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備　　　　考参加人数場　　　　　所期間（日数）参 加 団 体 名行　　　　事　　　　名年

５４名韓国・ソウル市／大田市７鍬２１～７鍬２６
（６日間）

北陸高校選抜吹奏楽団（県立
富山商業高校他）吹奏楽部

東南アジア吹奏楽指導者合同会議（日本代表）７５

５０名ソビエト連邦・モスクワ／
レニングラード／イルクー
ツク／ハバロフスク

８鍬３～８鍬１８
（１６日間）

可西希代子舞踊研究所日ソ親善舞踊使節団

２０名ユーゴスラビア・ザクレブ市７鍬１２～７鍬２０
（９日間）

越中おわら節保存会第１０回国際民族芸能祭　　　　　（日本代表）

最高賞受賞
　木下順二作
　「三年寝太郎」「夕鶴」

３０名アイルランド・ダンドーク５鍬２０～５鍬２９
（１０日間）

劇団文芸座ダンドーク国際五月祭国際アマチュア演劇コ
ンクール

７７

１２０名韓国・ソウル市／大田市８鍬２３～８鍬２７
（５日間）

富山県青少年オーケストラ日韓親善交換演奏会

７０名フィリピン・マニラ市１２鍬２４～１２鍬３０
（７日間）

富山県選抜吹奏楽団東南アジア吹奏楽指導者合同会議（日本代表）

３２名アメリカ・フェニックス市３鍬１５～３鍬２７
（１３日間）

県立富山商業高校吹奏楽団日米親善交換演奏会７９

５０名オーストリア・ウィーン
フランス・パリ

４鍬２４～５鍬５
（１３日間）

富山県合唱連盟県合唱連盟創立３０周年記念海外公演８０

３９名スイス・モントル／ジュネ
ーブ

７鍬２９～８鍬１４
（１７日間）

富山室内合奏団富山ユース・オーケストラスイス独立記念祭
海外公演

２０名オーストラリア・シドニー
パプアニューギニア・ポー
トモレスビー

９鍬１～９鍬１１
（１１日間）

児童美術研究会オーストラリア・パプアニューギニア児童交
流使節団

１００名タイ・バンコク／シンガポ
ール

１２鍬２４～１２鍬３１
（８日間）

富山県学校吹奏楽連盟県高等学校選抜吹奏楽団
シンガポール・タイ親善交換演奏会

（日本代表）
演出・作品・技術の各
部門で金賞受賞．イヨ
ネスコ作「授業」チェ
ーホフ作伊賀山昌三翻
案「結婚の申し込み」

１６名アメリカ・ニューヨーク州・
バルハラ

４鍬２０～４鍬２５
（６日間）

劇団文芸座ニューヨークウエストチェスター国際演劇コ
ンクール

８１

３７名マレーシア・ペナン
中華民国・台北

８鍬２２～８鍬３０
（９日間）

児童美術研究会マレーシア・台湾児童画交流使節団

１２０名中国・上海１鍬３～１鍬９
（７日間）

北陸書道院北陸書道院展上海展８２

８名ハンガリー・カツインクバ
ルシカ

７鍬１～７鍬５
（５日間）

劇団文芸座ハンガリー・第６回ホルバート・イストバー
ン国際演劇祭参加

８０名韓国・ソウル市／大田市７鍬２６～７鍬２８
（３日間）

県立高岡商業高校
私立高岡第一高校

県高等学校選抜吹奏楽団韓国親善交換演奏会
（日本代表）

２８名カナダ・サリー
アメリカ・ロサンゼルス

８鍬２０～８鍬２８
（９日間）

児童美術研究会カナダ・アメリカ児童画交流使節団

１２３名中国・上海３鍬２５～３鍬３０
（６日間）

北陸書道院日中児童生徒書道交流展８３

６０名中国・北京／上海１２鍬２６～８４．１鍬１
（７日間）

県立富山工業高校
県立富山高校他

県高等学校選抜吹奏楽団第１回日中青少年交
流大会（日本代表）

１０１名フィリピン・マニラ市１２鍬２６～１２鍬２９
（４日間）

県青少年音楽の翼団県青少年音楽の翼団日比親善演奏会

２８０名中国・上海

中国・北京

３鍬２６～３鍬３０
（５日間）

３鍬２８～４鍬１
（４日間）

北陸書道院北陸書道院女流書家児童生徒中国展８４

５９名韓国・ソウル市／大田市７鍬２７～７鍬３０
（４日間）

県立富山女子高校富山女子高校吹奏楽部日韓親善演奏会
（日本代表）

２５名アメリカ・ロサンゼルス７鍬１２～７鍬２１
（１０日間）

劇団文芸座
可西希代子舞踊研究所
富山花柳会

オリンピック記念ロサンゼルス国際アマチュ
ア演劇祭参加

３０名フランス・パリ８鍬１～８鍬１０
（１０日間）

児童美術研究会フランス児童画交流使節団

３名フランス・パリ１２鍬６～１２鍬１５
（１０日間）

児童美術研究会フランス政府主催「世界の子供たちにフラン
スを開く」

２４３名中国・上海３鍬２５～３鍬３１
（６日間）

北陸書道院北陸書道院女流書家児童生徒中国展８５

７２名韓国・釜山／大邱８鍬１２～８鍬１６
（５日間）

富山市民吹奏楽団富山市民吹奏楽団日韓親善吹奏楽演奏会
（日本代表）

須山ユキヱ作
「綾手毬抄」
可西希代子構成
「さくら暦」
華道・書道ワークショ
ップ

６６名ハンガリー・デブレツェン
／ニーレジハーザ

８鍬１８～８鍬２１
（４日間）

富山県ハンガリー文化交流団
可西希代子舞踊研究所
田中秀子バレエ研究所
和田朝子舞踊研究所
中川立子舞踊研究所
花柳香寿野社中
北陸書道院
池坊富山支部
草月星秀会

ハンガリー・フラワーカーニバル

富山県芸術文化協会傘下団体の海外公演及び展覧会事業一覧表
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身体障害者賞受賞
　チェーホフ作
　伊賀山昌三翻案
　「結婚の申し込み」

