
10月2日(金) 9/30版

放送目安時間 YouTube配信開始時間

10:00 オープニング 10:15
創作舞踊「二上山の賦」 可西舞踊研究所
合唱と踊り「かたかごの花」「大伴家持の歌に寄せ
て」 かたかご幼稚園･保育園

巻1 10:23 1 番～ 高志の国文学館長 中西進
25 3 番～ 高岡市長 髙橋正樹
26 5 番～ 高岡市万葉歴史館長 坂本信幸
27 7 番～ 高岡市議会議長 金森一郎

巻1 10:34 9 番～ 有田正浩/有田幸子 [富山県]
36 13 番～ 竹林雀
38 16 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」岩城喜美 [大阪府]
39 17 番～ 谷真由美 [奈良県]

10:46 20 番～ 東近江市長 小椋正清 [滋賀県]
48 22 番～ 伏木商工業青年部会 林貴文 [富山県]

10:50 25 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」吉仲花凛 [大阪府]
52 27 番～ 得能しのぶ [富山県]
53 29 番～ 久米 昇 [長野県]
54 30 番～ 布野雅裕 [富山県]

55 36 番～
獅子舞 舞獅道 一煌流  中山孝志/安藤有紀子/
杉坂瑠利/瀬野里美/竹内伸祐/堀小百合/山本さ

[富山県]

11:02 50 番～ 栂野文子 [富山県]
04 51 番～ 西本正人 [奈良県]
07 53 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 [兵庫県]

11:11 57 番～ 蒲郡市長 鈴木寿明 [愛知県]
14 59 番～ 細川俊雄 [富山県]
16 65 番～ 中村健吾 [富山県]

18 75 番～
平野啓子主宰 日本の語り芸術を高める会 平野
啓蝉/平野啓子

[東京都]

27 81 番～ 板谷のり子 [富山県]
巻2 11:33 11:45
巻2 11:37 85 番～ 京田理恵 [富山県]

38 89 番～ 奥山永見古 [奈良県]

11:45 101 番～
香芝万葉絵合わせかるたプロジェクト 池木郁子/
川本牧子/出川明子/筒井美幸

[奈良県]

47 105 番～ ＮＰＯ法人 まほろば円舞会 [奈良県]
11:51 109 番～ 岡崎 瞳 [奈良県]

53 111 番～ りりー☆ぽっぺん
12:00 119 番～ 伏木港海運振興会 [富山県]

06 131 番～ 万葉うたがたり会  園田知子 [大阪府]
12:13 135 番～ 山元翔平 [富山県]

17 141 番～
海南・万葉の会 ［作曲］打垣内正　［歌］西浦晴美
［踊り］劇団ＫＣＭ 池田多美/西知美/川田将也/
宮崎桜/和佐裕一郎

[和歌山県]

19 142 番～
海南・万葉の会 ［作曲］打垣内正［歌］西浦晴美
［踊り］南野上バレエエクササイズ教室 谷洋子/栄
川二美子/土井章代/中尾歳恵

[和歌山県]

12:20 143 番～
国際ソロプチミスト高岡 山本希宗子/堀智佳子/
堀智佳子/村上冨美子/渡辺佳世子/白石紀子/
田辺惠子/堀川美和子/木本好枝/中川信子/中

[富山県]

12:29 159 番～ 北村紅実 [富山県]

12:30 162 番～
歌枕直美「音楽で綴る万葉を歌う会」原田さくら/
竜門陽子

[大阪府]

33 167 番～
高陵中学校第20回同窓会 野田幸男/萩野幸一/
時女正之/嶋津喜芳/村中智子/中山康雄/田子
敦子/小竹源勇/林良成/田辺惠子

[富山県]

12:44 194 番～ 白田史弥 [富山県]
47 199 番～ 清田富雄 [新潟県]

12:55 200 番～ 戸成秀徳 [富山県]
56 204 番～ 酒井紫帆 [富山県]
58 208 番～ 長澤比呂美 [富山県]

13:00 211 番～ 山﨑愛結実 [富山県]
13:01 213 番～ 高岡市観光ガイドボランティア「あいの風」 [富山県]



04 220 番～
三豊市万葉歩きグループ 大平光子/平井通子/林
桂子/岩本啓子

[香川県]

13:11 230 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」笹木真紀 [大阪府]
13 231 番～ 山﨑愛結実 [富山県]

巻3 13:20 13:15
巻3 13:23 235 番～ 高岡市観光ガイドボランティア「あいの風」 [富山県]

28 247 番～ 森 美里 [富山県]
29 250 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」宮田智亘 [大阪府]

13:31 254 番～ 細川淳平 [富山県]
31 257 番～ 吉岡朱見 [富山県]
33 260 番～ 河合 晋 [富山県]
36 263 番～ 鴨島 亮 [富山県]
37 266 番～ 大津市 びわ湖大津観光大使 おおつ光ルくん [滋賀県]
41 267 番～ 野嶽京子 [富山県]
41 269 番～ 林 貴文 [富山県]
43 272 番～ 中央保育園 [富山県]
44 276 番～ 石堤保育園 [富山県]
47 282 番～ 認定こども園 坂ノ下保育園 [富山県]
51 287 番～ 立野保育所 [富山県]
54 292 番～ 国吉光徳保育園 [富山県]
57 296 番～ 認定こども園 国吉ちくば保育園 [富山県]
59 302 番～ 認定こども園 ふたばこども園 [富山県]

