
●会場朗唱
9:30 オープニングアトラクション

【創作舞踊】「二上山の賦」可西舞踊研究所
【歌唱】「大伴家持の歌に寄せて」かたかご幼稚園・保育園

9:45 あいさつ・祝辞　祝電披露　　
10:15 【万葉故地特別朗唱】

山田 賢一　越前市長（代理：万葉菊花園　大橋　治） 3770番
村山 卓　　金沢市長（代理：都市政策局長　新保　博之） 4073番
高岩 勝人　金沢市議会議長（代理：副議長　麦田　徹） 4076番
新田 八朗　富山県知事（代理：副知事　横田　美香） 4001番
渡辺 守人　富山県議会議長（代理：厚生環境常任副委員長　瀬川　侑希）4024番
夏野 元志　射水市長（代理：産業経済部長　宮本　康博） 4017番
桜井 森夫　小矢部市長（代理：教育長　栢元　剛） 4085番
田中 幹夫　南砺市長（代理：国際交流員　ロイド・グランド） 4021番
坂林 永喜　高岡市議会議長 4143番
塩谷 雄一　高岡商工会議所会頭 3954番

巻1　1番～84番
11:00 1 番～ 高岡市万葉歴史館長　坂本 信幸 富山県
11:04 5 番～ 高岡市長　角田 悠紀 富山県
11:06 7 番～ 高岡市更生保護女性会①（10名） 富山県
11:26 29 番～ 星 信寿 埼玉県
11:30 32 番～ 第一生命保険㈱高岡広小路営業オフィス 富山県
11:38 43 番～ 定塚保育園 富山県
11:40 45 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
11:42 46 番～ 石堤保育園 富山県
11:44 48 番～ 坂ノ下保育園 富山県
11:46 50 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
11:52 53 番～ 富山奈良県人会 富山県
11:55 56 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
12:00 【招待朗唱】

小島ゆかり　歌人 995番
佐佐木 幸綱　歌人・早稲田大学名誉教授 13・14・15番
小野 寛　　高岡市万葉歴史館名誉館長 4290・4291・4292番
岡本 三千代　万葉うたがたり会主宰 51番

12:20 59 番～ 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 愛知県
12:31 72 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
12:36 79 番～ 細川　俊雄 富山県
12:38 81 番～ 竹林雀 富山県

巻2　85番～234番
12:42 巻２の説明
12:44 85 番～ 吟友婦中 富山県
12:58 112 番～ 萌吟会 富山県
13:09 131 番～ 大阪税関伏木税関支署 富山県
13:31 155 番～ 国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所 富山県
13:47 171 番～ 立野保育所 富山県
13:48 174 番～ 国吉光徳保育園 富山県
13:49 177 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
13:50 180 番～ ふたばこども園 富山県
13:51 183 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
13:52 186 番～ 高岡万葉ロータリークラブ　万葉を愛する有志一同 富山県
14:18 207 番～ 三協アルミ詩吟会 富山県
14:36 218 番～ 高岡おもてなしの会 富山県

巻3前半　235番～343番
14:54 巻３の説明
14:56 235 番～ 公益社団法人高岡市シルバー人材センター 富山県
15:09 257 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
15:13 261 番～ 北陸民放クラブ富山 富山県
15:23 274 番～ 中央保育園 富山県
15:25 276 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
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15:30 【芸能発表】民謡　高岡民謡連合保存会
「越中高岡祝賀の舞」「伏木帆柱起し祝い唄」
「高岡福岡木舟城祝い唄」「弥栄節」「民謡調二上山の賦」

15:50 279 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
15:52 282 番～ 東五位校下連合自治会 富山県
16:10 305 番～ 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）富山県
16:30 【芸能発表】詩吟・剣詩舞

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

16:50 326 番～ 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）富山県

●動画朗唱　17：30
［ナビゲーター］大和 美桜
［１日目解説］鈴木 崇大(高岡市万葉歴史館主任研究員)

