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備　　　　考招聘人数場　　　　　所期間（日数）参 加 団 体 名行　　　　事　　　　名年

２００名富山県民会館
砺波市文化会館

９鍬２３～２７１２ヶ国１５グループ第１回富山国際アマチュア演劇祭８３

５名富山県教育文化会館
黒部市民会館
高岡商工ビルホール
砺波市文化会館

５鍬１１～１４ハンガリー・プレーヤーズ・
スタジオ・デブレツェン
日本・富山　劇団文芸座

「結婚の申し込み」国際競演８４

２００名富山県民会館７鍬３１～８鍬５１１ヶ国１４グループ富山国際高校演劇祭８５
１０名富山県民会館

高岡市民会館
大沢野町民文化会館
富山県立福光高校

１０鍬２３
　　２４
　　２５
　　２６

ハンガリー・パーカッション・
アンサンブル・オブ・デブレ
ツェン

「パーカッション・アンサンブル・オブ・デ
ブレツェン」富山公演

４２名富山市公会堂５鍬１８～２６ハンガリー・コダーイ合唱団「コダーイ合唱団」富山公演８６
１０名富山県高岡文化ホール

富山県教育文化会館
９鍬２３～２６ハンガリー・デブレツェンア

ンサンブル
「デブレツェン・アンサンブルコンサート」
富山公演

８７

１名富山県教育文化会館１０鍬３～１１カールマン・シュトラウス
（ハンガリー）

音楽セミナー

２名富山県立上市高校
富山県民会館
砺波市文化会館

１１鍬２０
　　２４
１１鍬２３

モート・クラーク教授
（ＵＳＡ）

アラン・ニコル氏　　（ＵＫ）

演劇セミナー

１４名富山県国際文化センター・
オルビス

８鍬４フィンランド　劇団「フィア
スコ」

演劇鑑賞とシンポジウム８８

４００名富山県民会館
富山県高岡文化ホール

７鍬３１～８鍬６３１ヶ国代表
２４ヶ国から２７グループ

富山国際青年演劇祭８９

３０名井波町総合文化センター８鍬１０チェコスロバキアトレボン市
文化センター人形劇団
ハンガリー・スタジオ・デブレツェン

演劇鑑賞の夕べ

１０名富山県高岡文化ホール
富山県教育文化会館
北アルプス文化センター

５鍬６
　　８
　　９・１０

ハンガリー・デブレツェン・
チョコナイ劇団

ハンガリー　チョコナイ劇団
「三年寝太郎」「夕鶴」富山公演

９０

３３名富山県教育文化会館
富山県国際文化センター・
オルビス

１１鍬２２～２５韓国「劇団混声」
オーストラリア
「ショップ　フロント」
モート・クラーク教授（ＵＳＡ）
イシュトヴァーン・ピンツェ
ーシュ　　　　（ハンガリー）

第２９回全国アマチュア演劇研究大会

５名大和富山店５鍬１６～１９ガランボシュ・タマーシュ他ガランボシュ・タマーシュ絵画展９１
富山県教育文化会館５鍬１８ガランボシュ・トム他ガランボシュ・トム・バイオリン・リサイタル

３９名井波町閑乗寺公園７鍬２２～８鍬１０１１ヶ国いなみ国際木彫刻キャンプ
２名北日本新聞ホール他１２鍬３～１１ラスロー・タマーシュ

（ハンガリー）
合唱セミナー

４００名富山県民会館
富山県高岡文化ホール

８鍬１～６３４ヶ国代表　
２４ヶ国から２５グループ

富山国際アマチュア演劇祭９２

１名富山県民会館２鍬４～８グィヤーシュ・ベラ
（ハンガリー）

富山シティーフィル指揮

１名富山県高岡文化ホール３鍬２８～１１デュフェック・ミハーイ
（ハンガリー）

合唱セミナー

５名富山県民会館７鍬２０６ヶ国代表文化庁助成
国際アマチュア演劇サミット日本会議

９３

５名富山県国際文化センター・
オルビス

７鍬２０スペインカルロス３世劇団
劇団文芸座

・国際競演「授業」

７５名富山県民会館ホール８鍬４ハンガリー・コダーイ合唱団芸術鑑賞「コダーイ合唱団富山公演」
１名高志会館カルチャーホール

他
３鍬４～８デュフェック・ミハーイ

（ハンガリー）
合唱セミナー

２名高志会館カルチャーホール
他

６鍬１０～１９ジョルジイ・ナーギー
ヨーゼフ・ヤンボール

（ハンガリー）

舞踊ワークショップ９４

１２９名富山県民会館ホール７鍬２７カロロス・トリコリディス
ラヨシュ・ミラー
カタリン・センドレーニ

（ハンガリー）
桐朋学園大学オーケストラ

芸術鑑賞
「ハンガリーオペラ歌手と桐朋学園大学オー
ケストラ公演」

１９名富山県民会館国際会議場
（３０４号室）

１０鍬８１４ヶ国代表アジア・アマチュア演劇サミット日本会議

富山県民生涯学習カレッ
ジ・ハイビジョン学習室

１０鍬６・７・アジア演劇映像祭

富山県教育文化会館集会室１０鍬５・ワークショップ「即興劇」
富山県教育文化会館

（４０３号室）
１０鍬６・７・アジア演劇写真ポスター資料展

１４名井波町閑乗寺公園７鍬２２～８鍬６１３ヶ国いなみ国際木彫刻キャンプ’９５９５

富山県芸術文化協会及び富山国際アマチュア演劇祭（TIATF）
海外芸術家及び文化団体招聘事業一覧表
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備　　　　考招聘人数場　　　　　所期間（日数）参 加 団 体 名行　　　　事　　　　名年

