　　富山県高岡市

1095～1098　大　和　美　桜　　京都府城陽市

1099～1109　1チームのみなさん

1110～1237　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

1238～1241　犬養万葉記念館のみなさん
　　　　　　馬　場　吉　久　　奈良県榛原市
　　　　　　大　谷　春　枝　　奈良県大和高田市
　　　　　　荒　川　晴　男　　奈良県大和高田市
　　　　　　山　下　友紀子　　奈良県吉野郡大淀町
　　　　　　石　丸　淳　子　　奈良県天理市
　　　　　　藤　岡　榮　子　　奈良県大和大淀市
　　　　　　西　本　正　人　　奈良県明日香村
　　　　　　中　瀬　　　孚　　大阪府河内長野市

1242～1245　し　お　マ　マ　　富山県高岡市

1246～1281　多賀城家持顕彰会及び万葉を楽しむ有志の会のみなさん

1282～1417　高岡商工会議所青年部のみなさん

1418～1476　高岡商工会議所青年部のみなさん

1477～1506　高岡岳風会動吟会のみなさん
　　　　　　高　田　紘　平　　富山県高岡市
　　　　　　南　　　雅　美　　富山県高岡市
　　　　　　高　田　みちる　　富山県高岡市
　　　　　　松　田　佐和子　　富山県高岡市
　　　　　　島　　　　　勲　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　真　樹　　富山県高岡市
　　　　　　白　崎　照　子　　富山県高岡市
　　　　　　越　前　由美子　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　優　子　　富山県高岡市
　　　　　　田　中　玲　子　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　純　子　　富山県砺波市
　　　　　　青　山　百合子　　富山県砺波市

1507～1517　高岡でがんばる会のみなさん

1518～1529　交野が原万葉学級のみなさん

1530～1663　日本ゼオン高岡グループのみなさん
　　　　　　坂　口　哲　也　　中　村　　　剛　　池　田　彩　花
　　　　　　川　畑　美　佳　　大　村　佑　果　　今　井　一　輝
　　　　　　川　路　康　允　　佐　脇　健　成　　北　川　恭　平
　　　　　　十　二　華　子　　早　田　朋　代　　矢　竹　　　陸
　　　　　　三　井　　　郁　　小　森　晴　輝　　大　路　昌太郎
　　　　　　東　山　隆太郎　　笹　谷　祥　大　　山　根　聖　斗
　　　　　　細　野　聖　真　　小　島　和　也　　北　田　楓　汰
　　　　　　小　鑓　卓　朗　　長　田　朋　之　　古　澤　清　文
　　　　　　小　川　統　也　　荒　井　佑　太　　内　海　亮　輔
　　　　　　川　嶋　隆　晟　　水　野　太　郎　　石　崎　空　都
　　　　　　氏　島　弘　賀　　苅　部　雄　貴　　北　谷　晋　平
　　　　　　菅　野　勇　雄　　木　戸　寛　斗　　三　谷　幸　三
　　　　　　小　橋　碧　瑛　　晒　　　大　介　　橋　本　侑　磨
　　　　　　米　谷　広　康　　東谷内　　　椋　　古　邸　義　紹
　　　　　　奥　　　彩　花　　角　田　咲　綺　　山　田　彩　芽
　　　　　　澤　田　　　航　　谷ケ崎　　　将　　中　平　忠　克
　　　　　　干　高　海　斗　　古　邸　幹　紹　　安　井　涼　介
　　　　　　近　藤　寿　紀　　齋　藤　椋太郎　　北　野　　　豪
　　　　　　喜　田　彩　花　　万　尾　魁　幸　　島　田　太　陽
　　　　　　横　川　　　信　　大　澤　佳　吾　　大　塚　彪　雅
　　　　　　谷　　　美　紅　　島　倉　悠　斗　　有　藤　　　愛

1664～1686　日本ゼオン高岡グループのみなさん

1687～1695　1チームのみなさん

1696～1700　富山育英センターのみなさん
　　　　　　田　中　太　介　　富山県富山市
　　　　　　小野寺　玲　雄　　富山県富山市

1701～1706　高岡でがんばる会のみなさん

1707～1709　株式会社デザインアクトのみなさん
　　　　　　ねずみのマリク（声：大和美桜）　　東京都渋谷区

1710～1722　益田市柿本人麿公顕彰会のみなさん

◆高岡市魅力PR動画配信②
　高岡時空舞台「鋳物師のまちに華やぐ伝承の舞」

◆高岡市魅力PR動画配信③
　高岡時空舞台「時代と文化を繋ぐ」



12 13

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
巻6 10月8日（土） 巻7 10月8日（土） 巻8 10月8日（土） 巻9 10月8日（土）