14:01 307 番～ 湯口 晋 [富山県]
03 315 番～ イングラム

14:04 317 番～ 辻田

05 319 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長 津幡
敬子

[富山県]

14:11 324 番～ 万葉うたがたり会 上未歩 [大阪府]
15 326 番～ 福井篤史 [富山県]
16 328 番～ 奈良市長 仲川げん [奈良県]

14:20 331 番～ 鞆の浦万葉の会 戸田和吉 [広島県]
23 336 番～ 太宰府市長 楠田大蔵 [福岡県]

14:30 354 番～ 吉田一真 [富山県]
32 363 番～ 野村洋介 [富山県]

35 372 番～
まなぶんウクレレ教室  トミー藤原/中川裕章/大
道厚子/吉岡敦子

[富山県]

38 374 番～ 高岡市農業委員会 [富山県]
14:41 381 番～ 金森圭介 [富山県]

43 384 番～ 森田裕也 [富山県]
45 390 番～ 髙橋晴花 [富山県]
46 394 番～ 中山 竜 [富山県]
48 404 番～ 大阪税関伏木税関支署 [富山県]

14:55 420 番～ 東五位校下連合自治会 [富山県]
15:12 441 番～ 株式会社 SCREEN SPE ワークス [富山県]
15:28 475 番～ 富山大学芸術文化学部 [富山県]

巻4 15:40 15:45
巻4 15:45 484 番～ 大久保弘行 [富山県]

46 488 番～ 万葉うたがたり会 山口ひとみ [大阪府]
15:51 492 番～ 桜井ほのか [富山県]

52 500 番～ 囲碁YouTuberみやれー
504 番～ 桜井ほのか [富山県]
509 番～ 大久保弘行 [富山県]

57 511 番～ 町田歩 [富山県]
521 番～ 森田裕也 [富山県]

16:00 525 番～ 高岡法科大学教職員 [富山県]
07 539 番～ 高岡法科大学 八坂ゼミ 後藤ゼミ [富山県]

16:19 552 番～ 伏木地区ボランティアかたかごグループ [富山県]
16:39 599 番～ 森田正人 [富山県]
16:41 611 番～ 布目千裕 [富山県]

619 番～ 金森圭介 [富山県]
45 621 番～ 吉村沙知 [富山県]

631 番～ 髙橋晴花 [富山県]
50 635 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

16:51 638 番～ Happinessことのは万葉集 [富山県]
56 642 番～ 寺井知恵 [富山県]
56 646 番～ 舟杉亜子 [富山県]
59 656 番～ 中島弘貴 [富山県]



17:01 665 番～ 谷内一晶 [富山県]
675 番～ 細川淳平 [富山県]

06 683 番～
大仏あけぼの会 関本尚彦/北角良粋/井上香粋/
向山耕司/髙橋淳/大谷内勇/中橋千恵子/吉岡
すみ子/向山和子/福岡経/新田恵子/石黒輝義/

[富山県]

17:18 725 番～ 濱野裕貴 [石川県]
17:20 735 番～ 吉本昌史 [富山県]

21 741 番～ 杉坂瑠利 [富山県]
747 番～ 寺井知恵 [富山県]

24 750 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長 津幡
敬子

[富山県]

17:31 767 番～ ハムお
33 777 番～ 三浦宏友 [富山県]
35 789 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

巻5 17:41 17:45
巻5 17:43 793 番～ 馬場吉久 [奈良県]

47 800 番～ 根塚 泉 [富山県]

48 802 番～

美薗フレンドリーコーラス 富部敦子/大石典子/内
山由美子/中野典子/金原由香里/川島立子/田
中あけみ/伊藤よしみ/齋藤雅子/池澤純子/西澤
敦子/岩崎充子/阿隅多津代/金子治美/太田秀
子/松本とみ子/長谷川宏美/舟橋弘子

[静岡県]

17:50 804 番～ 山崎綱亮 [富山県]
53 813 番～ 牛谷充宏 [富山県]

17:55 【令和劇場「令和時代の梅花の宴」】
18:01 815 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 [富山県]
18:25 847 番～ ハヤマ

26 851 番～ 森田紀子/廣上彩華/村椿菜緒 [富山県]
18:33 883 番～ 牧口奈央 [富山県]

34 886 番～ 竹内文雄 [富山県]
887 番～ 牧口奈央 [富山県]

36 892 番～ 舟橋弘子 [静岡県]
894 番～ 金森圭介 [富山県]

18:43 897 番～ 川端徹也 [富山県]
898 番～ 牧口奈央 [富山県]
901 番～ 根塚 恭佳 [富山県]

47 904 番～
サロン梅の湯・水橋町民演劇 栂野文子/板谷のり
子/栂野文子

[富山県]

巻6 18:56 18:45

巻6 19:00 907 番～
高岡商工会議所青年部たかおかブランディング委
員会

[富山県]

19:28 971 番～ 日本ゼオン高岡グループ [富山県]
19:50 1031 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会会長 玉井晶 [富山県]

51 1033 番～ 志摩市長 竹内千尋 [三重県]
52 1035 番～ 大垣市長 小川敏 [岐阜県]

19:54 1038 番～ 三屋美香子  浦野雄一  柳瀬充宏 [富山県]
20:00 1051 番～ 織姫 岸優子/藤岡亜矢子 [富山県]