１１名チェコスロバキア・ブルノ
／ブラスチラバ

１１鍬１７～１１鍬２４
（８日間）

手話劇サークルおんにょろ座第９回国際ろうあ者パントマイムフェスティ
バル

８５

３５名
３５名

アメリカ・ハワイ（カハラ
モール）

１１鍬２３～１１鍬２４
（２日間）

富山県華道連合会
北陸書道院

ハワイ官約移民１００年記念富山県・書といけば
なハワイ選抜展

１８２名中国・上海／北京３鍬２６～４鍬１
（６日間）

北陸書道院北陸書道院中国展５周年記念８６

北村想作「寿歌」１７名カナダ・プリンスジョージ５鍬４～５鍬８
（４日間）

富山県高校演劇代表団ブリティッシュコロンビア芸術祭（Ｂ・Ｃ）

フォークロア賞受賞
　岩河三郎編曲
　「さくらさくら」
　「こきりこ」

５２名ハンガリー・デブレツェン７鍬７～７鍬１２
（６日間）

女声合唱団「クールクロア」第１２回ベーラ・バルトーク合唱コンテスト

８名スリランカ・コロンボ８鍬５～８鍬１０
（６日間）

富山花柳舞踊団富山花柳舞踊団スリランカ公演

６７名スイス・ジュネーブ８鍬７～８鍬１０
（４日間）

富山県高校シンフォニックバ
ンド

富山県高校シンフォニックバンドジュネーブ
祭

１４７名中国・上海３鍬２７～４鍬２
（７日間）

北陸書道院北陸書道院中国展８７

１９名ハンガリー・ブダペスト／
デブレツェン／ニーレジハ
ーザ／ハイドベッセルメン

５鍬１～５鍬１０
（１０日間）

劇団文芸座「ザ・トート・ファミリー」ハンガリー公演

１８名アメリカ・デトロイト市
カナダ・ウインザー市

６鍬１８～７鍬１
（１４日間）

富山県洋舞協会オリンピアード８７

３１名アメリカ・インディアナ州・
マンシー市

６鍬２１～６鍬３０
（１０日間）

県立呉羽高校演劇部テスピアンフェスティバル８７

１５０名デンマーク・トウィンビー市
ドイツ・ハイデルベルク

８鍬２１～８鍬２９
（９日間）

大谷美術学園デンマーク・ドイツ児童画交流使節団派遣

内１４名ブラジル・サンパウロ市／
モジ市
ペルー・リマ市

１０鍬９～１０鍬２３
（１５日間）

富山県華道連合会
草月星秀会
北陸書道院
劇団文芸座

富山県南米親善訪問団

５２名台湾・中央日報大樓１１鍬２１～１１鍬２５
（５日間）

富山県華道連合会日台親善花展

１８５名中国・北京鍬上海３鍬２７～４鍬３
（８日間）

北陸書道院北陸書道院中国展８８

２名ハンガリー・ハイドゥビハ
ール県

８鍬１～８鍬１４
（１４日間）

川原和夫（工芸）
長谷川総一郎（彫刻）

国際彫刻キャンプ

パレード特別賞受賞６１名ハンガリー・デブレツェン８鍬１５～８鍬２３
（９日間）

県立富山女子高校、富山女子
短大付属高校、藤園女子高校
吹奏楽部

県女子高校生選抜バンドフラワーカーニバル派遣

９６名ハンガリー・デブレツェン
／ニーレバトール

８鍬１５～８鍬２７
（１３日間）

富山県青少年オーケストラ富山県青少年オーケストラ・コダーイ合唱団共演

５５名香港１２鍬２４～１鍬１
（９日間）

県立高岡商業高校吹奏学部８８年ホンコンユースバンドフェスティバル

４７名メキシコ１２鍬２５～１鍬３
（１０日間）

県立富山工業高校
私立不二越工業高校
県立富山東高校

８８年日本・メキシコ修好百周年記念祭

可西希代子
ベストプロデューサー
賞受賞

２１名インド・チャンディガル／
ニューデリー

２鍬１２～２鍬２２
（１１日間）

劇団文芸座
可西希代子舞踊研究所

インド国際演劇祭シアター・オリンピアード８９

８４名中国・山東省３鍬３０～４鍬３
（５日間）

北陸書道院北陸書道院中国選抜展

７８名チェコスロバキア・ヘブ市７鍬４～７鍬１３
（１０日間）

県立高岡商業高校吹奏楽部チェコスロバキア国際青年ブラスオーケスト
ラフェスティバル

２７名モナコ８鍬２３～８鍬２９
（７日間）

舞踊劇団「まつか」第９回モナコ世界アマチュア演劇祭

５名ハンガリー・デブレツェン
／ブダペスト

ハンガリー・ブダペスト

２鍬２４～４鍬３
（３９日間）

３鍬２７

劇団文芸座

パネリスト
　劇団文芸座　　小泉　博

第２回ジャパンフェスティバル民話劇「夕
鶴」・「三年寝太郎」デブレツェン・チョコナ
イ劇団に対する演出及びスタッフ派遣
第２回ジャパンフェスティバルシンポジウム

９０

５９名ハンガリー・デブレツェン
／ブダペスト

３鍬２３～３鍬２９
（７日間）

富山県社会人吹奏楽連盟第２回ジャパンフェスティバル

青柳志郎理事長
上海市復旦大学国際文
化交流学部芸術文華化
顧問に任命

１０２名中国・上海３鍬２７～４鍬３
（８日間）

北陸書道院北陸書道院中国選抜展

３５名西ドイツ・リンゲン市４鍬１４～４鍬２３
（１０日間）

可西希代子舞踊研究所
藤間寿賀藤社中

リンゲン第１回世界こども演劇祭

１５名北アイルランド・エニスキレ
ン

６鍬１～６鍬１１
（１１日間）

可西希代子舞踊研究所エニスキレン国際地域演劇祭
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文芸座第三位入賞
　イヨネスコ作
　「授業」
小泉博
Distinguished Merit 
Award受賞