【巻8】
　「雑歌・相聞」を四季それぞれに分け246首。巻3・4・6の同資料から、大伴
家持が、季節のはっきりしている歌だけを抜き出して編さんした。

957～959　太宰府市観光推進課のみなさん
　　　　　池　田　哲　也　　田　上　真　也　　長　井　琢　哉
　　　　　入　本　　　瞳

960～970　大宰府万葉会のみなさん

971～999　高岡観光ボランティアガイド　やまたちばなのみなさん
　　　　　福　岡　　　経　　富山県高岡市
　　　　　柴　田　美知子　　富山県高岡市
　　　　　嶋　村　美和子　　富山県高岡市
　　　　　関　本　尚　彦　　富山県高岡市
　　　　　鷹　西　雅　美　　富山県高岡市
　　　　　本　保　澄　雄　　富山県高岡市
　　　　　土　代　正　美　　富山県高岡市
　　　　　室　谷　眞　作　　富山県高岡市
　　　　　瀬　川　麻里子　　富山県高岡市
　　　　　松　下　美　佳　　富山県高岡市

1000～1012　大仏様の横で、雪踏み平す人々のみなさん

1013～1018　高岡でがんばる会のみなさん

1019～1067　伏木相撲愛好会のみなさん
　　　　　　外　　　修　悦（若潮）　　富山県高岡市
　　　　　　高　橋　正　剛（正剛）　　富山県高岡市
　　　　　　国　分　康　弘（駒王）　　富山県高岡市
　　　　　　山　崎　松　美（松美天）　富山県高岡市
　　　　　　水　野　洋　一（結乃洋）　富山県高岡市
　　　　　　國　谷　伸　五（國登）　　富山県高岡市
　　　　　　関　村　鋼　平（闘球山）　富山県高岡市
　　　　　　佐　野　辰　二（辰二）　　富山県高岡市
　　　　　　國　谷　正　子（湊小町）　富山県高岡市
　　　　　　林　　　貴　文（貴乃盛）　富山県高岡市

1068～1074　まつしたゆうり　　大阪府枚方市

1075～1086　高岡西部地区手話サークルあおいのみなさん
　　　　　　高　畠　明　子　　廣　坂　順　子　　龍　澤　明　美
　　　　　　藤　田　靖　子　　西　部　俊　治　　宮　田　光　子
　　　　　　西　部　亮　祐　　寺　野　　　薫　　早　川　賀要子
　　　　　　廣　坂　彦　三

【巻9】
　「雑歌・相聞・挽歌」148首。三大部立を完備する唯一の巻。雄略天皇の
歌から天平15、16年ごろまでの歌を載せる。各部立内の歌はほぼ年代順に
配列されている。

ぶたて

【巻7】
　「雑歌・譬喩歌・挽歌」350首。柿本人麻呂歌集の歌などの古歌を先に載
せ、奈良時代の作者不明歌を後に配列する。作者の判明している巻6に対
して作者不明歌を集めている。

かきのもとのひとまろひ ゆ か こ　か

1723～1746　太田雨晴観光協会のみなさん
　　　　　　向　井　　　覚　　富山県高岡市
　　　　　　桶　本　一　栄　　富山県高岡市
　　　　　　古　市　猛　広　　富山県高岡市
　　　　　　松　岡　俊　実　　富山県高岡市
　　　　　　竹　林　昭　夫　　富山県高岡市
　　　　　　本　永　雅　徳　　富山県高岡市
　　　　　　古　市　幸　子　　富山県高岡市
　　　　　　向　井　紀　子　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　　　勉　　富山県高岡市

1747～1750　岡本三千代と万葉うたがたり会のみなさん
　　　　　　園　田　知　子　　兵庫県宝塚市
　　　　　　森　田　智　恵　　兵庫県明石市
　　　　　　山　口　ひとみ　　大阪府四条畷市
　　　　　　岡　本　三千代　　兵庫県西宮市
　　　　　　上　　　未　歩　　大阪府枚方市

1751～1752　1チームのみなさん

1753～1791　高岡市青少年補導委員会連絡協議会のみなさん
　　　　　　山　城　義　孝　　富山県高岡市
　　　　　　大　木　慎　一　　富山県高岡市 
　　　　　　四津川　清　英　　富山県高岡市
　　　　　　田　中　義　明　　富山県高岡市
　　　　　　清　原　千　弘　　富山県高岡市
　　　　　　平　野　元　嗣　　富山県高岡市
　　　　　　山　崎　　　肇　　富山県高岡市
　　　　　　磯　野　厚　子　　富山県高岡市
　　　　　　本　田　朋　子　　富山県高岡市
　　　　　　水　越　益　夫　　富山県高岡市
　　　　　　村　中　　　修　　富山県高岡市
　　　　　　大　野　哲　之　　富山県高岡市
　　　　　　中　山　利　男　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　一　成　　富山県高岡市
　　　　　　堀　　　　　勉　　富山県南砺市

1792～1799　ＡＬＴ（外国語指導助手）のみなさん
　　　　　　ナジュ・エリザベス　　富山県高岡市
　　　　　　レリョロサ・サラ  メイ　　富山県高岡市

1800　　　　高岡おもてなしの会のみなさん

動画 動画 動画 動画

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

1087～1094　ゆ　　う　　こ　　富山県高岡市

1095～1098　大　和　美　桜　　京都府城陽市

1099～1109　1チームのみなさん

1110～1237　一般社団法人高岡青年会議所のみなさん

1238～1241　犬養万葉記念館のみなさん
　　　　　　馬　場　吉　久　　奈良県榛原市
　　　　　　大　谷　春　枝　　奈良県大和高田市
　　　　　　荒　川　晴　男　　奈良県大和高田市
　　　　　　山　下　友紀子　　奈良県吉野郡大淀町
　　　　　　石　丸　淳　子　　奈良県天理市
　　　　　　藤　岡　榮　子　　奈良県大和大淀市
　　　　　　西　本　正　人　　奈良県明日香村
　　　　　　中　瀬　　　孚　　大阪府河内長野市