巻３後半　344番～483番
17:42 344 番～ 横田小学校 富山県
17:44 347 番～ 成美小学校 富山県
17:47 349 番～ 博労小学校 富山県
17:48 351 番～ 川原小学校 富山県
17:50 354 番～ 下関小学校 富山県
17:51 357 番～ 太田小学校　創作舞踊《つままの舞》 富山県
17:55 360 番～ 藤田 敏夫 東京都
17:57 366 番～ 福井 昌弘 富山県
17:59 368 番～ 成栗 里美 岐阜県
18:02 372 番～ 岡垣 昌秀 岩手県
18:06 376 番～ 高岡ケーブルネットワーク株式会社 富山県
18:11 388 番～ 塩路 博美　　安藤 勲 富山県
18:14 394 番～ 二上 詩帆　　鍵主ともか 富山県
18:15 398 番～ ブックスタートボランティア 高岡らっこの会 富山県
18:21 408 番～ ガールスカウト富山県第31回 富山県
18:23 415 番～ 高岡でがんばる会 富山県
18:24 417 番～ 伏木港海運振興会 富山県
18:30 423 番～ 高岡でがんばる会 富山県
18:33 434 番～ 鐘寿会 富山県
18:37 443 番～ しんまさ 富山県
18:39 446 番～ 高岡でがんばる会 富山県
18:43 457 番～ 橘　慶一郎　衆議院議員 富山県
18:44 460 番～ 坂田 愛子 富山県
18:47 466 番～ Takaoka culture promotion team 富山県
18:19 470 番～ 高岡でがんばる会 富山県
18:50 475 番～ 大澤 寛 神奈川県
18:55 478 番～ 高岡でがんばる会 富山県

巻４　484番～792番
全国万葉故地朗唱その１

19:03 鹿児島県 薩摩川内市 市長 田中良二 4139番
19:06 福岡県 太宰府市 市長 楠田 大蔵 815番･818番･822番
19:08 京都府 城陽市 市長 奥田 敏晴 1707番
19:11 奈良県 奈良市 市長 仲川 げん 328番･329番･330番
19:15 奈良県 香芝市 市長 福岡 憲宏 2185番
19:18 滋賀県 大津市 びわ湖大津観光大使 山田 亜沙陽　　吉田 希梨花 266番
19:21 滋賀県 近江八幡市 永福 采音・山田 美咲・山本 瑞姫・和田 亮平 2439番
19:23 滋賀県 東近江市 2022東近江市レインボー大使 櫻田 佳那美・川勝 朗子 20番・21番
19:26 三重県 志摩市 市長 橋爪 政吉 1033番
19:27 愛知県 一宮市 市長 中野 正康 2101番
19:29 愛知県 蒲郡市 市長 鈴木 寿明 57番･58番
19:33 静岡県 浜松市 浜北区長 中村公彦・職員 金井日向子 3353番･3354番
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19:43 484 番～ 富山県歌人連盟 富山県
20:05 504 番～ 飯原 恵美 富山県
20:14 514 番～ 伏木古府若草長寿会 富山県
20:27 539 番～ 高岡でがんばる会 富山県
20:31 555 番～ 高岡市観光ボランティアガイド保与の会 富山県
20:44 579 番～ 万葉小学校 富山県
20:45 581 番～ 伏木小学校 富山県
20:48 585 番～ 能町小学校 富山県
20:49 587 番～ 南条小学校 富山県
20:51 591 番～ 二塚小学校 富山県
20:52 595 番～ 国吉義務教育学校 前期課程 富山県
20:53 597 番～ 国吉義務教育学校 後期課程 富山県

国吉義務教育学校　創作舞踊《須加の山》
20:58 599 番～ 高陵中学校 富山県
20:59 603 番～ 高岡西部中学校 富山県
21:00 607 番～ 芳野中学校 富山県
21:01 611 番～ 南星中学校 富山県
21:01 613 番～ 五位中学校 富山県
21:03 616 番～ 中山 竜 富山県
21:04 621 番～ 駒澤大学同窓会富山県支部＆駒富富Ladies結の会 富山県
21:14 653 番～ 万葉ロックバンド りりー☆ぽっぺん 京都府
21:20 662 番～ 高岡でがんばる会 富山県
21:21 669 番～ 県民カレッジ自遊塾「ふるさとの文学めぐり」 富山県
21:29 693 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】金子 榮子 富山県
21:29 696 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】辻田 孝子 富山県

707 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】広い海で朗唱 富山県
717 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】荒木 信夫 富山県
725 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】荒木 ひろみ 富山県
732 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】サカモリ 富山県
739 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】牧野 一宏 富山県
747 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】サカモリ 富山県
756 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】水上 佳歩 富山県
765 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】藏堀 円夏 富山県
775 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】竹内 文雄 富山県
786 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】松井 啓城 富山県