７名アメリカ・アイオワ州デモイ
ン／ミシガン州カラマズー

６鍬１９～６鍬２８
（１０日間）

劇団文芸座第１回アメリカ国際地域演劇コンクール（Ａ
ＡＣＴ鍬ＦＥＳＴ９０）オリンピアード９０イン・
カラマズー

９０

７２名チェコスロバキア・シュテ
ティ

６鍬２０～６鍬３０
（１１日間）

県立富山商業高校吹奏学部シュテティ・ブラスオーケストラフェスティ
バル

２０名アメリカ・インディアナ州・
マンシー市

６鍬２４～７鍬４
（１２日間）

県立呉羽高校放送演劇部テスピアンフェスティバル９０

中国・上海１０鍬１２～１０鍬１４
（２日間）

北陸書道院中国画院創立３０周年記念展

アメリカ・ハワイ１１鍬１５～１１鍬２１
（７日間）

北陸書道院ハワイ書道芸術交流展

７８名アメリカ・ハワイ・アラモ
アナホテル

１１鍬２１～１１鍬２６
（６日間）

富山県華道連合会富山ハワイ親善いけばな展

６名アメリカ・カンザス州オー
バーランドパーク

６鍬１８～６鍬２３
（６日間）

劇団文芸座アメリカ地域演劇祭９１

小泉博代表が外国人初
のチョコナイ賞受賞

２０名ハンガリー・デブレツェン６鍬２３～６鍬２８
（６日間）

劇団文芸座富山／デブレツェン文化交流１０周年記念行事

１９名ルーマニア・オラデア６鍬２４劇団文芸座劇団文芸座ルーマニア公演
１７名ノルウェー・ハリデン６鍬２９～７鍬６

（８日間）
劇団文芸座９１世界アマチュア演劇祭イン・ノルウェー・

ハリデン
最優秀賞受賞６１名オーストラリア・シドニー６鍬３０～７鍬８

（９日間）
県立高岡商業高校オーストラリア・シドニーオペラハウス国際

音楽祭
１４名ベルギー・マルシェ８鍬２～８鍬１０

（９日間）
可西希代子舞踊研究所ラテン系国際演劇祭

１２３名オーストラリア・ビクトリ
ア州・メルボルン市

８鍬５～８鍬１２
（８日間）

富山県女子高校生選抜バンド
　県立富山女子高
　女子短大付属高

第２回日豪青少年学生交流大会

１５名ハンガリー・デブレツェン８鍬１６～８鍬２５
（１０日間）

北陸書道院北陸書道院ハンガリー・デブレツェン・フラ
ワーカーニバル派遣

４９名北アイルランド・エニスキ
レン

９鍬１６～９鍬２４
（９日間）

和田朝子舞踊研究所９１イギリスジャパンフェスティバル

１８名ドイツ・シュトゥットガルト９鍬２４～９鍬２９
（６日間）

和田朝子舞踊研究所９１ドイツ国際青年演劇祭

３９名トルコ・アンタリヤ４鍬１７～４鍬２９
（１１日間）

可西舞踊研究所アンタリヤ第２回世界こども演劇祭９２

１３名アメリカ・ポートランド５鍬２６～５鍬３１
（６日間）

劇団文芸座
北陸書道院
井波木彫

第２回ジャパンウィーク・トヤマナイト

女声合唱部門第一位グ
ランプリ部門で特別賞
長谷部律子
優秀指揮者賞

５０名ハンガリー・デブレツェン７鍬３～７鍬１６
（１４日間）

県立高岡女子高等学校合唱部第１５回ベーラ・バルトーク合唱コンテスト

２名ハンガリー・デブレツェン８鍬５～８鍬２７
（２３日間）

谷口信夫（工芸）
前川正治（工芸）

第５回ハンガリー国際木彫刻キャンプ

７名アメリカ・ポートランド・
バターズギャラリー

１１鍬４～１１鍬１３
（１０日間）

可西泰三（工芸）
藤江志峰（書）
呉谷義盛（日本画）
横山豊介（彫刻）
鶴谷　登（洋画）他

第１回富山美術展イン・オレゴン

８名ブラジル・サンパウロ
ペルー・リマ

２鍬２１～３鍬３
（１１日間）

北陸書道院ブラジル・ペルー巡回展９３

１４名ハンガリー・デブレツェン３鍬１３～３鍬１８
（６日間）

劇団文芸座
京劇（陳建強）
真琴会

ハンガリー・デブレツェンスプリングフェス
ティバル

１０名チェコ・プラハ３鍬１８～３鍬２１
（３日間）

劇団文芸座文芸座チェコ公演

１７名イタリア・テルニ３鍬２４～３鍬３１
（８日間）

富山花柳同好会イタリア日本祭

３０名アメリカ・インディアナ州・
マンシー市

６鍬２０～６鍬３０
（１１日間）

県立呉羽高等学校放送演劇部テスピアンフェスティバル９３

２名ハンガリー・ナダドゥヴァ
ール

６鍬３０～７鍬１９
（２０日間）

濱坂中義
岩倉雅美

「ナダドゥヴァール国際彫刻キャンプ」１９９３
に参加

１０名韓国・江原道・春川市７鍬２３～７鍬３０
（８日間）

劇団文芸座第１回春川国際演劇祭

１６５名ハンガリー・デブレツェン８鍬１７～８鍬２４
（８日間）

県華道連合会・草月星秀会・
北陸書道院・渋川流剣詩舞道・
生田流正派真琴会

ハンガリー・フラワーカーニバル

小泉博
　ベルギーアマ演劇連
合会より功労金賞

９名モナコ
ベルギー・アントワープ

８鍬２３～９鍬５
（８日間）

劇団文芸座第１０回モナコ世界アマチュア演劇祭、ベルギ
ー・アントワープ・ユーロモザイク９３
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１０月から翌年６月まで
ロングラン