1242～1245　し　お　マ　マ　　富山県高岡市

1246～1281　多賀城家持顕彰会及び万葉を楽しむ有志の会のみなさん

1282～1417　高岡商工会議所青年部のみなさん

1418～1476　高岡商工会議所青年部のみなさん

1477～1506　高岡岳風会動吟会のみなさん
　　　　　　高　田　紘　平　　富山県高岡市
　　　　　　南　　　雅　美　　富山県高岡市
　　　　　　高　田　みちる　　富山県高岡市
　　　　　　松　田　佐和子　　富山県高岡市
　　　　　　島　　　　　勲　　富山県高岡市
　　　　　　吉　田　真　樹　　富山県高岡市
　　　　　　白　崎　照　子　　富山県高岡市
　　　　　　越　前　由美子　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　優　子　　富山県高岡市
　　　　　　田　中　玲　子　　富山県高岡市
　　　　　　中　村　純　子　　富山県砺波市
　　　　　　青　山　百合子　　富山県砺波市

1507～1517　高岡でがんばる会のみなさん

1518～1529　交野が原万葉学級のみなさん

1530～1663　日本ゼオン高岡グループのみなさん
　　　　　　坂　口　哲　也　　中　村　　　剛　　池　田　彩　花
　　　　　　川　畑　美　佳　　大　村　佑　果　　今　井　一　輝
　　　　　　川　路　康　允　　佐　脇　健　成　　北　川　恭　平
　　　　　　十　二　華　子　　早　田　朋　代　　矢　竹　　　陸
　　　　　　三　井　　　郁　　小　森　晴　輝　　大　路　昌太郎
　　　　　　東　山　隆太郎　　笹　谷　祥　大　　山　根　聖　斗
　　　　　　細　野　聖　真　　小　島　和　也　　北　田　楓　汰
　　　　　　小　鑓　卓　朗　　長　田　朋　之　　古　澤　清　文
　　　　　　小　川　統　也　　荒　井　佑　太　　内　海　亮　輔
　　　　　　川　嶋　隆　晟　　水　野　太　郎　　石　崎　空　都
　　　　　　氏　島　弘　賀　　苅　部　雄　貴　　北　谷　晋　平
　　　　　　菅　野　勇　雄　　木　戸　寛　斗　　三　谷　幸　三
　　　　　　小　橋　碧　瑛　　晒　　　大　介　　橋　本　侑　磨
　　　　　　米　谷　広　康　　東谷内　　　椋　　古　邸　義　紹
　　　　　　奥　　　彩　花　　角　田　咲　綺　　山　田　彩　芽
　　　　　　澤　田　　　航　　谷ケ崎　　　将　　中　平　忠　克
　　　　　　干　高　海　斗　　古　邸　幹　紹　　安　井　涼　介
　　　　　　近　藤　寿　紀　　齋　藤　椋太郎　　北　野　　　豪
　　　　　　喜　田　彩　花　　万　尾　魁　幸　　島　田　太　陽
　　　　　　横　川　　　信　　大　澤　佳　吾　　大　塚　彪　雅
　　　　　　谷　　　美　紅　　島　倉　悠　斗　　有　藤　　　愛

1664～1686　日本ゼオン高岡グループのみなさん

1687～1695　1チームのみなさん

1696～1700　富山育英センターのみなさん
　　　　　　田　中　太　介　　富山県富山市
　　　　　　小野寺　玲　雄　　富山県富山市

1701～1706　高岡でがんばる会のみなさん

1707～1709　株式会社デザインアクトのみなさん
　　　　　　ねずみのマリク（声：大和美桜）　　東京都渋谷区

1710～1722　益田市柿本人麿公顕彰会のみなさん

◆高岡市魅力PR動画配信②
　高岡時空舞台「鋳物師のまちに華やぐ伝承の舞」

◆高岡市魅力PR動画配信③
　高岡時空舞台「時代と文化を繋ぐ」



14 15

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
1801～1806　濃飛招世クラブのみなさん
　　　　　　曽　我　貞　夫　　岐阜県郡上市
　　　　　　曽　我　英　子　　岐阜県郡上市
　　　　　　松　下　陽　豊　　岐阜県郡上市
　　　　　　松　下　さと子　　岐阜県郡上市
　　　　　　成　栗　里　美　　岐阜県郡上市
　　　　　　成　栗　美　紅　　岐阜県郡上市
　　　　　　榊　間　博　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　榊　間　きみ子　　岐阜県加茂郡
　　　　　　栗　本　佳　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　栗　本　美　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　大　前　満　樹　　岐阜県下呂市
　　　　　　今　井　保　廣　　岐阜県下呂市
　　　　　　今　井　つたゑ　　岐阜県下呂市
　　　　　　細　江　紀代子　　岐阜県下呂市
　　　　　　二　村　茂　子　　岐阜県下呂市
　　　　　　細　江　尚　子　　岐阜県下呂市