万葉ゆかり朗唱（万葉線の旅）　
22:09 高岡市地域おこし協力隊　尹 俊赫（ユン・ジュンヒョク）韓国出身　4143番・4150番

福岡　経　amida coffee 4229番
射水市地域おこし協力隊　陳 啓徳（チン・ケイトク）台湾出身　3989番・4213番
島　絵理菜　IMATO 4017番
高岡駅前　4143番／坂下町　高岡大仏前　amida coffee 4229番
中伏木 4150番／庄川口 3989番／西新湊　クロスベイ新湊／内川／IMATO 4017番／越ノ潟 4213番

巻５　793番～906番
22:32 793 番～ 山﨑 綱亮 富山県
22:35 802 番～ 北陸招世クラブ 富山県
22:38 804 番～ 高岡でがんばる会 富山県
22:43 815 番～ 【令和劇場「梅花の宴」】万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 富山県
23:07 847 番～ 近藤 妃真 富山県
23:09 851 番～ 藤平 尚美 富山県
23:10 855 番～ 浜北万葉食研究会月草の会 静岡県
23:11 858 番～ スターダスト河内 大阪府
23:34 高岡時空舞台ダイジェスト版１　「勝興寺の月あかりに舞う」

巻６　907番～1067番
23:43 907 番～ スターダスト河内 大阪府
23:47 920 番～ 万葉絵合わせかるたプロジェクト 奈良県
23:55 933 番～ THE DAIBUTSU☆ROSHO 富山県
0:04 954 番～ 大宰府万葉会 福岡県
0:07 957 番～ 太宰府市観光推進課 福岡県
0:11 963 番～ 大宰府万葉会 福岡県
0:17 971 番～ 高岡観光ボランティアガイド やまたちばな 富山県
0:30 1000 番～ 大仏様の横で、雪踏み平す人々 富山県
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0:35 1013 番～ 高岡でがんばる会 富山県
0:37 1019 番～ 伏木相撲愛好会 富山県
1:10 高岡時空舞台ダイジェスト版２　「鋳物師のまちに華やぐ伝承の舞」

巻７　1068番～1417番
1:20 1068 番～ まつした ゆうり 大阪府
1:29 1075 番～ 高岡西部地区手話サークルあおい 富山県
1:35 1087 番～ ゆうこ 富山県
1:36 1095 番～ 大和 美桜 京都府
1:38 1099 番～ １チーム 富山県
1:41 1110 番～ 一般社団法人 高岡青年会議所 富山県
2:09 1238 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:11 1242 番～ しおママ 富山県
2:12 1246 番～ 多賀城家持顕彰会及び万葉を楽しむ有志の会 宮城県
2:34 1282 番～ 高岡商工会議所青年部 富山県
3:10 高岡時空舞台ダイジェスト版３　「時代と文化を繋ぐ」

巻８　1418番～1663番
3:19 1418 番～ 高岡商工会議所青年部 富山県
3:33 1477 番～ 高岡岳風会動吟会 富山県
3:56 1507 番～ 高岡でがんばる会 富山県
4:00 1518 番～ 交野が原万葉学級 大阪府
4:13 1530 番～ 日本ゼオン高岡グループ 富山県

巻９　1664番～1752番
4:49 1664 番～ 日本ゼオン高岡グループ 富山県
4:56 1687 番～ １チーム 富山県
4:59 1696 番～ 富山育英センター 富山県
5:01 1701 番～ 高岡でがんばる会 富山県
5:02 1707 番～ 株式会社デザインアクト 東京都
5:06 1710 番～ 益田市柿本人麿公顕彰会 島根県
5:10 1723 番～ 太田雨晴観光協会 富山県
5:25 1747 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 奈良県
5:29 1751 番～ １チーム 富山県

●会場朗唱
巻９　1753番～1811番

8:30 1753 番～ 高岡市青少年補導委員会連絡協議会 富山県
9:02 1792 番～ ＡＬＴ（外国語指導助手） 富山県
9:07 1800 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
9:09 1801 番～ 濃飛招世クラブ 岐阜県
9:15 1807 番～ 高岡おもてなしの会 富山県