１名高志会館カルチャーホール他８鍬６～９イムレ・コラール
（ハンガリー）

合唱セミナー９５

１９９５年１０月
ハンガリー共和国から
中沖豊富山県知事にハ
ンガリー小十字勲章贈
呈

６名富山県民会館ホール１０鍬２０ラヨシュ・ミラー
ヤーノシュ・ナジ
アニコー・コーローディ
カタリン・シモン

（ハンガリー）
桐朋アカデミー・オーケストラ

芸術鑑賞
「ハンガリーオペラ歌手と桐朋アカデミー・
オーケストラ公演」

６名富山県利賀芸術公園１０鍬２１・２２同上ハンガリーオペラ歌手ガラ・コンサートと声
楽ワークショップ

１名富山市民芸術創造センター他４鍬１２～１７イムレ・コラール合唱セミナー９６

富山湾上（新さくら丸）・
新川文化ホール・富山県教
育文化会館・高岡文化ホー
ル・宇奈月国際会館

９鍬２９～１０鍬６（海外）
２６ヶ国代表
２３ヶ国２６グループ
（国内）
　　１４グループ

第１１回国民文化祭とやま’９６
富山国際演劇祭・国際こども演劇祭

２７名利賀山房・新利賀山房１０鍬１０チョコナイシアター
（ハンガリー）

パントミマS.I.グラハム・パ
ントマイム
M.A.J.ホロノフシニア劇団

（チェコ）

とやま舞台芸術祭利賀’９６秋

７名富山市民芸術創造センター２鍬１１プラハ芸術大学パントマイム
学科チボール・トルバ教授、
学生

演劇・パントマイムワークショップ９７

７名富山県高岡文化ホール
富山県教育文化会館ホール

２鍬１３・２鍬１５プラハ芸術大学パントマイム
学科チボール・トルバ教授、
学生、桐朋オーケストラ・ア
カデミー
可西舞踊研究所

芸術鑑賞
チェコ・パントマイムによるストラヴィンス
キー「兵士の物語」とモダンバレエによるド
ビュッシー「おもちゃ箱」

４名富山県新川文化ホール７鍬２０マイムグループ
ＣＶＯＣｉ　　（ツヴォツィ）

第２０回富山県こどもフェスティバル
特別公演　チェコ・パントマイム
「道化もの」

１９９７年１２月
ハンガリー共和国ゲン
ツ・アルパード大統領
よりハンガリー建国
１１００周年を記念して小
泉博氏に表彰状と銀メ
ダル授与

１４名利賀山房１０鍬１０・１０鍬１２モスト人形劇団　　（チェコ）
ロツマニトスティ

とやま舞台芸術祭利賀'９７秋
演劇公演　「人魚姫」

１１名富山市民芸術創造センター１鍬１８プラハ芸術大学パントマイム
科チボール・トルバ教授、学生

演劇・パントマイムワークショップ９８

１１名富山県民会館ホール１鍬２３プラハ芸術大学パントマイム
科チボール・トルバ教授、
学生、プラハ芸術大学音楽学
部ノルベルト・バクサ（指揮者）
桐朋オーケストラ・アカデミー
田中秀子バレエ研究所

芸術鑑賞
田中秀子バレエ研究所によるクラシックバレ
エ「くるみ割り人形」「ハンガリー舞曲」とチ
ェコ・パントマイム「魔法使いの弟子」「ザ・
コントラスト」

２名富山市民芸術創造センター３鍬２５モート・クラーク
イシュトヴァーン・ピンツェ
ーシュ

演劇ワークショップ

１名富山市民芸術創造センター３鍬２７～３鍬３１イムレ・コラール
（ハンガリー）

合唱セミナー

石川県美川町
東京江戸川区

１０名
富山県新川文化ホール
大沢野町民文化会館

７鍬９～７鍬２０
７鍬１４
７鍬１５

ミモ・クラウンシアター
（チェコ）

国際交流基金助成チェコ・パントマイム招聘
日本公演事業
　・富山県文化ホールネットワーク公演

富山県教育文化会館ホール７鍬１２ミモ・クラウンシアター
（チェコ）

第２１回富山県こどもフェスティバル特別公演
チェコ・パントマイム「小人のサーカス」

７名
８名

新利賀山房・利賀山房９鍬２０テアトル・ア・ドーフィンヌ
レ・ゾランジュ・ブル
（フランス）

とやま舞台芸術祭利賀’９８秋

７名
８名

富山県高岡文化ホール９鍬２４テアトル・ア・ドーフィンヌ
レ・ゾランジュ・ブル
（フランス）

第２回富山県民芸術文化祭・国際交流演劇公演

１０名富山市民芸術創造センター２鍬１８プラハ芸術大学パントマイム
学科チボール・トルバ教授、
学生

パントマイムワークショップ９９

１１名富山県民会館ホール２鍬２１プラハ芸術大学非言語・コメ
ディーシアター学科チボー
ル・トルバ教授、学生
マルコ・イヴァノビッチ（指
揮者）、桐朋オーケストラ・
アカデミー
和田朝子舞踊研究所