1807～1811　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

1812～1835　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

1836～1842　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

1843～1861　高岡熱中寺子屋のみなさん

〈～令和劇場～ 令和時代の「梅花の宴」〉
梅花の歌を朗唱し、令和時代の「梅花の宴」として、解説を入れながら
再現します。
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会

野村小学校　創作舞踊「いわせのに」

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
1862～1873　高陵小学校のみなさん

1874～1883　野村小学校のみなさん

1884～1886　木津小学校のみなさん

1887～1889　伏木中学校のみなさん

1890～1892　高岡おもてなしの会のみなさん

1893～1933　高岡市ヘルスボランティア協議会のみなさん

1934～1941　富山県立伏木高等学校　生徒会のみなさん

1942～1961　ＡＬＴ（外国語指導助手）のみなさん
　　　　　　シュー・シャロン　　富山県高岡市
　　　　　　ジン・フィビィ　　富山県高岡市
　　　　　　ブライアント・モリー　　富山県高岡市
　　　　　　チョ・ウェンディ　　富山県高岡市
　　　　　　ガウランド・ニコラス　　富山県高岡市
　　　　　　フリ・クリスヤン　　富山県高岡市

1962～2019　高岡人権擁護委員協議会のみなさん
　　　　　　小　林　茂　雄　　会長
　　　　　　松　浦　士　朗　　副会長
　　　　　　道　古　正　子　　副会長
　　　　　　北　嶋　秀　也　　委員
　　　　　　向　　　富士子　　委員
　　　　　　矢　野　　　勲　　委員
　　　　　　永　守　順　子　　委員
　　　　　　山　崎　一　佳　　委員
　　　　　　稲　垣　和　成　　委員
　　　　　　谷　内　　　一　　委員
　　　　　　川　田　美知子　　委員
　　　　　　鈴　木　康　代　　委員
　　　　　　磯　原　正　浩　　委員

2020～2028　富山地方法務局高岡支局のみなさん
　　　　　　夏　目　　　精　　支局長
　　　　　　飯　野　晃　司　　総務課長

巻9 10月8日（土） 9：09～ 巻10 10月8日（土） 10：20～

【巻10】
　「雑歌・相聞」を四季それぞれに分け539首。柿本人麻呂歌集の歌などの
古歌を先に載せ、奈良時代の作者不明歌と考えられる歌を後に配列して
いる。

かきのもとのひとまろ

会場 会場

特 別 朗 唱



14 15

歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所 歌番号 朗唱者氏名 住　　　　　所
1801～1806　濃飛招世クラブのみなさん
　　　　　　曽　我　貞　夫　　岐阜県郡上市
　　　　　　曽　我　英　子　　岐阜県郡上市
　　　　　　松　下　陽　豊　　岐阜県郡上市
　　　　　　松　下　さと子　　岐阜県郡上市
　　　　　　成　栗　里　美　　岐阜県郡上市
　　　　　　成　栗　美　紅　　岐阜県郡上市
　　　　　　榊　間　博　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　榊　間　きみ子　　岐阜県加茂郡
　　　　　　栗　本　佳　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　栗　本　美　幸　　岐阜県加茂郡
　　　　　　大　前　満　樹　　岐阜県下呂市
　　　　　　今　井　保　廣　　岐阜県下呂市
　　　　　　今　井　つたゑ　　岐阜県下呂市
　　　　　　細　江　紀代子　　岐阜県下呂市
　　　　　　二　村　茂　子　　岐阜県下呂市
　　　　　　細　江　尚　子　　岐阜県下呂市

1807～1811　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

1812～1835　万葉故地めぐり日帰りの旅参加者のみなさん

1836～1842　飯　原　恵　美　　富山県高岡市

1843～1861　高岡熱中寺子屋のみなさん

〈～令和劇場～ 令和時代の「梅花の宴」〉
梅花の歌を朗唱し、令和時代の「梅花の宴」として、解説を入れながら
再現します。
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会

野村小学校　創作舞踊「いわせのに」

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
1862～1873　高陵小学校のみなさん

1874～1883　野村小学校のみなさん

1884～1886　木津小学校のみなさん

1887～1889　伏木中学校のみなさん

1890～1892　高岡おもてなしの会のみなさん

1893～1933　高岡市ヘルスボランティア協議会のみなさん

1934～1941　富山県立伏木高等学校　生徒会のみなさん

1942～1961　ＡＬＴ（外国語指導助手）のみなさん
　　　　　　シュー・シャロン　　富山県高岡市
　　　　　　ジン・フィビィ　　富山県高岡市
　　　　　　ブライアント・モリー　　富山県高岡市
　　　　　　チョ・ウェンディ　　富山県高岡市
　　　　　　ガウランド・ニコラス　　富山県高岡市
　　　　　　フリ・クリスヤン　　富山県高岡市

