
「五感」で「五節句」。今年は万葉の世界に恋してみよう。

参加者募集！
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今回、「五節句」の時節に合わせて万葉歴史館を会場に、万葉集にも登場する植物や行事、邪気を払う古
来からの風習など「日本の伝統や古典に親しむ」をテーマに紹介しながら、子どもから大人まで「五感」を
フルに生かした講座や楽しい体験活動、コンサート等に取り組みます。

万葉歴史館に初もうで
七草粥をいただく

春よ恋、香りと色であそぼ。おまもりづくり

菖蒲・よもぎで「薬玉」づくりに挑戦ワークショップ

菊の節句『和菓子』の世界に親しむ
ワークショップ
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平成29年度高岡市民会館事業

五環の森プロジェクト

■主催／（公財）高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館・高岡市万葉歴史館

■共催／高岡市・高岡市教育委員会・北日本新聞社・高岡ケーブルネットワーク

■協力／高岡市万葉歴史館”万葉を愛する会”・富山大学芸術文化学部

　　　　高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

【お問合せ先】（公財）高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館
高岡市古城1-3  TEL0766-20-1560   http://www.shimin-kaikan.com/

高岡市万葉歴史館・伏木コミュニティセンターところ

大伴家持生誕１３００年記念



「五
感」で「

五節句」。

今年は
万葉の世界に恋してみよう。

皆さんも知っている「桃の節句」「端午の節句」などの「節句」ということばは、「季節の節目となる日」のことです。
中国から伝わり、日本でも古くから節句の行事を行ってきました。特に代表的な5つを「五節句」と言いますが、
今では五節句を知る人は少なくなっているようです。
今回は、「五節句」をテーマに、大人も子どももみんなで遊んでみたいと思います。節句ごとに伝わる行事などを
体験し、万葉の時代の人たちが季節の変わり目を大切にし、楽しんだ気持ちを味わってみましょう。

テーマは「五節句」～日本の伝統や古典に親しむ～

【と　き】 平成29年５月３日（水・祝）14時～17時
【参加費】 一般1,000円（材料費、入館料含）
 ※小学生以下無料　※タオル持参
【ところ】 高岡市万葉歴史館 講義室
【対　象】 子どもから大人まで
【定　員】 20人（事前申込要）
【内　容】 ミニ講座／新谷秀夫 万葉歴史館学芸課長
 菖蒲やよもぎで「薬玉」づくりに挑戦

【と　き】 平成29年7月29日（土）18時30分開演
【入場料】 1,000円（菓子・お茶含）
【ところ】 高岡市万葉歴史館 講義室
【定　員】 約100人
【出　演】 坂田美子（琵琶）、稲葉美和（筝）
 新谷秀夫 万葉歴史館学芸課長（お話・進行）
【プレイガイド】 高岡市万葉歴史館、高岡市民会館

坂田美子（さかた よしこ） 琵琶 稲葉美和（いなば みわ） 筝

菖蒲・よもぎで「薬玉」づくりに挑戦

7/29（土）

1/7（日）

3/3（土）

9/9（土）

5/3（水・祝）

七夕にあそぶ（共催：万葉を愛する会）

音あそび

【と　き】 平成29年9月9日(土) 13時～15時
【参加費】 一般1,200円（和菓子・お抹茶、会場費等含）
 小学生以下500円　※タオル・エプロン持参
【ところ】 伏木コミュニティセンター ２階調理実習室
【対　象】 子どもから大人まで
【定　員】 20人（事前申込要）
【内　容】 和菓子づくり／引網香月堂四代目店主 引網康博さん
 ミニ講座／新谷秀夫 万葉歴史館学芸課長

菊の節句『和菓子』の世界に親しむ

【と　き】 平成30年１月7日（日）11時～13時
【参加費】 3,500円（御膳、入館料含）
【ところ】 高岡市万葉歴史館 講義室
【対　象】 こどもからおとなまで
【定　員】 30人（事前申込要）
【内　容】 七草粥御膳・デモンストレーション
 ミニ講座／新谷秀夫 万葉歴史館学芸課長
【協　力】 高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

万葉歴史館に初もうで

【と　き】 平成30年３月３日（土）14時～16時
【参加費】 1,000円（材料費、入館料含）※小学生以下無料
【ところ】 高岡市万葉歴史館 講義室
【対　象】 子どもから大人まで
【定　員】 20人（事前申込要）
【内　容】 コーディネーター／前田一樹（五環の森ディレクター）
 ミニ講座／新谷秀夫 万葉歴史館学芸課長
【協　力】 富山大学芸術文化学部