２名ハンガリー・デブレツェン９/５～１０/４小泉　博、小泉邦子デブレツェン・チョコナイ劇団
子供のためのミュージカル
「イワンのばか」演出

９３

１名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１４～２鍬２６
（１４日間）

鶴谷　登（洋画）ハンガリー・ホルトバージ芸術家キャンプ９４

３４名ドイツ・リンゲン市４鍬１～４鍬１２
（１２日間）

可西舞踊研究所リンゲン第３回世界こども演劇祭

２名中国・遼寧省５鍬４～５鍬１２
（９日間）

青柳志郎（書）
宮田沙矢香（邦楽）

富山県中国遼寧省友好提携１０周年記念事業
富山県友好代表団派遣事業（国際課所管）

団体特別賞
岡崎淳子
最優秀助演女優賞
飯田真己
特別助演女優賞

１７名カナダ・ノーバスコシア５鍬１８～５鍬２６
（１１日間）

県立富山女子高等学校演劇部第２回リバプール国際演劇祭

特別賞受賞８名アイルランド・ダンドーク５鍬３０～６鍬８
（１０日間）

劇団文芸座ダンドーク国際五月祭アマチュア演劇コンクール

オーストリア・ドルンビルンオーストリアＦＯＣＵＳ９４
２名ハンガリー・デブレツェン８鍬７～８鍬２４

（１８日間）
荒城重雄（彫刻）
大野秋二（工芸）

ハンガリー国際木彫刻キャンプ

７９名ハンガリー・デブレツェン８鍬１６～８鍬２３
（８日間）

富山県児童美術研究会、琴城流
大正琴、井波町専勝寺獅子舞

ハンガリー・フラワーカーニバル

５名ハンガリー・デブレツェン９鍬２１～１０鍬４
（１０日間）

宮田沙矢香（邦楽）ハンガリー国際少年音楽祭

８名アルバ９鍬２１～１０鍬１
（１１日間）

劇団文芸座アルバ第９回国際演劇祭

４７名スペイン・トロサ１０鍬２６～１１鍬４
（１０日間）

県立高岡女子高等学校合唱部トロサ第２６回国際合唱コンテスト

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１３～３鍬５
（２１日間）

大門清廣（洋画）ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ９５

パレード・花車が特別賞１１８名ハンガリー・デブレツェン８鍬１５～８鍬２２
（８日間）

松博会（民謡）、渋川流剣詩
舞道天神館

ハンガリー・フラワーカーニバル

８名中国・遼寧省９鍬１８～９鍬２７
（１０日間）

劇団文芸座中国遼寧省招待・劇団文芸座公演

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１４～３鍬２
（１３日間）

竹島俊夫（洋画）
大門清廣（洋画）

ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ９６

３５名アメリカ・ネブラスカ州リ
ンカーン市

６鍬２４～６鍬３０
（６日間）

県立呉羽高等学校演劇部テスピアン・フェスティバル９６派遣事業

１名ハンガリー・　ハイド・ベ
ッセルメン

６鍬２７～７鍬１３
（１７日間）

山口みき子（日本画）ハンガリー・ハイド・ベッセルメン国際美術
キャンプ

国際審査員中村義朗
高岡女子高校
　特別賞・
　フォークロア賞
附属中学校
　フォークロア賞

１０４名ハンガリー・デブレツェン６鍬２９～７鍬１０
（１２日間）

富山大学教育学部附属中学校
コーラス部
県立高岡女子高等学校合唱部

第１７回ベーラ・バルトーク国際合唱コンテスト

２名ハンガリー・ハイド・サボ
スロー

８鍬４～８鍬２６
（２３日間）

高桑　章（彫刻）
野村光雄（彫刻）

ハンガリー・ハイド・サボスロー国際木彫刻
キャンプ

小泉博
　ハ ン ガ リ ー 建 国
１，１００周年記念大統
領表彰及び銀メダル
受章

１２鍬１８

１名ハンガリー・ホルトバージ３鍬３～３鍬１８
（１６日間）

鶴谷　登（洋画）ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ９７

１２名チェコ・ホロノフ市

モロッコ・エルジャディダ市

７鍬３１～８鍬１１
（１２日間）劇団文芸座

小泉　博
劇団文芸座

平成９年度国際交流基金日本文化紹介派遣事業
　・チェコ・第６７回ジラーセク・ホロノフフ

ェスティバル１９９７
　・記念講演「世界のなかの劇団文芸座」
　・モロッコ演劇公演

国際審査員小泉博
　パレード　第１位
　花車　第２位

１０６名ハンガリー・デブレツェン８鍬１７～８鍬２４
（８日間）

福光町立吉江中学校吹奏楽部ハンガリー・フラワーカーニバル

４９名オーストラリア・シドニー市８鍬２４～８鍬２５富山県華道連合会シドニー・富山（日本）親善いけばな合同展
モナコ公国キャロライ
ン王女から小泉博氏に
モナコ公国文化功労勲
章シュヴァリエ章授与

１９２名モナコ８鍬２１～８鍬３１
（１１日間）

劇団文芸座
可西舞踊研究所
北陸書道院
草月星秀会

グリマルディ家モナコ統治７００年記念富山芸
術文化交流団モナコ派遣事業

１１名フランス・パリ／ヴィリエ・
レ・ナンシー

１０鍬２４～１１鍬４
（１２日間）

富山ろう者劇団おんにょろ座フランス「黄金マスク」演劇祭富山ろう者劇
団おんにょろ座派遣事業

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１２～３鍬１２
（２９日間）

大門清廣（洋画）
吉川信一（洋画）

ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ９８

４２名ドイツ・リンゲン市４鍬９～４鍬２１
（１３日間）

可西舞踊研究所リンゲン第５回世界こども演劇祭
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総合第２位
振付賞和田朝子、若手
最優秀演技賞中川賢、
演技賞小泉博、照明賞
大澤薫
ＡＡＣＴより富山国際
ア マ チ ュ ア 演 劇 祭
（TIATF）実行委員会に
特別功労賞が贈られた