02 1054 番～ ガールスカウト富山県第31団 [富山県]
04 1059 番～ 村本佳菜 [富山県]
06 1063 番～ 出席番号21番
07 1065 番～ 出席番号17番
08 1066 番～ 出席番号27番

巻7 20:13 20:15
巻7 【高岡市立学校】

20:16 1068 番～ 横田小学校 [富山県]
17 1073 番～ 成美小学校 [富山県]
19 1077 番～ 博労小学校 [富山県]

20:21 1081 番～ 定塚小学校 [富山県]
24 1085 番～ 川原小学校 [富山県]
26 1089 番～ 平米小学校 [富山県]
28 1095 番～ 下関小学校 [富山県]

20:30 1099 番～ 西条小学校 [富山県]
34 1106 番～ 万葉小学校 [富山県]
37 1114 番～ 伏木小学校 [富山県]

20:42 1122 番～ 古府小学校　《創作舞踊》 [富山県]
47 1129 番～ 能町小学校 [富山県]
49 1135 番～ 南条小学校 [富山県]



20:51 1142 番～ 二塚小学校 [富山県]
53 1150 番～ 野村小学校　《創作舞踊》 [富山県]

21:00 1158 番～ 国吉義務教育学校 前期課程　《創作舞踊》 [富山県]
21:11 1170 番～ 高山市長 國島芳明 [岐阜県]

【高岡市立学校】
21:13 1174 番～ 牧野小学校 [富山県]

17 1182 番～ 太田小学校 [富山県]
21:22 1190 番～ 五位小学校 [富山県]

24 1198 番～ 千鳥丘小学校 [富山県]
29 1206 番～ 戸出東部小学校 [富山県]

21:31 1214 番～ 戸出西部小学校 [富山県]
34 1222 番～ 中田小学校 [富山県]
36 1230 番～ 木津小学校 [富山県]
38 1238 番～ 福岡小学校 [富山県]

21:43 1246 番～ 高陵中学校 [富山県]
45 1255 番～ 高岡西部中学校 [富山県]
47 1263 番～ 南星中学校 [富山県]
49 1270 番～ 志貴野中学校 [富山県]

21:53 1278 番～ 芳野中学校 [富山県]
56 1286 番～ 伏木中学校 [富山県]

21:59 1294 番～ 国吉義務教育学校 後期課程 [富山県]
22:02 1302 番～ 牧野中学校 [富山県]

08 1310 番～ 五位中学校 [富山県]
22:11 1318 番～ 戸出中学校 [富山県]

12 1326 番～ 中田中学校 [富山県]
16 1334 番～ 福岡中学校 [富山県]

22:20 1342 番～ こまどり支援学校中学部 [富山県]
26 1350 番～ 富山県立高岡支援学校 [富山県]
29 1358 番～ 緒續周弘 [静岡県]

22:30 1362 番～ 高岡商工会議所青年部 [富山県]

39 1394 番～
海南・万葉の会 馬場吉久/東道/南野上バレエエ
クササイズ教室 神谷洋子/栄川二美子/土井章代
/中尾歳恵

[和歌山県]

22:40 1396 番～
海南・万葉の会 ［作曲］打垣内正［歌］西浦晴美
［踊り］劇団KCM 池田多美/西知美/川田将也/宮
崎桜/和佐裕一郎

[和歌山県]

1398 番～ 竹内文雄 [富山県]
43 1402 番～ 伊藤亮介 [富山県]
45 1414 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

22:52 1日目終了
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巻8 9:00 9:15
巻8 9:07 1418 番～ 岡嶋太希 [富山県]

08 1421 番～
高岡法科大学 勉強部　永岡優志/竹内尚輝/林祐
太/老田雅彦/水上和希/朴木智司

[富山県/石
川県]

1453 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]
9:20 1456 番～ 柴田奈美 [富山県]

21 1460 番～ わかな
22 1465 番～ Nishi Project [富山県]
29 1498 番～ 歌人 小島ゆかり [東京都]

9:30 1501 番～ Nishi Project [富山県]
36 1520 番～ 山本真由香 [富山県]
38 1530 番～ 生田唯 [富山県]

39 1532 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長 津幡
敬子

[富山県]

9:41 1536 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」岩本弘子 [大阪府]
42 1539 番～ たかおか観光戦略ネットワーク
44 1543 番～ 道の駅雨晴 [富山県]
45 1547 番～ (株)福福旅行社 [富山県]

9:46 1550 番～ 伏木地区ボランティアかたかごグループ [富山県]
47 1553 番～ 高岡商工会議所青年部 [富山県]
49 1557 番～ 高岡市観光ガイドボランティア「あいの風」 [富山県]

9:50 1560 番～ (公社)高岡青年会議所 [富山県]
1562 番～ 生田唯 [富山県]
1570 番～ Nishi Project [富山県]
1574 番～ 柴田奈美 [富山県]

54 1577 番～ 河合志保 [富山県]
56 1585 番～ 竹田萌恵 [富山県]
57 1592 番～ 宇波真美 [富山県]
58 1597 番～ 伏木雅楽同好会 [富山県]