芸術鑑賞
桐朋オーケストラ・アカデミーによる和田朝
子舞踊研究所のモダンバレエ「Victory」「展
覧会の絵」とチェコ・パントマイム「ピータ
ーと狼」
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備　　　　考招聘人数場　　　　　所期間（日数）参 加 団 体 名行　　　　事　　　　名年

１４名井波町閑乗寺公園７鍬２４～８鍬８１４ヶ国第３回いなみ国際木彫刻キャンプ’９９９９

２１名高岡市民会館７鍬３０男声合唱団スバンフォルム・
シンガーズ（スウェーデン）

芸術鑑賞
男声合唱団スバンフォルム・シンガーズ

１１名

４名
３名

４名

スターフォレスト利賀

新利賀山房・利賀山房

９鍬１７、１８８ヶ国代表

中国遼寧省無言劇団
プラハ芸術大学音楽学部
非言語・コメディーシアター
学科
ロシア沿海地方劇団「ヴェーラ」

第２回アジア・アマチュア演劇サミット日本
会議in利賀
　・特別公演
　「喜劇の巨匠」・「阿Qの夢」他（中国）
　「クラシックパントマイムのエチュード」

（チェコ）
　「熊」（ロシア）

３名利賀少年自然の家体育室９鍬１９プラハ芸術大学音楽学部非言
語・コメディーシアター学科

第３８回全国アマチュア演劇大会利賀・パント
マイムワークショップ

４名
３名

４名

７名

新川文化ホール９鍬２３～９鍬２５中国遼寧省無言劇団
プラハ芸術大学音楽学部
非言語・コメディーシアター
学科
ロシア沿海地方劇団「ヴェーラ」

韓国江原道芸術文化団体
総連合会会長 東旭　他

県民芸術文化祭’９９
　・国際交流演劇・舞踊フェスティバル、生

活文化展
　「喜劇の巨匠」・「阿Qの夢」他（中国）
　「クラシックパントマイムのエチュード」

（チェコ）
　「熊」（ロシア）
　・日韓芸術シンポジウム’９９

８名新利賀山房１０鍬３プレーヤーズ・スタジオ・デ
ブレツェン（ハンガリー）

とやま舞台芸術祭利賀’９９秋・洋舞・ハンガリ
ー演劇公演「エフェソスの未亡人」

１名富山市民芸術創造センター
他

４鍬７～４鍬１３デュフェック・ミハーイ
（ハンガリー）

合唱セミナー００

富山国際アマチュア演
劇祭（TIATF）実行委
員会　県功労表彰

５３０名富山県民会館、高岡文化ホ
ール、富山市芸術文化ホー
ル、富山市民芸術創造セン
ター

８鍬１～８鍬７３２ヶ国代表
２３ヶ国から２３グループ

２０００年とやま世界こども演劇祭

３０名利賀芸術公園野外劇場・新
利賀山房

９鍬９ハンガリー民族音楽舞踊団
トカイ・ヘジアヤ

とやま舞台芸術祭利賀・２０００秋
　・民謡民舞公演、ハンガリー・トカイダンス

３名富山市芸術文化ホール１０鍬１２、１３中国遼寧省瀋陽市芸術学校指
導者智麗華、生徒２名

とやま市民演劇公演グランド・ミュージカル
「１２の月たち」公演

６名富山県高岡文化ホール　他１２鍬２２～１２鍬２５韓国江原道芸術文化団体
総連合会 東旭　他

韓国江原道・富山県芸術文化交流事業

８名新利賀山房５鍬２５～５鍬２８AKVTアントワープ・ベルギーとやま舞台芸術祭利賀・２００１
「トリコロール・コメディア」

０１

１名富山市民芸術創造センター６鍬１～１０イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学舞
踊学科長）