３８名アメリカ・ミシガン州ベン
トンハーバー

６鍬２３～７鍬３
（１１日間）

和田朝子舞踊研究所第３回アメリカ国際地域演劇コンクール
（AACT）

９８

フォークロア部門特別
賞受賞
国際審査員長谷部律子

２６名ハンガリー・デブレツェン６鍬２６～７鍬７
（１２日間）

女声合唱団「どるちえ」第１８回ベーラ・バルトーク国際合唱コンテスト

１名ハンガリー・デブレツェン８鍬１７～８鍬２３
（１０日間）

川原和夫（工芸）ハンガリー・デブレツェン国際木彫刻キャンプ

１７名オランダ領アルバ島９鍬２８～１０鍬７
（１０日間）

劇団文芸座第１１回アルバ国際演劇祭

３名ベルギー・アントワープ９鍬１０～９鍬１６
（７日間）

小泉量裕
西川扇重貞、藤間松山

ベルギー・アントワープアマチュア演劇連盟
（AKVT）７５周年記念祝賀会

４名韓国江原道春川市１２鍬２１平田　純　　小泉　博
舟本幸人　他

韓国江原道芸術文化団体総連合会との友好提
携協定書調印

７名オーストラリア・キャンベ
ラ、シドニー　ボンダイパ
ビリオン

１鍬１４～２３
（１０日間）

文芸座フリンジフェスティバル　オーストラリア・
シドニー及びキャンベラ公演

９９

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１４～３鍬１
（１６日間）

山口みき子（日本画）
大島麻美（日本画）

ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ

４名ハンガリー・デブレツェン市３鍬１平田　純　　小泉　博
舟本幸人　他

ハンガリー・デブレツェン市クルチェ文化セ
ンターとの友好提携協定書調印

３１名アメリカ・ネブラスカ州リ
ンカーン市

６鍬２０～６鍬２９
（９日間）

県立呉羽高校放送演劇部テスピアン・フェスティバル

国際審査員可西晴香
パレード部門第１位
花車部門第３位

６５名ハンガリー・デブレツェン市８鍬１６～８鍬２５
（１０日間）

富山商業高校吹奏楽部第３０回ハンガリーフラワーカーニバル

１２１点展示
パネリスト　久泉迪
雄、大角勲、林清納

４３名ハンガリー・デブレツェン市８鍬１５～８鍬２５
（１１日間）

富山県美術連合会富山県美術連合会展インデブレツェン’９９
　記念美術シンポジウム

平田純、小泉博中国遼
寧省文学芸術界連合会
名誉委員就任

５名中国遼寧省瀋陽市１１鍬１８平田　純　　小泉　博
舟本幸人　他

中国遼寧省文学芸術界連合会との友好提携調印

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１５～３鍬５
（１９日間）

大門清廣（洋画）
萩中幸雄（洋画）

ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ００

２５名ハンガリー・デブレツェン市７鍬１～７鍬１２
（１２日間）

女声合唱団「どるちえ」ハンガリー・第１９回国際ベーラ・バルトーク
合唱コンクール

審査員特別賞受賞６名ハンガリー・デブレツェン市８鍬１７～８鍬２４
（８日間）

可西舞踊研究所第３１回ハンガリー・フラワーカーニバル

４名ハンガリー・デブレツェン市

　デーリ美術館
　ヨーシャ・アンドラーシュ美術館
　民族工芸美術会展示館

８鍬１７～８鍬２４
（８日間）

８鍬１９～９鍬１７
９鍬２２～１０鍬２０
１０鍬２６～１１鍬１０

土井刺繍グループ刺繍展inハンガリー

（巡回展）デブレツェン市会場
　　　　　ニーレジハーザ市会場
　　　　　ブダペスト市会場

５名韓国江原道春川市１２鍬１８～１２鍬２２
（５日間）

我妻眞美、黒川雅皓、
黒川真理　他

韓国江原道・富山県芸術文化交流事業

パレードコンサート第
１位

７５名イタリア・サンレモ市１鍬２３～２鍬１
（１０日間）

高岡商業高校吹奏楽部サンレモ国際フラワーフェスティバル０１

大門清廣
ボロミザ賞受賞

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬１３～３鍬４大門清廣、堀井三郎ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ

１名フィリピン・タガイタイ市２鍬２４～３鍬２
（７日間）

伊東　眞フィリピン文化と行政フォーラム

１５２名モナコ　グリマルディフォーラム７鍬２９～８鍬８
（１１日間）

可西舞踊研究所、劇団文芸座第１２回モナコ世界演劇祭

１０名モナコ公国政庁７鍬３０～８鍬３
（５日間）

富山国際アマチュア演劇祭中
沖豊名誉会長平田純会長他

富山国際アマチュア演劇祭とモナコ世界演劇
祭友好提携調印式

７５名ハンガリー・エステルゴム市
ハンガリー・ブダペスト市

８鍬５～１５
（１１日間）

可西舞踊研究所、黒川雅皓社
中、我妻眞美グループ

エステルゴム・サマーフェスティバル

２名ハンガリー・デブレツェン市８鍬７～２５
（１９日間）

川原正士、井口悟志デブレツェン国際木彫刻キャンプ

１０名フィリピン・マリキナ市９鍬２０～２６
（７日間）

可西舞踊研究所Anak-anakアジアこども芸術祭

４名韓国江原道春川市１０鍬２３～２６
（４日間）

富山県写真連盟韓国江原道富山県写真家派遣

９名フランス・マルセイユ２鍬２５～３鍬６
（１０日間）

黒川雅皓、黒川真理、瀬尾雅
加寿、瀬尾雅篁、藤間紗枝重、
藤間紗枝尚他

マルセイユ「日本週間２００２」０２

２名ハンガリー・デブレツェン市５鍬１０～１３釈永由紀夫、釈永　陽第１回デブレツェン国際陶芸フェスティバル
４４名ドイツ・リンゲン６鍬１２～２６和田朝子舞踊研究所リンゲン第７回世界こども演劇祭
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３８名アメリカ・ネブラスカ州リ
ンカーン市

６鍬２３～７鍬２呉羽高等学校放送・演劇部テスピアンフェスティバル０２

２名ハンガリー・ハイドゥベッセルメン市６鍬２８～７鍬１８大門清廣、萩中幸雄ハイドゥベッセルメン国際美術キャンプ
２名韓国春川市７鍬２４～３０

７鍬２５
小泉博、舟本幸人
AITA鍬IATA国際理事
舟本幸人他

２００２春川国際演劇祭
AITA鍬IATAアジア地区代表会議

１９名韓国江原道江陵市７鍬２８～８鍬１松岡秀子ジャズバレエ研究所韓国江陵第１回東アジア青少年芸術祭
９名
１名

ハンガリー・デブレツェン市８鍬１６～２１
８鍬１７

美術６部門３３作品
団長　川原和夫他

第２回国際友好美術交流展インデブレツェン
国際美術シンポジウム

演出金賞・演技金賞
可西晴香
演技金賞　東海希代里
演技銀賞　松下美規、
笹川真紀、片岸香里

１８名中国遼寧省鉄嶺市９鍬４～１０可西舞踊研究所中国遼寧省第１回鉄嶺国際芸術祭

６名韓国江原道春川市１０鍬２１～２６久泉迪雄、窪邦雄、谷内田重
次、池田瑛子、山崎寿美子、
神通明美

富山県・江原道友好文学シンポジウム

２名ハンガリー・ホルトバージ２鍬２２～３鍬１４堀井三郎、藤井武ホルトバージ美術キャンプ０３
グランプリ
可西晴香に指導者賞
民族舞踊部門１位

１００名チェコ・プラハ４鍬１３～２３可西舞踊研究所
劇団文芸座

プラハ・フェスティバル・ダンス・プライズ２００３
プラハ・エステート劇場
　「北の鳥と南の鳥」「白き道」他公演

３名ハンガリー・デブレツェン４鍬２２～５鍬２小泉博、小泉邦子、久郷秀男「An Inspector Calls」演出スタッフ会議
ハンガリーのプレイヤーズ・スタジオ・デブレツェンを演出

２名ハンガリー・デブレツェン５鍬１５～１８釈永由紀夫、釈永順子第２回デブレツェン国際陶芸フェスティバル
２名カナダ・ハリファックス７鍬１６～１８舟本幸人、渡部隆志AITA鍬IATA理事会総会
５名中国遼寧省藩陽市９鍬２２～２７浜野敏男、中尾譲治、土合二

美夫、若林繁、川村鉄郎
日中写真家交流事業

１名

２名

ハンガリー・デブレツェン

〃

９鍬２４～１０鍬２２

１０鍬１～２２

小泉博

小泉邦子、久郷秀男

国際交流基金　フェローシップ派遣事業
「夜の来訪者」公演
ヴォイティナ人形劇団、プレイヤーズ・スタ
ジオ・デブレツェンを演出

２名ハンガリー・ハイドゥサボスロー１１鍬２７～１２鍬１５中村恵津子、網谷真佐美ハイドゥサボスロー美術キャンプ

３名ハンガリー・ホルトバージ２鍬２７～３鍬１８大門清廣、高倉隼、盛本八朗ホルトバージ美術キャンプ０４
１１名韓国江原道３鍬２５～２９有川立虹、石井克代、江幡春

涛、後谷芳琴、林幹子、平野
春汀、紅谷霜葉、正橋白鵞、
水口香魚、経澤菁汀、廣田秀
徳

韓国江原道文化交流事業　県女流書家派遣

２名ハンガリー・デブレツェン５鍬１３～１６高桑英隆、高桑まち子第３回デブレツェン国際陶芸フェスティバル
平田純、小泉博
中国遼寧省文学芸術
界連合会　特別貢献
賞