10:01 1600 番～ 石川雅士 [富山県]
01 1602 番～ 伏木雅楽同好会 [富山県]
05 1612 番～ 田中裕樹 [富山県]
08 1621 番～ ことは
09 1624 番～ 立野井弘美/立野井希実/立野井共子 [富山県]
12 1629 番～ (一財)自治体国際化協会ニューヨーク事務所 [アメリカ]

巻9 10:28 10:15
巻9 10:30 1664 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

34 1673 番～
海南・万葉の会 馬場吉久/劇団ＫＣＭ/池田多美/
西知美/川田将也/宮崎桜/和佐裕一郎

[和歌山県]

35 1675 番～
海南・万葉の会 ［作曲］打垣内正［歌］西浦晴美
［踊り］南野上バレエエクササイズ教室 神谷洋子/
栄川二美子/土井章代/中尾歳恵

[和歌山県]

10:38 1676 番～ 高岡商工会議所　山口正志/吉岡周/菅野克志 [富山県]

10:43 1687 番～

高岡商工会議所女性会　今川美千子/棚田千枝
子/塩谷幸子/黒川雅美/天野邦子/江幡和代/河
合法子/大野朝子/島待子/谷口里美/畠中幸恵/
三好永貢子/山口愛子/今村照子/平能依実/棚田

[富山県]

10:55 1707 番～ 佐々木浩二 [富山県]

56 1710 番～
益田市柿本人麿公顕彰会/高津地区地域づくり協
議会/島根県立万葉公園

[島根県]

10:01 1723 番～ 志村昂史 [富山県]
03 1729 番～ 鷲塚晃世 [富山県]
03 1732 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]

10:10 1744 番～ 西田幸恵 [富山県]
12 1749 番～ 松井啓城 [富山県]
15 1753 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を詠う会」妹尾由美 [大阪府]

1755 番～ 辻田
1757 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を詠う会」原田俊一 [大阪府]

11:20 1759 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]
22 1764 番～ 今村優介 [富山県]

25 1770 番～
高岡スイミングクラブ・ＮＰＯ法人高岡市水泳協会
理事 林貴文

[富山県]

1780 番～ 山元翔平 [富山県]
11:29 1785 番～ 川原祐亮 [富山県]



11:31 1790 番～ 吉岡清作 [富山県]
1792 番～ 北村紅実 [富山県]

33 1795 番～ 佐藤孝 [富山県]
37 1801 番～ 野村岳人 [富山県]
39 1804 番～ 吉岡清一 [富山県]

1809 番～ 今村優介 [富山県]
巻10
前半

11:49 11:45

巻10
前半

11:54 1812 番～ 飯原恵美 [富山県]

56 1818 番～ (一財)自治体国際化協会ソウル事務所 [韓国]
58 1821 番～ 坂田愛子 [富山県]
59 1824 番～ 茶道裏千家淡交会 高岡青年部 [富山県]

12:04 1843 番～ 高岡観光ボランティアガイド「やまたちばな」 [富山県]
12:14 1866 番～ 高岡市更生保護女性会 [富山県]

12:20 1874 番～

高岡岳風会動吟会  島勲/荒井廣/高田みちる/高
田紘平/中村純子/青山小百合/越前由美子/中村
優子/田中玲子/南雅美/浦田一郎/角玄富雄/宇
波真一郎/矢竹有至/室谷智/三好伸幸

[富山県]

12:44 1911 番～
高岡市連合自治会 浦田一郎/角玄富雄/宇波真
一郎/矢竹有至/室谷智/三好伸幸

[富山県]

12:53 1934 番～ 国勢調査高岡市実施本部 [富山県]
55 1937 番～ 伏木駅前クラブ [富山県]

59 1945 番～

伏木相撲愛好会/伏木相撲甚句会　國谷伸五〔國
登〕/高橋正剛〔正剛〕/外修悦/西廣志/中村信男
/水野洋一/佐野辰二/元井寿之/国分康弘/奥節
子〔笑力〕/山崎松美/國谷正子/脇地蔵/西英子/
貴乃盛/四海浪錦太夫/外修悦/西英子/伊東郁世

[富山県]

13:25 2011 番～
高岡市手をつなぐ育成会　杉田幸平/武田明大/
八幡知樹/丹羽俊朗/大巻史佳/今村誠子/

[富山県]

29 2023 番～ ＮＰＯ法人 茶道清風の会　福井昭雄/飯沼寛治 [富山県]

13:31 2029 番～

交野が原万葉学級　毛利信二/上中いつみ/原和
代/森田幸子/小川陽子/中川徳子/手島良子/窪
木眞智子/田村美智子/山田貴美子/岡本敏子/金
井洋子/清原栄子/丹後勝/田中葎子/西口均/大
田潔/水盛正治/川上一富實/山本みどり/新藤裕
子/白方由利子/田中記美枝/西川美紗子/中野和
子/田中洋子/富田美津江/原あけよ/森宗健郎/
毛利信二/谷眞央/吉村順子/大井攝子/奥井久代

[大阪府]

13:46 2050 番～ スターダスト河内 [大阪府]
13:56 2089 番～ 山本＆中居

58 2092 番～ 北本亮一 [富山県]
巻10
後半

14:04 14:15

巻10
後半

14:05 2094 番～ コマツ

06 2098 番～ 一宮市長 中野正康 [愛知県]
08 2102 番～ 高岡商工会議所青年部 [富山県]
09 2183 番～ 香芝市長 福岡憲宏 [奈良県]