舞踊ワークショップ

１名富山市芸術文化ホール９鍬２８～１０鍬６イシュトヴァーン・ピンツェ
ーシュ（ハンガリー　演出家）

第３０回全日本文化集会基調講演

１名新利賀山房９鍬２０～１０鍬１５演出・振付イヴァンカ・クビ
ツォヴァー（チェコ・プラハ
芸術大学舞踊学科長）

とやま舞台芸術祭利賀・２００１
　「カルミナ・ブラーナ」

小泉博
AMUプラハ芸術大
学賞及び銀メダル

１名富山西高校、高岡第一高校、
富山市民芸術創造センター

１０鍬１０
１０鍬１６

ノエミ・ザルボヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学

国際副部長）

パントマイムワークショップ

２１名富山県民会館１１鍬１８～２７韓国江原道芸術文化団体総連
合会、ハンガリークルチェ・
フェレンツ文化研究所、中国
遼寧省文学芸術界連合会

第１回国際友好美術交流展とやま国際美術シ
ンポジウム

４名富山県民会館ホール富山県
立となみ養護学校

１２鍬６～１１ファット・ブルー・レディ
（アルゼンチン）

第２４回富山県こどもフェスティバル
特別公演アルゼンチン劇団
　「ブルー・レディを見に行こう」
　　県民ふれあい公演

１名富山県民会館大ホール２鍬１０～１１演出・振付イヴァンカ・クビ
ツォヴァー（チェコ・プラハ
芸術大学舞踊学科長）

第２８回県民劇場
　「カルミナ・ブラーナ」

０２

９名
６名

新利賀山房１０鍬６
１０鍬１３

チェコ・プラハ芸術大学非言
語学部
韓国江原道舞踊団

とやま舞台芸術祭利賀・２００２

１名東京天王洲アイルアートス
フィア

１１鍬２演出・振付イヴァンカ・クビ
ツォヴァー（チェコ・プラハ
芸術大学舞踊学科長）

とやま舞台芸術祭東京・２００２
　「カルミナ・ブラーナ」

１０名富山県民会館ホール
しらとり養護学校、にいか
わ養護学校

１２鍬１
１２鍬２、３

中国遼寧省こどものための交
流団

第２５回富山県こどもフェスティバル
県民ふれあい公演

８名
７名

富山県高岡文化ホール７鍬２７江原道舞踊団（韓国）
タイス（ロシア）

第１回北東アジアモダンダンス・ガラ・イン
とやま

０３

２名富山市民芸術創造センター８鍬４～７ダヴィッド・ポスピシィール
（チェコ　プラハ　ナショナルシア
ター　アシスタントディレクター）
ロベルタ・ポスピシィロヴァー
（チェコ・プラハダンスフェ
スティバル審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ
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５名富山県内８鍬１２～１９王秀傑
（中国　遼寧省文学芸術界連
合会主席）他写真家

日中写真家交流事業０３

１４名井波町木彫りの里一帯８鍬１７～３０五大陸１４ヶ国いなみ国際木彫刻キャンプ’０３
１名富山市民芸術創造センター９鍬１１～１３イヴァンカ・クビツォヴァー

（チェコ　プラハ芸術大学舞
踊学科長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

７名新利賀山房９鍬１０～１５プラハ芸術大学とやま舞台芸術祭利賀２００３

８名富山県民会館
富山養護学校、高岡養護学
校、高志養護学校

１２鍬４～１２ヴォイティナ人形劇団
（ハンガリー）

第２６回富山県こどもフェスティバル
県民ふれあい公演
「三びきのこぶた」（日本語上演）

１名富山市民芸術創造センター１２鍬１３～１６イシュトヴァーン・ピンツェーシュ
（ハンガリー　演出家）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

１名小杉町文化ホールラポール１鍬１８演出　イシュトヴァーン・ピ
ンツェーシュ
（ハンガリー　演出家）

芸術鑑賞
田宮堅二とブラスアンサンブル公演
「タイタニック」・「トスカ」

０４

１名富山いずみ高校、福野小学
校、高岡文化ホール、富山
市民芸術創造センター

１鍬２９～２鍬１ペーター・エルディ（ハンガ
リー・コダーイ音楽教育研究
所監督）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１１名富山県民会館６鍬１８～２０韓国江原道女流書藝家韓国江原道女流書藝家展
４００名富山県民会館、富山県高岡

文化ホール、富山市芸術文
化ホール、富山市民芸術創
造センター、高岡市生涯学
習センター

８鍬１～６１５ヵ国１７団体アジア太平洋こども演劇祭

２名富山市民芸術創造センター８鍬２４～２７ダヴィッド・ポスピシィル（チ
ェコ・プラハ国立劇場アシス
タントディレクター）、ロベル
タ・ポスピシィロヴァー（チ
ェコ・プラハダンスフェステ
ィバル審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

１名富山市民芸術創造センター９鍬１４・１５イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学舞
踊学科長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

８名新利賀山房９鍬１９振付イヴァンカ・クビツォヴ
ァー（チェコ・プラハ芸術大
学舞踊学科長）チェコ・プラ
ハ芸術大学非言語学科

とやま舞台芸術祭利賀２００４「モダンダンス」

７名ウィングウィング高岡、富
山市民芸術創造センター、
高岡第一学園、高岡高校

９鍬１８・２０～２２シュテヴォ・ツァプコ（チェ
コ・プラハ芸術大学非言語学
科教師）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

ユハスネ・レヴァイ・
カタリン ハイドゥ・ビ
ハール県議会会長同行

９名新利賀山房９鍬２６ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

とやま舞台芸術祭利賀２００４「夜の来訪者」

４名富山県民会館１１鍬１３～１７中国遼寧省写真家富山県遼寧省友好写真交流展
６名富山県民会館ホール１１鍬２８チェコ・プラハ芸術大学非言

語学科
第２７回富山県こどもフェスティバル

１名富山市民芸術創造センター１１鍬２９ノエミ・ザルボヴァー（チェ
コ・プラハ芸術大学音楽学部
副部長）

富山県こどもフェスティバル特別講座「非言
語コミュニケーション」

６名県立富山ろう学校、魚津市
立村木小学校、県立にいか
わ養護学校

１１鍬２９・３０、
１２鍬１・２

チェコ・プラハ芸術大学非言
語学科

県民ふれあい公演

１名井波小学校、富山いずみ高
校、高岡文化ホール、富山
市民芸術創造センター

３鍬３～６アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学コ
ンサバトリー準教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