春よ恋、香りと色であそぼ

1978年より10年間、琵琶を半田淳子に師
事。1994年より観世流謡曲を浅見重好に師
事。琵琶、歌、語りの可能性を求め、現代語を
取り入れた語りものなど様々な創作曲を発
表。ソロのほかオーケストラや他楽器との共
演、神津善行による「六華仙」へ参加するな
ど、国内外での演奏多数。小椋佳、ヤドランカ
など様々なアーティストの公演やCD制作に参
加。テレビ、ラジオの出演、劇場や映画音楽
の録音にも参加。NHKTV『新日本紀行ふた
たび』のテーマソングの作詞と歌を担当。CD
「琵琶うたものがたり」「壇ノ浦」他。第40回
日本琵琶楽コンクール第1位、文部科学大臣
賞受賞。桐朋学園短期大学非常勤講師。

4歳より生田流筝曲を学ぶ。生田流筝曲・
地唄三絃を矢崎明子に、十七絃箏を、菊
池悌子に師事。JAZZ理論・作曲理論等を
学び、あらゆる楽器とのコラボレーション
も多数。オリジナル曲を中心としたコン
サート活動をする他、坂田美子と共に多く
の作曲・編曲を手がける。NHKTV「アジ
ア・知られざる大自然」、NHKスペシャル
「大地の子を育てて」（2005年日本賞グ
ランプリ受賞番組）を始め、TV番組等の
音楽制作や小椋佳コンサートツアーに参
加するなど、個性的な箏の音で精力的に
活動中。CD「あおのむこう」「桜の咲くこ
ろに」他。
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平成29年度高岡市民会館事業

五環の森プロジェクト

■主催／ （公財）高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館・高岡市万葉歴史館
■共催／ 高岡市・高岡市教育委員会・北日本新聞社・高岡ケーブルネットワーク
■協力／ 高岡市万葉歴史館”万葉を愛する会”・富山大学芸術文化学部
 高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

■企画・制作／ 五環の森クルー・高岡市民会館・高岡市万葉歴史館
 エグゼクティブ・ディレクター／前田一樹（富山大学名誉教授）
 筏井秀樹（株式会社アキデザイン代表）、石澤宣子（高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所所長）、可西晴香（可西舞踊研究所代表）
 西島治樹（富山大学芸術文化学部准教授）、広田郁世（美術家）、開洋子（前高岡市民会館館長）

【お問合せ先】 （公財）高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館　高岡市古城1-3  TEL0766-20-1560（月曜休館）  http://www.shimin-kaikan.com/

大伴家持生誕１３００年記念

五環の森プロジェクト　大伴家持生誕１３００年記念 万葉であそぼ。ワークショップ 参加申込用紙

琵琶コンサート

応募締切／ 開催１週間前まで、随時受け付けます。
 （定員になり次第締め切ります。）
参 加 費／ 当日会場受付にていただきます。
申込方法／ 申込用紙に必要事項をご記入のうえ
 郵送あるいはFAXにてお申込みください。
 お電話でも受け付けます。

※小学生以下は親子でご参加ください。
※ご記入いただいた個人情報は、当事業の運営以外の他に
は使用いたしません。

【申込先】

端午の節句で 重陽の節句で

5月3日（水・祝）
子どもから大人まで
（定員20名）

たん　　  ご ちょう　　よう じん　    じつ じょう　　  し

一般 1,000円
※小学生以下 無料
（材料費、入館料等含）
タオル持参

9月9日（土）
子どもから大人まで
（定員20名）

子どもから大人まで
（定員20名）

一般 1,200円
小学生以下 500円
（和菓子・お茶、入館料等含）

人日の節句で

1月7日（日）

3,500円
（七草粥御膳代、入館料等含）

上巳の節句で

香りあそび 菓子あそび 七草あそび お守りあそび

3月3日（土）
平成29年 平成29年 平成30年 平成30年

子どもから大人まで
（定員20名）

一般 1,000円
※小学生以下 無料
（材料費、入館料等含）
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❶ ❷ ❸ ❹ 年齢 住所・電話番号性別

男 

・ 

女
歳 TEL 　　　   　（　　　　　   ）

〒  　   　    -

男 

・ 

女
歳 TEL 　　　   　（　　　　　   ）

〒  　   　    -

男 

・ 

女
歳 TEL 　　　   　（　　　　　   ）

〒  　   　    -

男 

・ 

女
歳 TEL 　　　   　（　　　　　   ）

〒  　   　    -

高岡市民会館
〒933-0044高岡市古城１－３
TEL：0766-20-1560
FAX：0766-20-1562

入場料／1,000円（菓子・お茶含）／定員100名
プレイガイド／高岡市万葉歴史館、高岡市民会館

６／23（金）
チケット
発売開始

7月29日（土）

ところ

タオル、エプロン持参
６月23日（金） チケット発売開始
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