14:29 2187 番～ 丹波篠山市長 酒井隆明 [兵庫県]
14:38 2195 番～ 中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会 [高知県]
14:43 2203 番～ 塚原茉穂 [富山県]

44 2207 番～
ゴー☆ジャス/だる☆びっ☆しゅ/てっ☆けん/☆
でーもん☆/のう☆めん

14:47 2227 番～ ミナト

14:48 2231 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長　津
幡敬子

[富山県]

14:50 2235 番～ Ｄ/辻田/Ｍ上/かの/かな
57 2259 番～ 小林新平 [富山県]

14:58 2262 番～ クラウディア

59 2265 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長　津
幡敬子

[富山県]

15:02 2269 番～ シマダ/カナコ/ヤマカワ/川端/ミナミ
06 2293 番～ 津曲優子 [石川県]

15:10 2301 番～ 岡垣昌秀 [岩手県]
13 2305 番～ 伏木海上保安部/海上保安友の会富山支部 [富山県]

15:23 2333 番～ 高岡伝統産業青年会 [富山県]



巻11
前半

15:31 15:45

巻11
前半

15:35 2351 番～ 高岡伝統産業青年会 [富山県]

15:45 2391 番～
ガールスカウト富山県連盟第30団　宮田麻葵/氏
家仁美/松井きみ子

[富山県]

48 2403 番～ 松井咲紀 [富山県]
50 2411 番～ 高岡市ＡＬＴ [富山県]
54 2423 番～ 国際交流員ウエイジア・ジュウ [富山県]
57 2427 番～ じゃらんリサーチセンター　斎藤晋作/松本百加里 [東京都]

16:00 2435 番～ 高岡恋馬の会 [富山県]
02 2439 番～ 近江八幡市長 小西理 [滋賀県]

05 2441 番～
高岡古城ライオンズクラブ　吉岡隆一郎/宇波真
一郎/中村喜進/今川美千子

[富山県]

16:10 2453 番～ 荒川晴男 [奈良県]
11 2455 番～ 京都府立大学公共政策学部 浅田真浩 [京都府]

12 2457 番～
ＮＰＯ法人 茶道清風の会　横田光紀/横田恵理子
/広羽さとみ

[富山県]

13 2461 番～ 有田正浩/有田幸子 [富山県]

15 2465 番～
高岡市ヘルスボランティア協議会　児島啓子/窪
田丸美/池崎明美/松原宏子/川堰明代/朴木行子

[富山県]

16:20 2471 番～ 姉妹･友好都市フォートウェーン市 [アメリカ]
28 2495 番～ 姉妹･友好都市ミランドポリス市 [ブラジル]

16:47 2522 番～ 元国際交流員ディーン [イギリス]
巻11
後半

16:54 16:45

巻11
後半

16:55 2526 番～ 姉妹･友好都市 錦州市 [中国]

17:10 2558 番～
ふれあい高岡日本語教室 ズン/ハン/マイン/レッ
キ/ロアン/ニャット/ハオ/イエン/タム/チャン

[富山県]

17:22 2590 番～ フカヤマ

23 2594 番～
ＮＰＯ法人 親と教員の会こどものその　ほのか/
しゅんすけ/みずか/ゆうたろう/ゆうすけ/そういち

[富山県]

26 2602 番～
ＮＰＯ法人 茶道清風の会　野嶽昌士/横田恵理子
/横田光紀/横田和光

[富山県]

17:30 2619 番～
ガールスカウト富山県連盟第13団 　西森絹/兵衛
幸々愛/山本真歩香

[富山県]

33 2631 番～ 田舎者のげんちゃん
35 2635 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]
39 2647 番～ 郡上市長 日置敏明 [岐阜県]

17:42 2651 番～ 高岡熱中寺子屋 [富山県]
44 2655 番～ とくしま上板熱中小学校 [徳島県]

17:48 2659 番～ 會津熱中塾 [福島県]
17:50 2663 番～ 高畠熱中小学校 [山形県]

51 2667 番～ 熱中小学校江丹別分校 [北海道]
53 2671 番～ シアトル熱中小学校 [アメリカ]
55 2675 番～ 高岡熱中寺子屋 寺子 [富山県]
59 2687 番～ 高岡熱中寺子屋 講師 [長野県]

18:14 2711 番～
熱中小学校 講師　岡田慶子/山田玲子/安部純子
/まきりか

[東京都/大
分県/神奈川

18:20 2727 番～ 高岡熱中寺子屋 [富山県]
22 2731 番～ (一社)熱中学園 理事 [神奈川県]
23 2735 番～ (公社)高岡青年会議所 [富山県]
37 2797 番～ 末広開発株式会社まちづくり事業部 [富山県]

巻12 18:54 番～ 18:45
巻12 18:59 2841 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

19:01 2845 番～ 高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」 [富山県]
19:10 2855 番～ 高岡古城ライオンズクラブ　駒田伊公代/狩野有 [富山県]

13 2864 番～
伏木赤十字奉仕団 西部分団有志 　新多勇人/中
島彬子/島とし子/橋本昭子/谷口猛

[富山県]

19:21 2883 番～ カミ

22 2887 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長　津
幡敬子

[富山県]

24 2891 番～ 塩谷建設株式会社 [富山県]

19:41 2971 番～
高岡古城ライオンズクラブ　関澤浩/黒川雅美/向
井浩貴/大巻栄治

[富山県]