1962～2019　高岡人権擁護委員協議会のみなさん
　　　　　　小　林　茂　雄　　会長
　　　　　　松　浦　士　朗　　副会長
　　　　　　道　古　正　子　　副会長
　　　　　　北　嶋　秀　也　　委員
　　　　　　向　　　富士子　　委員
　　　　　　矢　野　　　勲　　委員
　　　　　　永　守　順　子　　委員
　　　　　　山　崎　一　佳　　委員
　　　　　　稲　垣　和　成　　委員
　　　　　　谷　内　　　一　　委員
　　　　　　川　田　美知子　　委員
　　　　　　鈴　木　康　代　　委員
　　　　　　磯　原　正　浩　　委員

2020～2028　富山地方法務局高岡支局のみなさん
　　　　　　夏　目　　　精　　支局長
　　　　　　飯　野　晃　司　　総務課長

巻9 10月8日（土） 9：09～ 巻10 10月8日（土） 10：20～

【巻10】
　「雑歌・相聞」を四季それぞれに分け539首。柿本人麻呂歌集の歌などの
古歌を先に載せ、奈良時代の作者不明歌と考えられる歌を後に配列して
いる。

かきのもとのひとまろ

会場 会場

特 別 朗 唱



巻10

16 17

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
2029～2061　富山県行政書士会高岡支部のみなさん　　　　　　
　　　　　　飯　野　道　子　　富山県高岡市 
　　　　　　松　原　　　武　　富山県高岡市
　　　　　　井　藤　昌　俊　　富山県高岡市
　　　　　　広　沢　昌　子　　富山県高岡市
　　　　　　寺　井　和　弘　　富山県高岡市
　　　　　　林　　　美貴子　　富山県高岡市
　　　　　　小　谷　鉄之助　　富山県高岡市
　　　　　　大　巻　利　治　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　雅　俊　　富山県高岡市
　　　　　　藤　川　未　来　　富山県高岡市
　　　　　　小　島　忠　夫　　富山県氷見市
　　　　　　宮　下　智　弘　　富山県氷見市

2062～2082　ガールスカウト富山県第5団のみなさん
　　　　　　黒　田　栞乃子　　富山県高岡市
　　　　　　黒　田　こと子　　富山県高岡市
　　　　　　八　嶋　　　凛　　富山県高岡市
　　　　　　加　藤　佳永子　　富山県高岡市
　　　　　　天　池　安伊子　　富山県高岡市
　　　　　　武　田　和　美　　富山県高岡市

2083～2088　栂　野　文　子　　富山県富山市
　　　　　　板　谷　のり子　　富山県富山市

芸能発表　13：00～　◆日舞
「長唄　梅の寿」「長唄　かむろ獅子」
◯藤香会

2089～2093　栂　野　文　子　　富山県富山市
　　　　　　板　谷　のり子　　富山県富山市

2094～2109　朗唱ＡＥＣ2021のみなさん
　　　　　　森　田　典　子　　富山県高岡市
　　　　　　関　口　紀　子　　富山県高岡市
　　　　　　福　田　映　好　　富山県高岡市
　　　　　　塩　谷　真弓美　　富山県氷見市

2110～2121　ガールスカウト富山県第9団のみなさん
　　　　　　金　森　優佳子　　南　林　芙　実　　山　本　奈　音
　　　　　　浅　田　詩　織　　能　村　　　茜　　南　林　珠　寧
　　　　　　南　林　かのこ　　織　田　唯　可　　富　塚　結　菜
　　　　　　織　田　悠　那　　多　田　智栄子 　　浅　田　琴　実

2122～2123　米　田　洸　一　　富山県高岡市
　　　　　　米　田　好　美　　富山県高岡市
　　　　　　米　田　美　菜　　富山県高岡市

2124～2146　高岡市更生保護女性会②（10名）のみなさん

2147～2194　海上保安友の会富山支部のみなさん
　　　　　　中　山　喜　博　　富山県高岡市
　　　　　　亀　遊　　　匡　　富山県高岡市
　　　　　　山　﨑　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　鎌　倉　法　子　　富山県射水市
　　　　　　鎌　倉　　　和　　富山県射水市
　　　　　　篠　原　　　央　　富山県射水市
　　　　　　林　　　　　功　　富山県高岡市
　　　　　　伏木海上保安部のみなさん
　　　　　　新　出　吉　一　　富山県高岡市
　　　　　　澤　越　　　匠　　富山県高岡市
　　　　　　惣　万　寿　行　　富山県高岡市
　　　　　　黒　原　雅　央　　富山県高岡市
　　　　　　金　城　弘　明　　富山県高岡市
　　　　　　桜　川　正　人　　富山県高岡市

芸能発表　14：25～　◆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
「宝船」　　　　　　　◯渋川流剣詩舞道幽和会　◯高岡吟詠会
「早に白帝城を発す」　◯渋川流剣詩舞道剣楓会　◯富山千吟会
「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
「松竹梅」　　　　　　◯渋川流剣詩舞道天水会　◯高岡吟詠会