０５

４６名富山市芸術文化ホール８鍬５サン・ミゲル・マスター・コ
ラール（フィリピン）

芸術鑑賞
サン・ミゲル・マスター・コラール
世界合唱シンポジウム　サテライトコンサート

９鍬２３　県民芸術文化祭
２００５に出演
江原道立芸術団も出演

７名

３名
５名
１０名

富山県利賀芸術公園野外劇
場

新利賀山房

新利賀山房

９鍬１８

９鍬２４

９鍬２５

プラハ芸術大学舞踊学科
イヴァンカ・クビツォヴァー
教授と学生６名
中国遼寧バレエ団
瀋陽民族芸術学校
ハンガリーＳＯＮＵＳパーカ
ッション・アンサンブル

とやま舞台芸術祭利賀２００５
・モダンダンス・フロム・プラハ

・モダンダンス・ガラ・イン利賀

・打楽器と吹奏楽

１１鍬２５、２６、２８
指導者招へい事業に参加
１１鍬２６、２８、２９
ふれあい公演に参加

６名富山県民会館ホール１１鍬２７プラハ芸術大学非言語学科
「コクールコフ」
監修　ボリス・ヒブナー博士
プラハ芸術大学非言語学科長
演出・振付　マルティーン・サ
ッハー　プラハ芸術大学講師

第２８回富山県こどもフェスティバル

１名富山市民芸術創造センター１/６～９ロベルタ・ポスピシィロヴァ
ー（チェコ・プラハフェステ
ィバルダンスコンペティショ
ン審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

０６
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１名富山市民芸術創造センター３/２４～２７アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学コ
ンサバトリー準教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

０６

２名富山市民芸術創造センター
他

８/２１～２４ダヴィッド・ポスピシィール、
（チェコ・プラハナショナル
シアターアシスタントディレ
クター）、ロベルタ・ポスピ
シィロヴァー（チェコ・プラ
ハフェスティバルダンスコン
ペティション審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

平田純、小泉博
ベルギー・フランドル
文化省　特別文化賞

平田純
ベルギー・オープン
デック　ヘネシウス
金賞

舟本幸人
ベルギー・オープン
デック　ヘネシウス
銀賞

４名富山全日空ホテル１１/１ルコビッチ・アンドラーシュ、
ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン、ダブローナキ・ジュ
ラ（駐日ハンガリー大使）、
ルコビッチ・ボーバラ

社富山県芸術文化協会創立３５年・
第５５回富山県芸術祭記念式典及び祝賀会

７名富山県民会館ホール１１/２６上海こども舞踊団第２９回富山県こどもフェスティバル
７名富山県教育文化会館ホー

ル、富山県高岡文化ホール
１２/２２～２３プラハ芸術大学舞踊学科生とやま舞台芸術祭２００８

モダンダンス　フロム　プラハ
監修：イヴァンカ・クビツォヴァー（チェコ・

プラハ芸術大学舞踊学科長）
１名富山市民芸術創造センター１/５～８ロベルタ・ポスピシィロヴァ

ー（チェコ・プラハフェステ
ィバルダンスコンペティショ
ン審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

０７

１名富山市民芸術創造センター
他

２/１０～１２イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学舞
踊学部長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

１名井波小学校、吉江中学校、
富山市民芸術創造センター

３/２５～２８チャバ・キシュ（ハンガリー・
デブレツェン　コダーイ合唱
団指揮者）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１２名南砺市いなみ木彫りの里周辺８/１８～９/１１２ヶ国いなみ国際木彫刻キャンプ’０７

９/２３
高岡市福岡つくりもん
まつりで公演

４５名富山県高岡文化ホール９/２２～２４ハンガリー・デブレツェン・
ユースブラスバンド・マジョ
レット

県民芸術文化祭２００７

７名富山県民会館１１/２４ヴォイティナ人形劇団第３０回富山県こどもフェスティバル
県立富山養護学校、吉島小
学校、山室小学校

１１/２０～２２ヴォイティナ人形劇団県民ふれあい公演
アンデルセン作「はだかの王様」（日本語上演）

１名いずみ幼稚園、富山市民芸
術創造センター、富山県民
会館ホール

１１/２０～２３イシュトヴァーン・ピンツェ
ーシュ（ハンガリー　演出家）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

平田純
AMUプラハ芸術大
学賞及び銀メダル

６名富山県民小劇場オルビス１２/１４～１６プラハ芸術大学非言語学科生とやま舞台芸術祭２００７「Lostness」

２名富山市民芸術創造センター、
氷見市立西條中学校

１２/１７～１８ノエミ・ザルボヴァー（チェ
コ・プラハ芸術大学音楽学部
国際関係副部長）
助手：アダム・ハラシュ

芸術文化指導者招へい事業　パントマイムワ
ークショップ

２名富山市民芸術創造センター１/５～８ダヴィッド・ポスピシィール
（チェコ・プラハナショナル
シアターアシスタントディレ
クター）、ロベルタ・ポスピ
シィロヴァー（チェコ・プラ
ハフェスティバルダンスコン
ペティション審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

０８

１名富山県高岡文化ホール、南
砺市立井波小学校、南砺市
立吉江中学校、富山市民芸
術創造センター

３/２４～２７アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学コ
ンサバトリー準教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１名南砺市立吉江中学校、富山
県高岡文化ホール