46 2987 番～ 町なみを考える藤グループ [富山県]



19:51 2999 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

53 3003 番～
MAKE TOYAMA STYLE BEYOND  CORONA
WITH US

[富山県]

20:04 3051 番～ 中山孝志/中山有希子/中山一兎 [富山県]
3059 番～ 国勢調査高岡市実施本部 [富山県]

09 3063 番～ 富山県立高岡商業高等学校 [富山県]
20:13 3091 番～ 飛騨市長 都竹淳也 [岐阜県]

15 3095 番～ 富山県立高岡商業高等学校 [富山県]
20:22 3147 番～ 藤本慶蔵 [富山県]

29 3151 番～
ＮＰＯ法人 茶道清風の会　吉村美里/大村雅美/
大村瑛太

[富山県]

20:32 3159 番～

ＴＣＨ2020 内呂早希/谷村莉乃/堀内香歩/大井怜
奈/田中朋美/稲田彩那/出雲充/窪田美紅/沼田
歩実/山元萌々子/米谷真衣羽/中村冴梨/鷲北み
なみ/出雲妃山本瞭/山﨑楓子/阿部沙也乃/前花
利香/吉田梨香/坂田玲/鈴木俊也/笹川都

[富山県]

33 3163 番～
廣陽会　廣田義保/柳川信/別森隆夫/佐々木英
明/笠原繁治

[富山県]

20:41 3168 番～
山樵会　多田慎一/山本徹/今川美千子/山田真
功/本江岳二/山田圭子/駒崎洋一/松岡正樹/塚
田祐子/関口紀子/森田典子

[富山県]

20:53 3199 番～
多田一組　多田慎一/山本徹/山田真功/駒崎洋
一/今川美千子/本江岳二/松岡正樹/松岡正樹

[富山県]

巻13 21:06 21:15
巻13 21:09 3221 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]

21:11 3227 番～ 小島智子 [富山県]

13 3228 番～

ＴＣＨ2020 内呂早希/谷村莉乃/堀内香歩/大井怜
奈/田中朋美/稲田彩那/出雲充/窪田美紅/沼田
歩実/山元萌々子/米谷真衣羽/中村冴梨/鷲北み
なみ/出雲妃山本瞭/山﨑楓子/阿部沙也乃/前花
利香/吉田梨香/坂田玲/鈴木俊也/笹川都

[富山県]

18 3242 番～ 美濃市 天心娟桜流吟道会 後藤娟桜 [岐阜県]
21:21 3243 番～ 松林泰輝 [富山県]

22 3245 番～ 寺口拓実 [富山県]
3248 番～ 北村紅実 [富山県]

23 3250 番～ 国勢調査高岡市実施本部 [富山県]
25 3251 番～ 窪田真寿美 [富山県]
25 3253 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 [兵庫県]

21:30 3255 番～ (公社)高岡青年会議所 [富山県]
22:22 2日目終了
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巻14 9:00 9:15
巻14 9:05 3348 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

07 3352 番～ 浜松市 浜北区長 加藤範行 [静岡県]
9:11 3355 番～ 伏木海陸運送株式会社 [富山県]

15 3367 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]
18 3373 番～ たまボーイ
19 3375 番～ サメジマ

9:21 3377 番～ わっち
24 3400 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」北嶋乃々 [大阪府]

26 3404 番～
JCHO高岡ふしき病院ボランティアグループ　独立
行政法人地域医療機能推進機構　戸部靖子/中
島彬子/櫛本信子/里ひとみ/高柳照子/伊藤浩美

[富山県]

9:39 3429 番～
浜北区サービス向上プロジェクト　亀田貴子/ブル
ハン･ママジワラ/マミル･ママジワラ/サワディセー
ビ･スティーブン/エレン

[静岡県]

9:40 3434 番～ セブンスター☆ [富山県]
47 3467 番～ 富山県立高岡南高等学校 [富山県]

9:51 3487 番～
富山県歌人連盟 上田洋一/石垣美喜子/永井紀
恵子/寺島禎一/寺島紀子

[富山県]

10:12 3507 番～ 大野市長 石山志保 [福井県]
15 3511 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]
19 3523 番～ 浜北万葉の森公園 伎倍の茶屋 [静岡県]

10:20 3527 番～ 拝師ねる

25 3547 番～
高岡フラワーライオンズクラブ 筏井哲治/鷲北志
貴夫/橋本隆一/中野康英/大野朝子/工藤光也/
杉村憲一/北山瑞豊

[富山県]

10:38 3572 番～ 高岡市立博物館 [富山県]
巻15 10:47 10:45
巻15 10:52 3578 番～ 高岡法科大学 後藤ゼミ [富山県]

11:23 3615 番～
高岡商工会議所青年部たかおかブランディング委
員会

[富山県]

23 3617 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]
27 3627 番～ 辻田
29 3630 番～ 早津智樹 [富山県]

11:30 3634 番～ 荒川晴男 [奈良県]

33 3640 番～

ＴＣＨ2020 内呂早希/谷村莉乃/堀内香歩/大井怜
奈/田中朋美/稲田彩那/出雲充/窪田美紅/沼田
歩実/山元萌々子/米谷真衣羽/中村冴梨/鷲北み
なみ/出雲妃山本瞭/山﨑楓子/阿部沙也乃/前花
利香/吉田梨香/坂田玲/鈴木俊也/笹川都