巻10　1812番～2350番
巻１0の説明

1812 番～ 万葉故地めぐり日帰りの旅参加者
1827 番～ 高岡おもてなしの会 富山県

9:43 1836 番～ 飯原 恵美 富山県
9:47 1843 番～ 高岡熱中寺子屋 富山県

10:00 【令和劇場「梅花の宴」】万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会
【創作舞踊】「いわせのに」野村小学校

10:20 1862 番～ 高陵小学校 富山県
10:26 1874 番～ 野村小学校 富山県
10:32 1884 番～ 木津小学校 富山県
10:34 1887 番～ 伏木中学校 富山県
10:36 1890 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
10:40 1893 番～ 高岡市ヘルスボランティア協議会 富山県
11:03 1934 番～ 富山県立伏木高等学校　生徒会 富山県
11:09 1942 番～ ＡＬＴ（外国語指導助手） 富山県
11:25 1962 番～ 高岡人権擁護委員協議会 富山県
12:10 2020 番～ 富山地方法務局高岡支局 富山県
12:18 2029 番～ 富山県行政書士会高岡支部 富山県
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12:40 2062 番～ ガールスカウト富山県第５団 富山県
12:54 2083 番～ 栂野 文子　　板谷 のり子 富山県
13:00 【芸能発表】日舞　藤香会　「長唄　梅の寿」「長唄　かむろ獅子」

2089 番～ 栂野 文子　　板谷 のり子 富山県
13:25 2094 番～ 朗唱ＡＥＣ2021 富山県
13:33 2110 番～ ガールスカウト富山県第９団 富山県
13:39 2122 番～ 米田　洸一　　米田　好美　　米田　美菜 富山県
13:41 2124 番～ 高岡市更生保護女性会②（10名） 富山県
14:03 2147 番～ 海上保安友の会富山支部　　伏木海上保安部 富山県
14:25 【芸能発表】詩吟・剣詩舞

高岡岳風会・渋川流剣詩舞道錬成会「花を惜しむ」
高岡吟詠会・渋川流剣詩舞道幽和会「宝船」
富山千吟会・渋川流剣詩舞道剣楓会「早に白帝城を発す」
富山県松風会・渋川流剣詩舞道神月会「弘道館にて梅花を賞
す」
高岡吟詠会・渋川流剣詩舞道天水会「松竹梅」

14:45 2195 番～ いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」 富山県
15:02 2223 番～ 大門観光ボランティア「野の花会」 富山県
15:10 2235 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
15:12 2239 番～ 高岡の夢と未来を創る会 富山県
15:24 2262 番～ 福井 篤史 富山県
15:40 【芸能発表】民踊　万葉ふるさと芸能推進会
16:00 2289 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
16:16 2321 番～ 富山県西部地域自治会長会と高岡市連合自治会 富山県

巻11前半　2351番～2410番
16:32 巻１１の説明
16:34 2351 番～ ながれぼし 富山県
16:39 2363 番～ 舛田 忠治 富山県
16:40 2368 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
16:46 2383 番～ 川原子供詩吟教室 富山県

●動画朗唱　17：30～
［ナビゲーター］大和 美桜　
［２日目解説］田中 夏陽子(高岡市万葉歴史館主査研究員)

巻11後半　2411番～2840番
17:33 2411 番～ 牧野小学校 富山県
17:35 2415 番～ 五位小学校 富山県
17:36 2419 番～ 千鳥丘小学校 富山県
17:38 2423 番～ 戸出東部小学校 富山県
17:40 2427 番～ 戸出西部小学校 富山県
17:41 2431 番～ 戸出中学校 富山県
17:42 2433 番～ 中田中学校 富山県
17:43 2435 番～ 国吉ちくば保育園 富山県
17:44 2437 番～ 津曲 優子 石川県
17:45 2441 番～ 富山大学芸術文化学部 富山県
17:49 2455 番～ 医療法人社団 整志会沢田記念 高岡整志会病院 富山県
17:52 2467 番～ 藏堀 円夏 富山県
17:53 2469 番～ 飯原 恵美 富山県
17:55 2473 番～ ひまわり 富山県
17:57 2479 番～ 富山ネパール文化交流協会 富山県
18:06 2499 番～ 音訳ボランティア グループあかね 富山県
18:11 2510 番～ 畑三姉妹 富山県