2195～2222　いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」のみなさん
　　　　　　青　井　洋　一　　富山県射水市
　　　　　　磯　部　　　宏　　富山県射水市
　　　　　　大　伴　せつ子　　富山県射水市
　　　　　　渋　谷　和　一　　富山県射水市
　　　　　　島　　　雅　代　　富山県射水市
　　　　　　高　瀬　のり子　　富山県射水市
　　　　　　谷　川　美智子　　富山県射水市
　　　　　　津　幡　美智子　　富山県射水市
　　　　　　安　田　美千代　　富山県射水市
　　　　　　山　峯　照　子　　富山県射水市
　　　　　　吉　久　のり子　　富山県射水市
　
2223～2234　大門観光ボランティア「野の花会」のみなさん
　　　　　　稲　垣　征　子　　富山県射水市
　　　　　　東　野　笑　子　　富山県射水市
　　　　　　吉　田　清　子　　富山県射水市

2235～2238　高岡おもてなしの会のみなさん

2239～2261　高岡の夢と未来を創る会のみなさん

2262～2288　福　井　篤　史　　富山県高岡市

芸能発表　15：40～　◆民謡
○万葉ふるさと芸能推進会
「帆柱起し祝い唄」○佐藤松子流松博会　○豊笑会
「越中おわら節」　○佐藤松子流松博会　○豊笑会

2289～2320　高岡おもてなしの会のみなさん

2321～2350　富山県西部地域自治会長会と高岡市連合自治会のみなさん
　　　　　　角　玄　富　雄　　富山県高岡市 
　　　　　　井　上　五三男　　富山県砺波市
　　　　　　赤　野　周　右　　富山県小矢部市
　　　　　　松　本　久　介　　富山県南砺市
　　　　　　矢　竹　有　至　　富山県高岡市 
　　　　　　藤　田　晴　久　　富山県高岡市 

2351～2362　ながれぼしのみなさん
　　　　　　永　井　由　記　　富山県富山市
　　　　　　菊　　　武　洋　　富山県富山市
　　　　　　和　田　雅　子　　富山県富山市
　　　　　　神　田　久美子　　富山県富山市
　　　　　　土　井　和　哉　　富山県富山市
　　　　　　大　塚　　　卓　　富山県富山市
　　　　　　高　畠　和　美　　富山県高岡市
　　　　　　西　頭　延　幸　　富山県高岡市

2363～2367　舛　田　忠　治　　富山県富山市

2368～2382　高岡おもてなしの会のみなさん

2383～2410　川原子供詩吟教室のみなさん
　　　　　　中　島　光咲希　　富山県高岡市
　　　　　　西　井　陽　音　　富山県高岡市 
　　　　　　中　島　弘　恵　　富山県高岡市
　　　　　　杉　本　優　月　　富山県高岡市
　　　　　　炭　谷　彩　花　　富山県高岡市
　　　　　　野　尻　由雅子　　富山県高岡市
　　　　　　炭　谷　双　葉　　富山県高岡市
　　　　　　西　保　裕　子　　富山県高岡市
　　　　　　野　尻　芽　生　　富山県高岡市
　　　　　　光　本　真莉子　　神奈川県横浜市
　　　　　　川　口　　　翼　　千葉県舟橋市
　　　　　　浅　倉　みなみ　　埼玉県川口市
　　　　　　川　口　　　希　　千葉県舟橋市
　　　　　　野　尻　桃　香　　富山県高岡市

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
2411～2414　牧野小学校のみなさん

2415～2418　五位小学校のみなさん

2419～2422　千鳥丘小学校のみなさん

2423～2426　戸出東部小学校のみなさん

2427～2430　戸出西部小学校のみなさん

2431～2432　戸出中学校のみなさん

2433～2434　中田中学校のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
2435～2436　国吉ちくば保育園のみなさん
　　　　　　水　谷　友　乃　　飛　田　晴　海　　松　田　知　也
　　　　　　室　澤　賢　志　　北　田　翔　之　　橘　　　悠　太
　　　　　　前　　　佳　吾　　小　神　那　月　　巴　陵　正　陽

2437～2440　津　曲　優　子　　石川県小松市

2441～2454　富山大学芸術文化学部のみなさん
　　　　　　長　柄　毅　一　　富山県高岡市
　　　　　　幸　　　亮　太　　富山県高岡市
　　　　　　石　川　将　士　　富山県高岡市
　　　　　　竹　内　由　利　　富山県高岡市
　　　　　　伊　東　千　夏　　富山県高岡市
　　　　　　山　本　将　大　　富山県高岡市

2455～2466　医療法人社団　整志会沢田記念
　　　　　　高岡整志会病院のみなさん
　　　　　　神　谷　和　男　　富山県富山市
　　　　　　奥　野　清　孝　　富山県富山市
　　　　　　澤　田　利　匡　　富山県高岡市
　　　　　　小　山　一　茂　　富山県高岡市
　　　　　　摺　出　奈　々　　富山県高岡市
　　　　　　伏間江　由莉亜　　富山県高岡市

巻10 10月8日（土） 12：18～ 巻10 10月8日（土） 13：41～ 10月8日（土） 15：12～ 巻11 10月8日（土） 17：30～会場 会場 会場