[富山県]

37 3665 番～ 高岡市更生保護女性会 伏木支部 [富山県]
46 3688 番～ 富山県立伏木高等学校  生徒会/広報部/琴部 [富山県]
50 3694 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

12:02 3723 番～
越前市 味真野観光協会 福岡忠則/三田村輝士/
梅田幸雄/井上重博/吉田安宏/上野谷奈々/萩原
祐子/土谷美香/青木和代

[福井県]

巻16 12:57 12:45
巻16 13:00 3786 番～ 大門友耀 [富山県]

13:13 3798 番～ (公財)高岡市民文化振興事業団 [富山県]

14 3803 番～ 猪名川万葉の会
[兵庫県/大
阪府]

18 3807 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長 増川
富雄

[富山県]

13:21 3809 番～ オガワ
23 3816 番～ 萩中邦雄 [富山県]

13:31 3826 番～ 近藤勝春 [富山県]
32 3830 番～ 近藤佳奈子/瑞希 [富山県]
35 3838 番～ 近藤美恵子 [富山県]
37 3842 番～ 京都府立大学公共政策学部 東佳祐 [京都府]
38 3846 番～ ミュゼふくおかカメラ館 [富山県]

13:40 3849 番～ 川原寺 扇谷明英 [奈良県]
41 3853 番～ 浜北万葉食研究会 月草の会 [静岡県]
43 3857 番～ 医療法人社団整志会 沢田記念 高岡整志会病院 [富山県]
47 3868 番～ 人見希 [富山県]



49 3878 番～
明日香村聖徳中学校２年生「さおとめ」 松川和/西
本陽香/小川栞央/上島沙也香

[奈良県]

13:58 3881 番～ 上越市 越後上越 上杉おもてなし武将隊 綾姫 [新潟県]
14:01 3885 番～ 歌枕直美「音楽で綴る万葉集を歌う会」赤人 [大阪府]

03 3886 番～ 山村紘次 [富山県]
04 3887 番～ 塩路博美/安藤勲 [富山県]

巻17 14:12 14:15
巻17 14:14 3890 番～ 吉本家 [富山県]

17 3897 番～ 星田妙見宮 [大阪府]
14:22 3907 番～ 辻田

23 3909 番～ 伏木校下自治会連絡協議会   坂廣志/本江昭一 [富山県]
26 3918 番～ 伏木雅楽同好会 [富山県]

27 3922 番～
高岡西部地区手話サークル あおい 龍澤明美/西
部俊治/廣坂順子/山元厚子/藤田靖子/宮田光子
/桜井由紀子/桜井夏緒

[富山県]

14:30 3926 番～ 伏木校下自治会連絡協議会 中澤良一 [富山県]
31 3929 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]
35 3941 番～ 高岡市議会議長 金森一郎 [富山県]
37 3947 番～ 高岡商工会議所会頭 塩谷雄一 [富山県]
38 3950 番～ 太田雨晴観光協会 [富山県]

14:51 3970 番～ 千田 篤 [富山県]
57 3978 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　煙田不二男/二口 [富山県]

14:59 3982 番～ 伏木雅楽同好会 [富山県]
15:01 3985 番～ 高岡市長 髙橋正樹 [富山県]

03 3988 番～ 二上しほ/二上行雄 [富山県]
04 3991 番～ 氷見市長 林正之 [富山県]
07 3993 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

4000 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　坂廣志 [富山県]
15:13 4001 番～ 富山県知事 石井隆一 [富山県]

16 4003 番～ 富山県議会副議長 筱岡貞郎 [富山県]
18 4006 番～ サロン梅の湯　地橋笑子/地橋保男 [富山県]

15:24 4011 番～ 新川広久 [富山県]
15:32 4017 番～ 射水市 いみず観光大使 [富山県]

34 4021 番～ 南砺市 国際交流員 ジュテイラエリック [富山県]
36 4025 番～ 羽咋市 羽咋吟詠会 廣瀬登志夫 [石川県]
39 4026 番～ 七尾市 向田拓海 [石川県]

巻18 15:49 15:45

巻18 15:53 4032 番～

ガールスカウト富山県第９団　織田悠那/南林珠
寧/川瀬結愛/南林芙実/南林かのこ/織田唯可/
山本奈音/浅田琴実/浅田詩織/吉江育子/浅田紀
子/瀬戸有紀子/多田智栄子

[富山県]

16:00 4045 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　杉山峰一 [富山県]
4046 番～ 地域女性ネット高岡 [富山県]
4048 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　樋爪敏夫 [富山県]

02 4049 番～ アレッセ高岡 [富山県]

03 4050 番～
奈良天平girl's　銀とき子/三輪あきの/奈木はづき
/宮城/草香幡梭娘/御神馬いづめ

[奈良県/大
阪府/兵庫

05 4051 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　伊東郁世 [富山県]
05 4052 番～ 塩路博美/安藤勲 [富山県]
06 4054 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　水門秀雄 [富山県]
07 4056 番～ ４th floors [富山県]

09 4063 番～
伏木校下自治会連絡協議会　本江昭一/城口吉
朗/白崎宏/林宣孝

[富山県]

16:12 4073 番～ 金沢市 都市政策局長 鳥倉俊雄 [石川県]
15 4076 番～ 金沢市議会議長 野本正人 [石川県]
19 4078 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　坂廣志 [富山県]