全国万葉故地朗唱その２
18:20 福井県 福井市 橘曙覧記念文学館 内田 好美 4190番

福井県 大野市 市長 石山 志保 3509番
石川県 七尾市 川端　惇美 4026番･4027番
石川県 輪島市 櫛比の庄 禅の里交流館 宮下杏里 4028番
石川県 珠洲市 中野 紀子 4029番
石川県 羽咋市 羽咋市、羽咋吟詠会 4025番
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岐阜県 大垣市 市長 石田 仁 1034番･1035番･1036番

岐阜県 高山市 飛騨高山キャンペーンレディ 下町ひかる 1173番

岐阜県 美濃市 美濃和紙推進課　村瀬 菜摘　（一社）美濃市観光協会　植村 菜津美3242番

岐阜県 飛騨市 市長 都竹 淳也 3092番
岐阜県 郡上市 市長 日置 敏明 2648番
長野県 飯山市 商工観光課 原 大貴 2863番
新潟県 上越市 越後上越 上杉おもてなし武将隊  上杉 謙信 3883番
宮城県 多賀城市 大伴家持顕彰会会長 菊地 昭吾 4094番
宮城県 多賀城市 多賀城市観光協会会長 宮城　順 4095番
宮城県 多賀城市 史都 多賀城万葉まつり実行委員長 加藤 則博 4096番
宮城県 多賀城市 市長 深谷 晃祐 4097番

19:03 2526 番～ 古府小学校　創作舞踊《二上山の賦》 富山県
19:09 2530 番～ 中田小学校 富山県
19:11 2534 番～ 福岡小学校 富山県
19:12 2538 番～ 福岡中学校 富山県
19:13 2542 番～ こまどり支援学校 富山県
19:15 2546 番～ 志貴野中学校 富山県
19:16 2550 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 富山県
19:18 2554 番～ セリオで健康フィットネス 富山県
19:26 2566 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】ネッツトヨタ富山㈱ 富山県

2578 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】寺口 拓実 富山県
2594 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】久保 開 東京都
2602 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】鈴木 邦彦 福井県
2606 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】松田 明美 神奈川県
2610 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】青木 祐奈　青木 菜穂 大阪府・滋賀県
2619 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】上田 貴悠人　小川 哲平 神奈川県
2623 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】長原 侑祐 富山県
2635 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】水上 佳歩 富山県
2647 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】小林 新平 富山県
2659 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】松井 啓城 富山県
2671 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】村田 雄彦 富山県
2683 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】金森 浩治 富山県
2687 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】黒畑 有紗　黒畑 英杜 富山県
2691 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】上口 祐美子 富山県

2695 番～
【お出かけ・どこでも朗唱】畑 裕美　畑 志歩　畑 菜々美　畑
稜介

富山県

2699 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】佐藤兄妹 富山県
2707 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】山本 滉己　茂住 槙登　草野 斗愛 富山県
2711 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】柏樹 京子　柏樹 克信 富山県
2719 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】関原家 富山県
2727 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】だら～ず山下 富山県
2731 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】猪原 芳子　猪原 明日香 富山県
2735 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】野尻 陽介　野尻 彩乃 富山県
2739 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】大井 和弘　大井 咲和 富山県
2743 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】伊藤 航祐　筏井 義人　横澤 惺 富山県
2747 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】山﨑 綱亮 富山県
2751 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】白田 史弥 富山県
2755 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】竹林 滉平 富山県
2759 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】野村 洋介 富山県
2763 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】森川 朋子 富山県

20:11 2767 番～ 伏木地区ボランティアかたかごグループ 富山県
20:27 2801 番～ 渡辺 恵子  岡本 涼子  岡本 真歩 富山県・神奈川県
20:28 2803 番～ 高岡市万葉歴史館 富山県
20:32 2828 番～ 近藤 妃真 富山県
20:36 2835 番～ 飯原 恵美 富山県

万葉歌碑魅力発信プロジェクト特別朗唱（富山県高岡市伏木周辺　英訳朗唱）
20:44 4151番 歌碑3「桜の花」－高岡市万葉歴史館 屋上庭園●フリ・クリスヤン（南アフリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

3987番 歌碑4「二上山に鳴く鳥」－高岡市万葉歴史館 前庭●チョ・ウェンディ（カナダ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