【巻11】
　「旋頭歌・正述心緒・寄物陳思」など490首。冒頭から半分近くを柿本人麻呂歌
集や古歌集の歌などを載せ、その後に奈良時代の作者不明歌を配列している。

きせ  どう か  せいじゅつ  かきのもとのひとまろしんちょ ぶつちん し

動画

重要伝統的建造物群保存地区　高岡信用金庫　本店

※動画放映時間は
　高岡市観光ポータルサイト
　「たかおか道しるべ」を
　ご確認ください。



巻10

16 17

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
2029～2061　富山県行政書士会高岡支部のみなさん　　　　　　
　　　　　　飯　野　道　子　　富山県高岡市 
　　　　　　松　原　　　武　　富山県高岡市
　　　　　　井　藤　昌　俊　　富山県高岡市
　　　　　　広　沢　昌　子　　富山県高岡市
　　　　　　寺　井　和　弘　　富山県高岡市
　　　　　　林　　　美貴子　　富山県高岡市
　　　　　　小　谷　鉄之助　　富山県高岡市
　　　　　　大　巻　利　治　　富山県高岡市
　　　　　　畑　　　雅　俊　　富山県高岡市
　　　　　　藤　川　未　来　　富山県高岡市
　　　　　　小　島　忠　夫　　富山県氷見市
　　　　　　宮　下　智　弘　　富山県氷見市

2062～2082　ガールスカウト富山県第5団のみなさん
　　　　　　黒　田　栞乃子　　富山県高岡市
　　　　　　黒　田　こと子　　富山県高岡市
　　　　　　八　嶋　　　凛　　富山県高岡市
　　　　　　加　藤　佳永子　　富山県高岡市
　　　　　　天　池　安伊子　　富山県高岡市
　　　　　　武　田　和　美　　富山県高岡市

2083～2088　栂　野　文　子　　富山県富山市
　　　　　　板　谷　のり子　　富山県富山市

芸能発表　13：00～　◆日舞
「長唄　梅の寿」「長唄　かむろ獅子」
◯藤香会

2089～2093　栂　野　文　子　　富山県富山市
　　　　　　板　谷　のり子　　富山県富山市

2094～2109　朗唱ＡＥＣ2021のみなさん
　　　　　　森　田　典　子　　富山県高岡市
　　　　　　関　口　紀　子　　富山県高岡市
　　　　　　福　田　映　好　　富山県高岡市
　　　　　　塩　谷　真弓美　　富山県氷見市

2110～2121　ガールスカウト富山県第9団のみなさん
　　　　　　金　森　優佳子　　南　林　芙　実　　山　本　奈　音
　　　　　　浅　田　詩　織　　能　村　　　茜　　南　林　珠　寧
　　　　　　南　林　かのこ　　織　田　唯　可　　富　塚　結　菜
　　　　　　織　田　悠　那　　多　田　智栄子 　　浅　田　琴　実

2122～2123　米　田　洸　一　　富山県高岡市
　　　　　　米　田　好　美　　富山県高岡市
　　　　　　米　田　美　菜　　富山県高岡市

2124～2146　高岡市更生保護女性会②（10名）のみなさん

2147～2194　海上保安友の会富山支部のみなさん
　　　　　　中　山　喜　博　　富山県高岡市
　　　　　　亀　遊　　　匡　　富山県高岡市
　　　　　　山　﨑　美智子　　富山県高岡市
　　　　　　鎌　倉　法　子　　富山県射水市
　　　　　　鎌　倉　　　和　　富山県射水市
　　　　　　篠　原　　　央　　富山県射水市
　　　　　　林　　　　　功　　富山県高岡市
　　　　　　伏木海上保安部のみなさん
　　　　　　新　出　吉　一　　富山県高岡市
　　　　　　澤　越　　　匠　　富山県高岡市
　　　　　　惣　万　寿　行　　富山県高岡市
　　　　　　黒　原　雅　央　　富山県高岡市
　　　　　　金　城　弘　明　　富山県高岡市
　　　　　　桜　川　正　人　　富山県高岡市

芸能発表　14：25～　◆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
「宝船」　　　　　　　◯渋川流剣詩舞道幽和会　◯高岡吟詠会
「早に白帝城を発す」　◯渋川流剣詩舞道剣楓会　◯富山千吟会
「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
「松竹梅」　　　　　　◯渋川流剣詩舞道天水会　◯高岡吟詠会

2195～2222　いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」のみなさん
　　　　　　青　井　洋　一　　富山県射水市
　　　　　　磯　部　　　宏　　富山県射水市
　　　　　　大　伴　せつ子　　富山県射水市
　　　　　　渋　谷　和　一　　富山県射水市
　　　　　　島　　　雅　代　　富山県射水市
　　　　　　高　瀬　のり子　　富山県射水市
　　　　　　谷　川　美智子　　富山県射水市
　　　　　　津　幡　美智子　　富山県射水市
　　　　　　安　田　美千代　　富山県射水市
　　　　　　山　峯　照　子　　富山県射水市
　　　　　　吉　久　のり子　　富山県射水市
　
2223～2234　大門観光ボランティア「野の花会」のみなさん
　　　　　　稲　垣　征　子　　富山県射水市
　　　　　　東　野　笑　子　　富山県射水市
　　　　　　吉　田　清　子　　富山県射水市