１５名中国遼寧省藩陽市５鍬１７～２４平田純、小泉博、林清納、鶴
谷登、萩中幸雄、長谷川総一
郎、川原和夫、経澤帰帆、押
田雪峰、畠山耕雪、畠山照子、
中村竹城、小泉邦子、久郷秀
男、舟本幸人

第３回国際友好美術交流展

４名中国遼寧省藩陽市５鍬１７～２４向井俊久、中尾譲治、南部榮、
若林繁

中国遼寧省･日本国富山県友好写真交流展

２名ハンガリー・デブレツェン８鍬８～２４永田幹生、高田斉ハンガリー国際木彫刻キャンプ

小泉博
ハンガリー・ハイド
ゥビハール県議会か
ら愛他主義賞

４名ハンガリー・デブレツェン２鍬１９小泉博ハイドゥ＝ビハール県議会授賞式０５

３名ハンガリー・ホルトバージ２鍬２７～３鍬１８大門清廣、藤井武、江尻治泰ホルトバージ美術キャンプ
１２７名チェコ・プラハ、ブルノ４鍬２５～５鍬６可西舞踊研究所、谷井よう子

舞踊研究所、生田流正派真琴
会、劇団文芸座

チェコ国立劇場公式プログラム「富山舞台芸
術代表団」による日出ずる国の舞台芸術－富
山の伝統と現代－公演

２名ハンガリー・デブレツェン５鍬２６～２９釈永由紀夫、釈永　陽第４回デブレツェン国際陶芸フェスティバル
国際審査員小泉博
パレード部門第１位

７０名ハンガリー・デブレツェン８鍬１６～８鍬２５ムジカグラート氷見第３６回ハンガリー・フラワーカーニバル

２名ハンガリー・ホルトバージ２/１３～３/５藤井武、浜地茂信ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ０６
２名ハンガリー・ハイドゥサボスロー６/９～２９佐藤芙美、水野利詩恵ハンガリー・ハイドゥサボスロー美術キャンプ
８名ハンガリー・デブレツェン市６/１３～２３紫藤孝、大門清廣、中尾譲治、

浦野紅雨、越野素水、小泉博、
小泉邦子、山口松蔵

第５回国際友好美術交流展

ハンガリー共和国文化
功労賞「プロ・クルト
ゥーラ・フンガリカ」
受賞（ハンガリー教育
文化遺産大臣より）

１名ハンガリー・デブレツェン市６/１４小泉博「プロ・クルトゥーラ・フンガリカ」授賞式

４８名ドイツ・リンゲン市７/１２～２５和田朝子舞踊研究所ドイツ・リンゲン第９回世界こども演劇祭
１４名ドイツ・リンゲン市、ハン

ガリー・デブレツェン市
７/１２～２２富山県児童美術研究会

大谷弓子他
こども国際美術交流事業
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１５名中国遼寧省　遼寧バレエ学校８/５～１９田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業０６
１５名ハンガリー・デブレツェン

市、ブダペスト市
４/２６～５/８劇団文芸座富山・ハンガリー芸術文化交流２５周年記念

劇団文芸座ハンガリー公演
０７

１名ハンガリー・バラトン市５/２５～６/１６藤井武ハンガリー・バラトン美術キャンプ
９名韓国　慶尚南道　馬山市、

昌原市
７/２５～８/１劇団文芸座韓国馬山国際演劇祭　劇団文芸座派遣事業

１０名中国遼寧省　遼寧バレエ学校７/２５～８/４田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業
５８名中国上海市　上海大舞台７/２６～８/２可西舞踊研究所日中友好交流事業　上海こども芸術交流事業
５名（開会式）中国遼寧省盤錦

市 遼河美術館
９/１６～２５
（９/１８開会式）

平田純（団長）、得地秀生、
吉澤孝、谷川流月、広田昭恵

第６回国際友好美術交流展

ベルギー国王レオポルド
Ⅰ世勲章ナイト章受章

１名ベルギー・ヘント１１/３小泉博レオポルドⅠ世勲章授与式

IATAアメリカセンタ
ー　モート・クラーク
国際演劇功労賞受賞

１名アメリカ・ニューヨーク州
ヴァルハラ

１１/５小泉博IATA U.S.A会長授与

１名ハンガリー・ハイドゥサボスロー１１/２３～１２/１１岡田繁憲ハンガリー・ハイドゥサボスロー美術キャンプ
２名ハンガリー・ホルトバージ３/１～１６中村恵津子、佐藤カオル子ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ０８
５１名ハンガリー・デブレツェン

市
７/２７～８/７南砺市立吉江中学校ハンガリー友好交流事業

「第２３回ベーラ・バルトーク国際合唱コンク
ール派遣事業」

５名韓国慶尚南道馬山市
馬山芸術センター

７/３１～８/５
（８/２開会式）

長谷川総一郎、畠山耕雪、中
尾譲治、丸山幸一、藤井武

第７回国際友好美術交流展

１９名ハンガリー・ハイドゥビハ
ール県（デブレツェン市 
他）

１１/３～１２小泉博、小泉邦子、久郷秀男、
舟本幸人、可西舞踊研究所、
池坊富山支部、黒川邦楽院

ハンガリー・ハイドゥビハール
「日本週間」派遣事業

２名ハンガリー・ハイドゥサボスロー１１/２１～１２/９山口みき子、前都志子ハンガリー・ハイドゥサボスロー美術キャンプ
２名ハンガリー・ホルトバージ２/１３～３/３本保勝弘、盛本八朗ハンガリー・ホルトバージ美術キャンプ０９
２名韓国・江原道３/１０～１３小泉博、橋本隆日韓友好交流事業
１名ハンガリー・バラトン市５鍬２１～６鍬１１藤井武ハンガリー・バラトン美術キャンプ