4150番 歌碑10－伏木気象史料館前庭●ナジュ・エリザベス（アメリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

4250番 歌碑11「越に五年」－勝興寺前緑地●ジン・フィビィ（アメリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）
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4143番 歌碑14「かたかごの花」－勝興寺 右側後方●ウェイジア・ジュウ（カナダ出身・高岡市共創まちづくり課国際交流員）

4004番 歌碑17「立山の雪」－万葉歴史館口 交差点●フリ・クリスヤン（南アフリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

3943番 歌碑18「おみなえし」－気多神社口 交差点●ナジュ・エリザベス（アメリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

4032番 歌碑19「奈呉の海」－伏木一の宮バス停●チョ・ウェンディ（カナダ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

4159番 歌碑21「つまま」－つまま小公園●ジン・フィビィ（アメリカ出身・高岡市学校教育課ＡＬＴ）

3954番 歌碑23「渋谿の清き磯廻」－道の駅 雨晴 ２Ｆデッキ●ウェイジア・ジュウ（カナダ出身・高岡市共創まちづくり課国際交流員）

巻12　2841番～3220番
21:00 2841 番～ 姉妹・友好都市　錦州市（中国）
21:06 2875 番～ 姉妹・友好都市　フォートウェーン市（アメリカ）
21:26 2911 番～ 姉妹・友好都市　ミランドポリス市（ブラジル）
21:41 2943 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】吉川 ひとみ 富山県

2947 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】津幡 慶子 富山県
2951 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】米田 洸一 富山県
2955 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】山本 健太郎 富山県
2964 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】鈴木 杏奈 富山県
2967 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】久々湊 里緒 富山県
2971 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】山口 義次 富山県

21:49 2975 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】松井 啓城 富山県
2991 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】山元 翔平 富山県
3007 番～ 【お出かけ・どこでも朗唱】寺口 拓実 富山県

21:59 3019 番～ 美容カイロ +chocotto 奈良県
22:00 3027 番～ 万葉の森公園「伎倍の茶屋」 静岡県
22:02 3031 番～ 万葉の森公園「伎倍の茶屋」短歌教室 静岡県
22:03 3035 番～ 吉本家 富山県
22:07 3051 番～ 中山 有希子　　中山 孝志　　中山 一兎 富山県
22:11 3059 番～ 浜北万葉食研究会月草の会 静岡県
20:12 3063 番～ 高岡大仏あけぼの会 富山県
20:24 3107 番～ 藤田 壽美子 富山県
20:25 3111 番～ 朗唱魔王 富山県
20:27 3115 番～ ボールノグラブティ 富山県
22:30 3119 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 富山県
22:34 3127 番～ 大和美桜＆川原寺プロジェクションマッピングコラボ 京都府
22:36 3131 番～ 田中 裕樹 富山県
22:37 3139 番～ 白田 史弥 富山県
22:39 3147 番～ 藤本 慶藏 富山県
22:47 3151 番～ 白田 史弥 富山県
22:48 3155 番～ 竹林 滉平 富山県
22:51 3167 番～ 輪島市議会議員 門前 徹 石川県
22:53 3171 番～ 野村 洋介 富山県
22:55 3183 番～ 桜美林大学 渡辺ゼミ 東京都
22:59 3203 番～ 富山たばこ販売協同組合 高岡支部 富山県

巻13　3221番～3347番
23:14 3221 番～ 高岡でがんばる会 富山県
23:18 3232 番～ 竹林 滉平 富山県
23:19 3234 番～ 名古屋招世クラブ 愛知県
23:26 3237 番～ Takaoka culture promotion team 富山県
23:30 3245 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 富山県
23:32 3248 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 兵庫県
23:38 3250 番 竹林 滉平 富山県
23:39 3251 番～ 高岡商工会議所青年部 富山県
0:01 3307 番～ 山本 真由香 富山県
0:02 3310 番～ 奥山 永見古 奈良県
0:10 3314 番～ １チーム 富山県
0:13 3323 番～ 一般社団法人 高岡青年会議所 富山県