2235～2238　高岡おもてなしの会のみなさん

2239～2261　高岡の夢と未来を創る会のみなさん

2262～2288　福　井　篤　史　　富山県高岡市

芸能発表　15：40～　◆民謡
○万葉ふるさと芸能推進会
「帆柱起し祝い唄」○佐藤松子流松博会　○豊笑会
「越中おわら節」　○佐藤松子流松博会　○豊笑会

2289～2320　高岡おもてなしの会のみなさん

2321～2350　富山県西部地域自治会長会と高岡市連合自治会のみなさん
　　　　　　角　玄　富　雄　　富山県高岡市 
　　　　　　井　上　五三男　　富山県砺波市
　　　　　　赤　野　周　右　　富山県小矢部市
　　　　　　松　本　久　介　　富山県南砺市
　　　　　　矢　竹　有　至　　富山県高岡市 
　　　　　　藤　田　晴　久　　富山県高岡市 

2351～2362　ながれぼしのみなさん
　　　　　　永　井　由　記　　富山県富山市
　　　　　　菊　　　武　洋　　富山県富山市
　　　　　　和　田　雅　子　　富山県富山市
　　　　　　神　田　久美子　　富山県富山市
　　　　　　土　井　和　哉　　富山県富山市
　　　　　　大　塚　　　卓　　富山県富山市
　　　　　　高　畠　和　美　　富山県高岡市
　　　　　　西　頭　延　幸　　富山県高岡市

2363～2367　舛　田　忠　治　　富山県富山市

2368～2382　高岡おもてなしの会のみなさん

2383～2410　川原子供詩吟教室のみなさん
　　　　　　中　島　光咲希　　富山県高岡市
　　　　　　西　井　陽　音　　富山県高岡市 
　　　　　　中　島　弘　恵　　富山県高岡市
　　　　　　杉　本　優　月　　富山県高岡市
　　　　　　炭　谷　彩　花　　富山県高岡市
　　　　　　野　尻　由雅子　　富山県高岡市
　　　　　　炭　谷　双　葉　　富山県高岡市
　　　　　　西　保　裕　子　　富山県高岡市
　　　　　　野　尻　芽　生　　富山県高岡市
　　　　　　光　本　真莉子　　神奈川県横浜市
　　　　　　川　口　　　翼　　千葉県舟橋市
　　　　　　浅　倉　みなみ　　埼玉県川口市
　　　　　　川　口　　　希　　千葉県舟橋市
　　　　　　野　尻　桃　香　　富山県高岡市

〈高岡市内小・中・義務教育・支援学校朗唱〉
2411～2414　牧野小学校のみなさん

2415～2418　五位小学校のみなさん

2419～2422　千鳥丘小学校のみなさん

2423～2426　戸出東部小学校のみなさん

2427～2430　戸出西部小学校のみなさん

2431～2432　戸出中学校のみなさん

2433～2434　中田中学校のみなさん

〈高岡市内幼稚園・保育園朗唱〉
2435～2436　国吉ちくば保育園のみなさん
　　　　　　水　谷　友　乃　　飛　田　晴　海　　松　田　知　也
　　　　　　室　澤　賢　志　　北　田　翔　之　　橘　　　悠　太
　　　　　　前　　　佳　吾　　小　神　那　月　　巴　陵　正　陽

2437～2440　津　曲　優　子　　石川県小松市

2441～2454　富山大学芸術文化学部のみなさん
　　　　　　長　柄　毅　一　　富山県高岡市
　　　　　　幸　　　亮　太　　富山県高岡市
　　　　　　石　川　将　士　　富山県高岡市
　　　　　　竹　内　由　利　　富山県高岡市
　　　　　　伊　東　千　夏　　富山県高岡市
　　　　　　山　本　将　大　　富山県高岡市

2455～2466　医療法人社団　整志会沢田記念
　　　　　　高岡整志会病院のみなさん
　　　　　　神　谷　和　男　　富山県富山市
　　　　　　奥　野　清　孝　　富山県富山市
　　　　　　澤　田　利　匡　　富山県高岡市
　　　　　　小　山　一　茂　　富山県高岡市
　　　　　　摺　出　奈　々　　富山県高岡市
　　　　　　伏間江　由莉亜　　富山県高岡市

巻10 10月8日（土） 12：18～ 巻10 10月8日（土） 13：41～ 10月8日（土） 15：12～ 巻11 10月8日（土） 17：30～会場 会場 会場

【巻11】
　「旋頭歌・正述心緒・寄物陳思」など490首。冒頭から半分近くを柿本人麻呂歌
集や古歌集の歌などを載せ、その後に奈良時代の作者不明歌を配列している。

きせ  どう か  せいじゅつ  かきのもとのひとまろしんちょ ぶつちん し

動画

重要伝統的建造物群保存地区　高岡信用金庫　本店

※動画放映時間は
　高岡市観光ポータルサイト
　「たかおか道しるべ」を
　ご確認ください。
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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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