16:20 4080 番～ 豊本悟司 [東京都]
4082 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　伊東郁世 [富山県]

16:22 4085 番～ 小矢部市 [富山県]
25 4089 番～ 富山奈良県人会 河田周平 [富山県]

27 4094 番～
多賀城市 史都多賀城まつり実行委員会　金子裕
子/加藤則博/根來宣昭

16:36 4097 番～ 多賀城市 市長 菊地健次郎 [宮城県]

38 4098 番～
伏木校下自治会連絡協議会　山崎泰邦/水門秀
雄/白崎宏/今勉/山崎泰邦

[富山県]

16:47 4111 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会 [富山県]
16:51 4113 番～ 花まつフラワーアカデミー　石崎弥佳/松村きみ子 [富山県]



54 4116 番～ 伏木商工業青年部会 林 貴文 [富山県]
58 4119 番～ 伏木雅楽同好会 [富山県]

59 4122 番～
奈良天平girl's　銀とき子/三輪あきの/奈木はづき
/宮城/草香幡梭娘/御神馬いづめ

[奈良県/大
阪府/兵庫

17:05 4128 番～ 荻原 薫 [富山県]

06 4132 番～
砺波市 プリンセスチューリップ　土田萌乃香/岡崎
叶/野村紗姫/山岸実優

[富山県]

11 4136 番～ 伏木校下自治会連絡協議会　樋爪敏夫 [富山県]
巻19 17:18 17:15

巻19 17:20 4139 番～

北陸招世クラブ 石黒元則/谷口例子/石黒みよ子
/浅田桂子/石黒康子/井川京子/若木愛華/女川
丈雄/阪下八朗/谷口林輝/石黒千蔵/石橋富彦/
女川きみえ/笠松峰世/小松孝博

[富山県]

25 4143 番～ 成栗里美 [岐阜県]
27 4146 番～ トミカワ/イシサカ

17:31 4154 番～ 筏井秀樹 [富山県]
33 4156 番～ 原井拓実/本江有梨沙 [富山県]
34 4157 番～ ハギノ
35 4160 番～ 小島智子 [富山県]
36 4161 番～ 寺井秀之 [富山県]

39 4164 番～
名古屋招世クラブ　高橋千代/伊藤笙子/佐野勝
子/池場八子/原口弘美/宮川稲子

[愛知県]

17:51 4177 番～
おとぎの森の住人 前田政樹/松本一郎/数井美穂
子/酒井正雄

[富山県]

4184 番～
伏木校下自治会連絡協議会　水門秀雄/伊東郁
世/山崎泰邦/山崎泰邦

[富山県]

18:05 4197 番～ 伏木地区コミュニティ協議会　向田良雄 [富山県]
18:16 4217 番～ 音訳ボランティアグループあかね [富山県]

19 4220 番～ たかおかＰＲアンバサダー [富山県]
18:20 4222 番～ 黒部市長  大野久芳 [富山県]

29 4226 番～ 高岡市万葉歴史館 [富山県]
18:43 4247 番～ いわせのコーラス [富山県]

47 4250 番～ 衆議院議員  橘慶一郎 [富山県]

18:51 4256 番～
高岡市更生保護団体(高岡市保護司会/高岡市更
生保護女性会)

[富山県]

4260 番～ 岡本三千代と万葉うたがたり会 [兵庫県]
4266 番～ 伏木校下自治会連絡協議会 [富山県]
4268 番～ ＴＣＨ2020 [富山県]
4289 番～ 高岡市万葉歴史館長 坂本信幸 [富山県]

巻20 19:15 19:15
巻20 19:19 4293 番～ 空手道 千山道場 [富山県]

19:35 4321 番～ なゆた万葉同好会 [静岡県]
37 4324 番～ 空手道 千山道場 [富山県]

【フィナーレ朗唱】
20:42 4476 番～ 高岡市教育長 米谷 和也

43 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

46 4482 番～
高岡市観光ガイドボランティア「あいの風」代表 中
井 明子

47 4484 番～
高岡市観光ガイドボランティア「比奈の会」代表代
理 森 朝子

48 4486 番～
高岡市観光ガイドボランティア「やまたちばな」代
表 福岡 経

20:50 4490 番～ 国際ソロプチミスト高岡代表 山本希宗子
51 4492 番～ 高岡市連合自治会会長 浦田 一郎
52 4494 番～ 公益社団法人 高岡青年会議所理事長 花田 将司

20:53 4496 番～ 高岡商工会議所青年部会長 丸中 耐

54 4498 番～
万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会副会長 増川
富雄

55 4502 番～ 高岡万葉大使 井相田 環
56 4504 番～ 高岡万葉大使 小森 早姫
56 4506 番～ 燈火の路実行委員会委員長 金森 一郎
58 4508 番～ 高岡市芸術文化団体協議会会長 氷見 哲正
59 4510 番～ 万葉を愛する会会長 大黒 幸雄

21:00 4512 番～ 「万葉集全20巻朗唱の会」発案者 千田 篤
01 4514 番～ 万葉集全20巻朗唱の会にいざなう会会長 玉井 晶



01 4515 番～
高岡万葉まつり実行委員長 高岡市副市長　河村
幹治

02 4516 番～ 高岡市万葉歴史館館長 坂本 信幸
08  テーマソング「高岡旅情」

21:18 終了