巻14　3348番～3577番
0:35 3348 番～ 一般社団法人 高岡青年会議所 富山県
0:41 3373 番～ 多摩ボーイズ 神奈川県
0:42 3375 番～ １チーム 富山県
0:47 3400 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 奈良県
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0:55 3408 番～ 塩谷建設株式会社 富山県
1:11 3483 番～ 赤坂・一期一会プロジェクト（万葉ロマン塾） 東京都港区
1:24 3523 番～ １チーム 富山県
1:26 3531 番～ 高岡恋馬の会 富山県
1:29 3543 番～ １チーム 富山県

巻15　3578番～3785番
1:44 3578 番～ 宝塚コープカルチャー 兵庫県
1:54 3594 番～ 高岡工芸高校演劇部 富山県
2:02 3612 番～ 奈良女子大学 古代衣装同好会 奈良県
2:03 3615 番～ １チーム 富山県
2:04 3617 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:05 3619 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:06 3621 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:07 3623 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:08 3625 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 富山県
2:15 3630 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:18 3634 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:20 3638 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:21 3640 番～ 犬養万葉記念館 奈良県
2:23 3644 番～ １チーム 富山県
2:26 3656 番～ 馬場 孝司 京都府
2:27 3659 番～ １チーム 富山県
2:29 3668 番～ 舞獅道一煌流 富山県
2:37 3684 番～ 佐藤 順 愛知県
2:39 3691 番～ 横浜さわらび会 神奈川県
2:52 3723 番～ 味真野観光協会 福井県

巻16　3786番～3889番
3:58 3786 番～ １チーム 富山県
4:00 3791 番～ 清田 富雄 新潟県
4:11 3794 番～ １チーム 富山県
4:12 3803 番～ 猪名川万葉の会 兵庫県
4:17 3807 番～ 岡本　三千代 兵庫県
4:09 3809 番～ 高岡市万葉歴史館 富山県
4:41 3853 番～ FULL HOUSE OFFICE 東京都
4:44 3860 番～ 高岡市観光ガイドボランティアグループ あいの風 富山県

●会場朗唱
巻17　3890番～4031番

8:30 巻１７の説明
8:32 3890 番～ ＮＰＯ法人高岡ヤングベースボールクラブ 富山県
8:52 3926 番～ 飯原 恵美 富山県
8:58 3937 番～ ガールスカウト富山県第10団 富山県
9:00 3941 番～ 高岡市老人クラブ連合会 富山県
9:15 3962 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
9:39 3985 番～ 林 貴文 富山県
9:42 3986 番～ 幼保連携型認定こども園 和田保育園 富山県
9:44 3988 番～ 寺井 秀之 富山県
9:47 3991 番～ 伏木校下自治会連絡協議会 富山県
9:54 3995 番～ 千田 篤 富山県
9:57 4000 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　会長　坂 廣志 富山県

10:00 4001 番～ 学芸会 富山県
10:10 【芸能発表】尺八　壱越の会

「シチリアーノ」「利根の舟唄」「遊楽」
10:30 4008 番～ 高岡の夢と未来を創る会 富山県

巻18　4032番～4138番
10:55 巻１８の説明
10:57 4032 番～ 高岡市老人クラブ連合会 富山県
11:14 4049 番～ とやま語りの会 富山県
11:30 【芸能発表】民踊　民友会「隠岐磯節」「古城」「華舞」「菊と桔梗」
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11:50 4066 番～ 鈴木 透 千葉県
11:56 4073 番～ 誠吟会とその仲間の会 富山県
11:59 4076 番～ 吉野 颯人　　吉野 智子 富山県
12:01 4078 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
12:09 4085 番～ 比留間玲子　　古布利恵子　　石橋 秀子 富山県・新潟県
12:16 4094 番～ 清田 富雄 新潟県
12:19 4098 番～ 河村 宗明 富山県
12:24 4102 番～ 津幡 敬子 富山県
12:29 4107 番～ 筏井 秀樹 富山県
12:35 4113 番～ 川端 徹也 富山県
12:42 4119 番～ 橋森 征子 富山県
12:44 4122 番～ 金森 一郎 富山県
12:50 4128 番～ 酒井 善広 富山県
12:52 4132 番～ 高岡 宏和 富山県
12:54 4136 番～ 中村 清志 富山県