４/３０～５/３アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学コ
ンサバトリー準教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

３５５名富山県民会館ホール、富山
市芸術文化ホール（オーバ
ード・ホール）、富山市民
芸術創造センター、富山県
高岡文化ホール

７/３１～８/５海外１５ヵ国１８団体第１回とやま世界こども舞台芸術祭

８名ホテルニューオータニ高岡８/１パネリスト：グラディス・コン
トレラス（アルゼンチン）、ヒ
ンドリッヒ・ゼマネク（チェ
コ）、ヘレ・Ｂ・ハウガー（デン
マーク）、メリヤ・ラクソヴィ
ルタ（フィンランド）、他

障害者と舞台芸術フォーラム
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１３名富山県民会館３０４号室８/２パネリスト：パトリック・ラ
ッセル（オーストラリア）、
アリカ・チャンドラ（インド
ネシア）、朴完緒（韓国）、蔡
曙鵬（シンガポール）、他

第３回アジア・アマチュア演劇サミット日本
会議

０８

９/２１
高岡市福岡つくりもん
まつりで特別公演

１１名富山県民会館ホール９/２２～２３韓国江原道キムヨンア伝統芸
術団

県民芸術文化祭２００８

１１名富山県立しらとり養護学
校、魚津市立上野方小学校、
清泉学園いずみ幼稚園、高
岡第一学園附属第一幼稚園

１１/１２～１３チェコ・ミノール人形劇団県民ふれあい公演
キップリング作「ジャングル・ブック」（日本
語上演）

１名富山市民芸術創造センター１１/１４ズデネク・ペカチェク（チェ
コ・ミノール人形劇団演出家）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

２回公演１１名富山県民会館美術館１１/１５チェコ・ミノール人形劇団第３１回富山県こどもフェスティバル
１名富山市民芸術創造センター１/４～７ロベルタ・ポスピシィロヴァ

ー（チェコ・プラハフェステ
ィバルダンスコンペティショ
ン審査委員長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

０９

６名オーバード・ホール３/８プラハ芸術大学「モダンダン
ス・フロム・プラハ」
『天使と悪魔』
監修：イヴァンカ・クビツォ

ヴァー（チェコ）
振付：リー・ジウン（韓国）

芸術鑑賞「洋舞公演」

１名高岡第一高等学校、富山市
民芸術創造センター

３/９～１０イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学舞
踊学部長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

日本・ハンガリー外交関係開設１４０周年、外交
関係再開５０周年
富山県ハンガリー・デー開催事業

２００９年９月
駐日ハンガリー大使館
ボジック・ベーラ副大
使より、石井隆一富山
県知事、平田純氏、小
泉博氏、舟本幸人氏に
駐日ハンガリー大使表
彰のレリーフ授与

５名砺波ロイヤルホテル９/２０ラーツ・ローベルト（ハイド
ゥ＝ビハール県知事）、ソーラ
ート・ティボール（ハイドゥ
＝ビハール県副知事）、モルナ
ール・ラスロー（ハイドゥ＝
ビハール県議会社会党議員会
長）、ヤンチック・ゾルト（メ
リウス文化センター副館長）、
ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン（ハンガリー・ペシュ
ティ・マジャール国立劇場演
出家）

ハンガリー・ハイドゥ＝ビハール県メリウス
文化センターとの芸術文化交流協定調印式

２１名砺波市文化会館９/２０ハイドゥ民俗舞踊団、セレダ
ーシュ民俗音楽団（ハンガリ
ー・ハイドゥ＝ビハール県）

ハンガリー・デー記念公演

砺波市文化会館９/１９

９/２１～２２

ハイドゥ民俗舞踊団、セレダ
ーシュ民俗音楽団

県民芸術文化祭２００９
オープニングフェスティバル公演
生活文化展（舞台公演）

新利賀山房９/２３セレダーシュ民俗音楽団とやま舞台芸術祭２００９
「洋楽・民俗音楽・日舞公演」

７名いこいの村富山

いこいの村富山、五箇山　
他

１１/２～１３

１１/２～１８

楊連昇、高薦（中国遼寧省）、李
光沢、朴永謚（韓国江原道）、ブ
ライ・イシュトヴァーン、フ
ァーチョル・ゾルターン（ハ
ンガリー・ハイドゥ＝ビハー
ル県）、アンジェ・オゥザレ
ック（ポーランド）

とやま国際アートキャンプ２００９
国際アート交流事業

６名富山県民会館美術館・ロビー１１/１４～１８中国遼寧省　高樺（遼寧省文
聯党組織成員・副巡視員）、
王易霓（遼寧省美術家協会副
主席）
ハンガリー・ハイドゥ＝ビハ
ール県　チー・トート・ヤー
ノシュ博士（メリウス文化セ
ンター館長）、タマシュ・イ
シュトヴァーン、マーテー・
アンドラーシュ、ヴァルガ・
ヨーゼフ