出品
２８名

韓国江原道５鍬２３～２６富山県書道連盟日韓友好交流事業　日韓国際交流書藝展２００９

８名中国遼寧省　遼寧バレエ学
校

８鍬５～１７田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

２４名モナコ　国立劇場サル・ガ
ルニエ

８鍬１６～２３TOYAMAカンパニー（可西
舞踊研究所、黒川邦楽院、劇
団文芸座）

第１４回モナコ世界演劇祭派遣事業

２４名ハンガリー・ハイドゥ＝ビ
ハール県（ハイドゥサボス
ロー、ハイドゥベッセルメ
ニー）、ブダペスト

１０鍬６～１５ハンガリー芸術文化友好交流
派遣団（可西舞踊研究所、黒
川邦楽院、劇団文芸座など）

ハンガリー国交回復５０周年記念友好交流派遣
事業

３名チェコ　プラハ国立エステ
ート（スタヴォフスケー）
劇場

１１鍬３０～１２鍬１３小泉博、可西晴香、片岸香里チェコ国立劇場への演出・振付者派遣事業

２名韓国・ソウル３鍬１２～１６小泉博、舟本幸人日韓友好交流事業１０
２名ポーランド・ピェトゥシクフ３鍬１９～３１山口みき子、大澤三月ポーランド美術キャンプ派遣事業
２名ハンガリー・バラトン湖５/２２～６/１谷内徹、中田文雄ハンガリー・バラトン美術キャンプ

出品
２５名

韓国江原道
越寧文化芸術会館

６/６～１１富山県書道連盟日韓友好交流事業
日韓国際交流書藝展

５７名ドイツ・リンゲン市　ウイ
ルヘルム・ホーエ劇場

６/１６～２８和田朝子舞踊研究所第１１回リンゲン世界こども演劇祭

第９回国際友好美術交流展
２名ハンガリー・デブレツェン

市
６/３０～７/１８藤井武、吉川信一デブレツェン国際友好美術キャンプ

吉田泉
デブレツェン大学夏
期講座参加　川端康
成に関する特別講義

６名ハンガリー・デブレツェン
市

７/１３～１８　吉田泉、萩中幸雄、砂子阪政
巳、高橋鐵夫、勝山正野、松
村奈美子

交流展

小泉博
中国遼寧省文学芸術
界連合会　中日文化
交流友好使者顕彰

優秀演技賞：田中秀子
バレエ研究所
優秀演技賞：上田早利
已、波岡ふじ恵、松井
翔子、辻ルイ子、中島
由貴、松倉真玲
演技賞：黒澤里紗、藤
井美里、甲部優花、田
島佳菜恵、梅澤里歩、
髙野華鈴、片山紗歩、
赤祖父映里、津田裕子

１６名中国遼寧省　遼寧バレエ学
校

８/４～１６
８/１４

田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業
遼寧バレエ学校・田中秀子バレエ研究所合同
公演（瀋陽公演）

９名韓国江原道東海市、春川市８/８～１１黒川邦楽院、市井和彦日韓友好交流事業　
江原道大関嶺国際音楽祭派遣事業
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２名ハンガリー・ハイドゥ＝ビ
ハール県　コーシュ・カロ
イ美術工芸学校

９/２５～１０/９川原和夫、六家敬吉ハンガリー・美術工芸学校指導派遣交流事業１０

５名シンガポール旧国会議事堂
内ジ・アーツ・ハウス

１/９小泉博、小泉邦子、吉田泉、
舟本幸人、小泉量裕

国際アマチュア演劇連盟アジア地区会議１１

２名ハンガリー・バラトン湖５/２１～６/７中田文雄、尾山章ハンガリー・バラトン美術キャンプ

富山県、韓国江原道、
中国山東省から出品

出品
２９名

韓国江原道・春川KBS展示
館

５/２６～６/３富山県書道連盟から２９作品を
出品

日韓友好交流事業
韓・中・日国際交流書画展

招聘：フランダースア
マチュア演劇協会
OPENDOEK

２３名ベルギー・ヘント国立劇場、
アントワープ・カロルス・
ボロメウス教会

５/３１～６/７可西舞踊研究所、黒川邦楽院、
市井和彦、岡崎満里子

ベルギー派遣事業

３名ノルウェー・トロムソ７/１６～１８吉田泉、舟本幸人、辻本努国際アマチュア演劇連盟総会・地区会議

１２名中国遼寧省　遼寧バレエ学
校

８/４～１６田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

招聘：国際アマチュア
演劇連盟フィンランド
センター

１２名フィンランド・セイナヨキ
市シティ・シアター、タン
ペレ市舞台芸術特化私立高
校（TYK）、ラプア・カン
トリーハウス

８/２３～３０小泉博、小泉邦子、吉田泉、
吉田啓子、窪邦雄、谷井美夫、
舟本幸人、小澤眞琴、黒川雅
皓、黒川真理、藤川未央、萩
本節子

劇団文芸座「結婚の申し込み」フィンランド
公演（セイナヨキアマチュア演劇祭）事業

富山県美術連合会から
１８作品を出品

派遣
３名

出品
１８名

中国遼寧省瀋陽市
魯迅美術学院美術館

９/１９～２４小泉博、吉田泉、萩中幸雄中国遼寧省「平和記念芸術祭」

２名ハンガリー・ハイドゥ＝ビ
ハール県　コーシュ・カロ
イ美術工芸学校

９/２４～１０/７谷川淳、川原正士ハンガリー・美術工芸学校指導派遣交流事業

２名チェコ・プラハ国立エステ
ート（スタヴォフスケー）
劇場

３/２～１１可西晴香、横田ほの華プラハ・バレエ・コンセルヴァトワール
＆ボヘミアバレエ団演出・振付派遣事業

２名ハンガリー・バラトン湖５/１９～６/４尾山章、谷口信夫ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業１２