巻19　4139番～4292番
12:56 巻１９の説明
13:00 4139 番～ 土代 智恵子 富山県
13:02 4143 番～ 土代 正治 富山県
13:04 4146 番～ 出町 譲 富山県
13:06 4150 番～ 熊木 義城 富山県
13:08 4154 番～ ＮＰＯ国際社会教育武道連盟 空手道 千山道場 富山県
13:16 4160 番～ 堀田千宴子まなぶん空手道教室 富山県
13:23 4166 番～ 千山道場スポーツ少年団 富山県
13:30 【芸能発表】箏曲　宮城社　八雲会「四季の日本古謡」
13:50 4169 番～ 高岡中央ジュニア空手道スポーツ少年団 富山県
13:55 4174 番～ 高岡市ボクシング連盟　千山道場 富山県
14:00 4178 番～ 千山武徳会 富山県
14:04 4184 番～ ＮＰＯ社会教育団体 千山会 富山県
14:08 4189 番～ 沖縄伝統空手古武道中部地方愛好家連絡協議会 富山県
14:13 4194 番～ 高岡市老人クラブ連合会 富山県
14:25 4209 番～ 小林 範子　　明圓 きみ 埼玉県・富山県
14:27 4211 番～ 一般社団法人高岡青年会議所 富山県
14:56 4247 番～ いわせのコーラス 富山県
15:00 【芸能発表】日舞　藤舞会

「黒田武士」「粋」「長唄新曲　菊の宴」
15:20 4250 番～ 高岡市老人クラブ連合会 富山県
15:56 4289 番～ 濵﨑 俊文 東京都

巻20　4293番～4516番
16:00 巻２０の説明
16:02 4293 番～ 増川 富男 富山県
16:06 4301 番～ 辻田 孝子 富山県
16:10 4306 番～ 玉井 晶夫 富山県
16:12 4310 番～ 小林 雅廣 富山県
16:14 4314 番～ 石永 峰子 富山県
16:16 4318 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
16:20 4324 番～ 河村 宗明 富山県
16:24 4331 番～ 辻田 孝子 富山県
16:28 4334 番～ 長岡 悦子 富山県
16:34 4344 番～ いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」 富山県
16:44 4360 番 高岡おもてなしの会 富山県
16:47 4361 番～ いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」 富山県
16:57 4378 番～ 小杉観光ボランティア「つつじの会」 富山県
16:59 4382 番～ 高岡おもてなしの会 富山県
17:01 4386 番～ 国際ソロプチミスト高岡 富山県
17:30 4429 番～ 地域女性ネット高岡 富山県
17:55 4466 番～ 陽子会 富山県
17:59 4474 番～ 飯原 恵美 富山県

【フィナーレ朗唱】
18:00 4476 番～ 高岡市教育長 近藤 智久 
18:02 4478 番～ 「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」副会長　津幡 敬子
18:04 4480 番～ 「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」副会長　増川 富雄
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18:06 4482 番 「あいの風」代表　中井 明子
18:08 4483 番 「比奈の会」代表　金子　榮子（代理：山岸　紀子）
18:10 4484 番 「やまたちばな」代表　福岡 経
18:12 4485 番 いきいき観光ボランティア新湊「あゆの風」代表　磯部 宏
18:14 4486 番 国際ソロプチミスト高岡代表　安川 涼子
18:16 4487 番 高岡市連合自治会長　角玄 富雄
18:18 4488 番～ 高岡伝統産業青年会会長　藤田 和耕
18:20 4490 番～ 高岡青年会議所理事長　上田　真也（代理：副理事長　梅島　清香）
18:22 4492 番～ 高岡商工会議所青年部会長　茂崎 裕介
18:24 4494 番～ 西日本旅客鉄道㈱新高岡駅長　小川 外治
18:26 4496 番～ 高岡万葉大使　中井 遥香
18:28 4501 番～ 高岡万葉大使　高岡 慧
18:30 4506 番～ 燈火の路実行委員長　金森 一郎
18:32 4508 番～ 高岡市芸術文化団体協議会会長　氷見 哲正
18:34 4510 番～ 万葉を愛する会会長　大黒 幸雄
18:36 4512 番～ 「万葉集全20巻朗唱の会」発案者　千田 篤
18:38 4514 番 「万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会」会長　玉井 晶夫
18:40 4515 番 高岡万葉まつり実行委員長・高岡市副市長　河村 幹治
18:42 4516 番 坂本万葉歴史館長と朗唱者全員

閉会あいさつ　高岡万葉まつり実行委員会長・高岡市長　角
田　悠紀
エンディングコーラス「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」
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