第８回国際友好美術交流展

１名富山市民芸術創造センタ
ー、氷見十三中学校、高岡
第一高校、可西舞踊研究所
富山スタジオ

１１/１７～２０ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

９名富山市立呉羽小学校、魚津
市立片貝小学校、富山県立
ふるさと養護学校、富山市
立三郷小学校

１１/１８～２１ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

県民ふれあい公演
アンデルセン作「みにくいあひる」（日本語上
演）

富山県民会館ホール１１/２２ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

第３２回富山県こどもフェスティバル
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１名井波小学校、高岡開進堂楽
器、芳野中学校、高岡松本
ホール、富山市民芸術創造
センター

１２/２２～２９デメーニ・シャロルタ（ハン
ガリー・コダーイ合唱団）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

０９

２名富山市民芸術創造センタ
ー、可西舞踊研究所富山ス
タジオ

１/９～１２ダヴィッド・ポスピシィール
（チェコ・プラハ国立劇場ア
シスタントディレクター）、ロ
ベルタ・ポスピシィロヴァー
（チェコ・プラハ・ダンス・
コンセルヴァトワール舞踊教
師、振付補）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

１０

１６名富山県教育文化会館８/２５～２６崔凱（遼寧省文学芸術界連合
会副主席）、崔暁（オースト
ラリアSBS放送中国語アナ
ウンサー）、中国遼寧バレエ学
校生

とやま舞台芸術祭２０１０
遼寧バレエ学校・田中秀子バレエ研究所合同
公演

６名新川文化ホール９/１８～１９シュテファン・ツァプコ（チ
ェコ・プラハ芸術大学非言語
学科教師）、チェコ・プラハ
芸術大学非言語学科生

県民芸術文化祭２０１０
オープニングフェスティバル
生活文化展（舞台公演）

（６名）利賀芸術公園・新利賀山房９/２０シュテファン・ツァプコ（チ
ェコ・プラハ芸術大学非言語
学科教師）、チェコ・プラハ
芸術大学非言語学科生

とやま舞台芸術祭２０１０
「DEEP IMPRESSIONS」

（１名）富山市民芸術創造センタ
ー、高岡第一学園、片山学
園

９/２１～２２シュテファン・ツァプコ（チ
ェコ・プラハ芸術大学非言語
学科教師）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

７名富山県民会館ホール１１/７瀋陽民族芸術学校芸術団第３３回富山県こどもフェスティバル
（７名）富山市立奥田中学校、富山

市立中央小学校、黒部市　
にいかわ総合支援学校

１１/４～５瀋陽民族芸術学校芸術団県民ふれあい公演

１名可西舞踊研究所富山スタジ
オ、氷見市立南部中学校、
富山市民芸術創造センター

１２/１８～２１イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学舞
踊学科長）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

２名富山市民芸術創造センター１/５～８ダヴィッド・ポスピシィール
（チェコ・プラハ国立劇場ア
シスタントディレクター）、ロ
べルタ・ポスピシィロヴァー
（チェコ・プラハ・ダンス・
コンセルヴァトワール舞踊教
師、振付補）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

１１

９名井波別院　瑞泉寺境内８/１８～３０海外９カ国参加（オーストラ
リア、ブルガリア、チリ、中
国、チェコ、フィンランド、ハ
ンガリー、リトアニア、タイ）

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１１

１２名氷見市民会館、富山市大沢
野文化会館、高岡市ふくお
か総合文化センター、南砺
市井波総合文化センター

９/１８～２０、２２ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

とやま世界こども舞台芸術祭２０１２プレ公演
アンデルセン作「マッチ売りの少女」（日本語
上演）

（１名）富山県立保育専門学院９/２２ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

とやま名誉友好大使委
嘱（バンデール・ハイ
ナルカ、トート・カー
ルマーン、シマーネー・
ヴライク・マリア）

（１２名）富山県高岡文化ホール９/２３ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

県民芸術文化祭２０１１

崔池洵会長に感謝状贈
呈

１２名富山県民会館１１/６崔池洵（韓国・江原道芸術文
化団体総連合会会長）、韓国・
江原児童劇団バンビ

第３４回富山県こどもフェスティバル

（１２名）清泉学園いずみ幼稚園１１/７〃県民ふれあい公演
（１名）大川都バレエ教室スタジ

オ、可西舞踊研究所富山ス
タジオ、高岡第一学園幼稚
園教諭保育士養成所、可西
舞踊研究所高岡スタジオ

１２/１０～１２、１４ロべルタ・ポスピシィロヴァ
ー（プラハ・バレエ・コンセ
ルヴァトワール教師）

芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

６名入善町民会館、黒部市国際
文化センター

１２/１０、１５ヤロスラヴ・スラヴィツキー
（ボヘミアバレエ団芸術監
督）、ロベルタ・ポスピシィ
ロヴァー、ボヘミアバレエ団

とやま世界こども舞台芸術祭２０１２プレ公演

（６名）富山県高岡文化ホール１２/１７～１８〃平成２３年度芸術鑑賞
プラハボヘミアバレエ団・可西舞踊研究所合
同公演　ダンスファンタジー「マッチ売りの
少女」

１名高岡第一学園附属第二幼稚
園、氷見市立十三中学校、
高岡第一高等学校、富山県
立志貴野高等学校

１２/２１～２２ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ
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６名オーバード・ホール２/１２ヘレナ・カザーロヴァー
（プラハ芸術大学舞踊学科長）、
ハーティグ・アンサンブル
（プラハ芸術大学舞踊学科生）