出品
３０名

韓国・江原道・三陟市・東
海市

５/２３～６/５富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業
日韓国際交流書藝展

１０名中国遼寧省・遼寧バレエ学
校

８/８～１７田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

３０名インド・ニューデリー　
FICCIオーディトリアム

１２/１４～１９可西舞踊研究所、黒川邦楽院、
舟本幸人、市井和彦

日印国交樹立６０周年記念事業　インド文化使
節団派遣事業

２名韓国・ソウル１/２７～２９小泉博、舟本幸人日韓友好交流事業１３

４名シンガポール旧国会議事堂
内ジ・アーツ・ハウス

２/２３小泉博、小泉邦子、吉田泉、
舟本幸人

国際アマチュア演劇連盟
アジア地区会議

４名ハンガリー、ザラエゲルセ
グ

４/１～５/２小泉博、小泉邦子、吉田泉、
舟本幸人

ハンガリー・グリフ人形劇団「三年寝太郎」
公演
演出家派遣事業

３名ハンガリー・バラトン湖５/１２～２５作農啓一、谷口信夫、谷口詩
織

ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業

出品
３０名

韓国・江原道・三陟市・東
海市

５/２３～３１富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業
日韓国際交流書藝展

２名ハンガリー・ハイドゥベッ
セルメニー、ハイドゥナー
ナーシュ

７/１７～３１藤井武、藤井ゆかりハンガリー・ハイドゥサーグ国際アートキャ
ンプ派遣事業

７名中国遼寧省・遼寧バレエ学
校

７/２６～８/６田中秀子バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

４８名

１０名

ハンガリー・デブレツェン
ハイドゥナーナーシュ

８/１６～２３南砺市立福野中学校吹奏楽
部、可西舞踊研究所
小泉博　他

ハンガリー・フラワーカーニバル派遣事業

４名ハンガリー・デブレツェン
ハイドゥナーナーシュ

８/１６～２５池坊富山支部ハンガリー・フラワーカーニバル派遣事業
（いけばなワークショップ）

１０名モナコ８/２１～３０小泉博、吉田泉、舟本幸人、
可西晴香、小泉量裕　他

第１５回モナコ世界演劇祭派遣事業

３名韓国・ソウル１０/４小泉博、小泉邦子、市井和彦日韓友好交流事業

７名チェコ・プラハ　スタヴォ
フスケー劇場

５/１３～２０可西晴香、片岸香里、横田ほ
の華　他

「カルミナ・ブラーナ」プラハ公演　出演者
派遣事業

１４

２名ハンガリー・バラトン湖５/１３～２９作農啓一、柳田邦男ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業
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出品
３０名

韓国・江原道春川市６/１０～１５富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業　日韓国際交流書藝展１４

２名ハンガリー・ハイドゥベッ
セルメニー、ハイドゥナー
ナーシュ

６/２５～７/２１谷内徹、國友雄一ハンガリー・ハイドゥサーグ国際アートキャ
ンプ派遣事業

４６名ドイツ・リンゲン　ウィル
ヘルム・ホーエ劇場

７/２３～８/４可西舞踊研究所第１３回リンゲン世界こども演劇祭派遣事業

１０名中国遼寧省・遼寧バレエ学校７/２５～８/７田中バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

１５名中国遼寧省瀋陽市　魯迅美
術学院美術館

１０/１８～２２富山県から１００作品を出品富山県遼寧省友好県省３０周年記念　美術書道
作品交流展（瀋陽展）派遣事業

１７名インド・デリー市　他１１/１０～１５富山県華道連合会インド文化使節団派遣事業

出品
３０名

韓国・江原道５/２０～２４
６/６～１２

富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業　日韓国際交流書藝展１５

２名ハンガリー・バラトン湖６/４～１５大門清廣、柳田邦男ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業

１５名ベルギー・ウエスタウター７/５～１７可西舞踊研究所、劇団文芸座、
黒川邦楽院

ベルギー・ウエスタウター国際演劇祭派遣事
業

２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

７/１７～８/２大澤三月、稲垣朋子ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ国際アー
トキャンプ派遣事業

４名中国遼寧省・遼寧バレエ学校７/２５～８/５田中バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

２名ハンガリー・バラトン湖５/１０～２２大門清廣、清水利昭ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業１６

出品
３０名

韓国・江原道麟蹄５/２８～７/６富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業　日韓国際交流書藝展

児童合唱部門第４位２４名ハンガリー・デブレツェン
市

７/４～１４砺波市立出町中学校合唱部第２７回ベーラ・バルトーク国際合唱コンクー
ル派遣事業

２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

７/１６～８/２島崎俊哉、吉井覚ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ国際アー
トキャンプ派遣事業

２名中国遼寧省瀋陽市　遼寧美
術館

９/１９～２２富山県から５０作品を出品富山県・遼寧省友好写真交流展２０１６

２名中国遼寧省・遼寧バレエ学校９/２５～１０/１田中バレエ研究所こどもバレエ遼寧省派遣事業

寺田幹　北日本新聞社
文化部長同行取材

４名チリ　プンタ・アーレナス
南極大陸ユニオングレーシ
ャー基地

１２/１４～２７劇団文芸座劇団文芸座南極大陸ユニオングレーシャー公
演事業

派遣
１１名
出品
３０名

韓国・江原道春川市５/２７～３１富山県書道連盟日韓友好交流事業
日韓国際交流書藝展

１７

２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

７/１７～８/１大野一秀、道畑慎一ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ国際アー
トキャンプ派遣事業

１０７名チェコ・プラハ
モナコ公国

８/１５～９/１可西舞踊研究所、劇団文芸座、
チェコ・ボヘミアバレエ団

チェコ・プラハ公演及び第１６回モナコ世界演
劇祭派遣事業

６１名ドイツ・リンゲン６/２０～７/２和田朝子舞踊研究所第１５回リンゲン世界こども演劇祭派遣事業１８

２名ドイツ・リンゲン６/２０～７/２舟本幸人、有川圭美国際アマチュア演劇連盟総会

２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

７/１６～３０大野一秀、米田英隆ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ国際アー
トキャンプ派遣事業

１名中国遼寧省８/５～８富山県友好代表団に会長加藤
淳参加

日中友好交流事業
富山県・遼寧省友好事業

２名中国遼寧省３/１３～１８舟本幸人、有川圭美中国遼寧省派遣１９

２名ハンガリー・バラトン湖５/４～１７中村恵津子、日野清子ハンガリー・バラトン美術キャンプ派遣事業

出品
３０名

韓国・江原道寧越５/２５～２９富山県書道連盟から３０作品を
出品

日韓友好交流事業
日韓国際交流書藝展

２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

７/１４～３０米田英隆、松村直樹ハンガリー・ハイドゥナーナーシュ国際アー
トキャンプ派遣事業

派遣
１２名
出品
３５名

中国遼寧省７/２７～３１日本北陸書道院日中友好交流事業　日中青少年交流推進年認
定行事　富山県・遼寧省友好県省３５周年記念
「富山・遼寧省　青少年書画展２０１９」

７５名ハンガリー・デブレツェン、
ハイドゥナーナーシュ、デレ
チケ、ハイドゥベッセルメニ

８/１６～２５砺波市立出町中学校吹奏楽
部・合唱部

ハンガリー・フラワーカーニバル派遣事業
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２名ハンガリー・ハイドゥナー
ナーシュ

８/２２加藤淳、舟本幸人デブレツェン／ハイドゥ＝ビハール－富山友
好協会との友好提携

１９

２名カナダ・ニューブランズ
ウィック州セントジョン

８/２４～９/３舟本幸人、有川圭美国際アマチュア演劇連盟総会（カナダ・セン
トジョン国際アマチュア演劇祭）