とやま舞台芸術祭２０１１
ダンスファンタジー「WE ARE FRIENDS !」＆
モダンダンス・フロム・プラハ

１２

（１名）高岡第一高等学校、富山市
民芸術創造センター、可西
舞踊研究所高岡スタジオ、
富山市民芸術創造センター

２/１３～１４ヘレナ・カザーロヴァー芸術文化指導者招へい事業　舞踊ワークショ
ップ

１名いずみ高校清泉会館、富山
市民芸術創造センター、富
山県立富山高校、高岡市民
会館、松本ホール

３/１７～２０デメーニ・シャロルタ（ハン
ガリー・コダーイ合唱団）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

小泉博
セルダヘイ・イシュト
ヴァーンハンガリー
国駐日特命全権大使
より、ハンガリー騎
士十字勲章

８名射水市立奈古中学校、舟橋
村立舟橋小学校、滑川市立
北加積小学校、朝日町文化
体育センター（サンリー
ナ）、新川文化ホール大ホー
ル、北アルプス文化センタ
ー、砺波市文化会館、立山
町民会館

６/２８～２９、
７/２～６

ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

とやま世界こども舞台芸術祭２０１２プレ公演
アンデルセン原作「みにくいあひる」（日本
語上演）

１０名クロスランドおやべ７/２７ヤロスラヴ・スラヴィツキー
（ボヘミアバレエ団芸術監
督）、ボヘミアバレエ団（チ
ェコ）

とやま世界こども舞台芸術祭２０１２プレ公演

特別功労者表彰（メリ
ヤ・ラクソヴィルタ、
ベアトリス・セラリオ）
とやま名誉友好大使委
嘱（ヤロスラヴ・スラ
ヴィツキー、崔池洵、
ダヴィッド・ポスピシ
ィール）

２６４名富山県民会館、富山県教育
文化会館、富山市芸術文化
ホール（オーバード・ホー
ル）、富山市民芸術創造セン
ター、富山県高岡文化ホー
ル　他

７/３１～８/５海外１９ヶ国１８団体とやま世界こども舞台芸術祭２０１２

１名富山県教育文化会館・５階
映像センター

８/４講師：蔡曙鵬（シンガポール
演出家・戯曲作家）

アジア舞台芸術映像祭

（１名）富山市民芸術創造センタ
ー、富山県立保育専門学院、
高岡第一高等学校

９/１３～１４アダム・ハラシュ（チェコ・
プラハ芸術大学非言語学科
長）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

７名富山県民会館大ホール９/１５～１６インゲボルグ・ラドク・ジャ
ードナー（チェコ・プラハ芸
術大学音楽舞踊学部副学部
長）、アダム・ハラシュ（チ
ェコ・プラハ芸術大学非言語
学科長）、チェコ・プラハ芸
術大学非言語学科生

「県民芸術文化祭２０１２」
オープニングフェスティバル
生活文化展（舞台公演）

８名富山県民会館ホール１１/４伝統芸術センター（シンガポ
ール）

第３５回富山県こどもフェスティバル　
特別公演：伝統芸術センター（シンガポール）
「ねずみの娘の嫁入り」

（１名）学校法人高岡第一学園附属
第一・第三幼稚園

１１/５蔡曙鵬（シンガポール）芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

１０名富山市山田交流促進センタ
ー

１１/６～１５ケイ・グリーン（オーストラ
リア）、セーニア・ホフメイ
ステロヴァー、アダム・ホフ
メイステル（チェコ・プラハ）、
ブライ・イシュトヴァーン、
ナジ・アーグネシュ（ハンガ
リー・ハドゥ＝ビハール県）、
トリヤディ・グントゥル・ウ
ィラモ（インドネシア）、イ・
ジョンボン、シン・チョルギ
ュン（韓国江原道）、マルギ
ョジャタ・マツコヴィアク（ポ
ーランド）、ダン・ネス（ア
メリカ・オレゴン州）

とやま国際アートキャンプ２０１２

１名富山中部高校、高岡・松本
ホール、富山市民芸術創造
センター

１/１１～１４デメーニ・シャロルタ（ハン
ガリー・コダーイ合唱団）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１３

１名芸創センター、黒部市国際
文化センターコラーレ、可
西舞踊研究所高岡スタジオ

１/１１～１４イヴァンカ・クビツォヴァー
（チェコ・プラハ芸術大学教
授）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

（２名）高志の国文学館９/１９チェコ・プラハ芸術大学舞踊
学科

平成２５年度県民ふれあい公演

（１名）富山市民芸術創造センター９/２０～２１ヴァーツラフ・ヤナチェク（チ
ェコ・プラハ芸術大学舞踊学
科長）

芸術文化指導者指導者招へい事業　洋舞ワー
クショップ

６名砺波市文化会館９/２１～２２プラハ芸術大学舞踊学科県民芸術文化祭 ２０１３
（１名）富山県立八尾高校

富山市民芸術創造センター
９/２７～２８ヤンボール・ヨーゼフ（ハン

ガリー・プレイヤーズ・スタ
ジオ・デブレツェン）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ



177

備　　　　考招聘人数場　　　　　所期間（日数）参 加 団 体 名行　　　　事　　　　名年

（３名）富山県立八尾高等学校９/２９チュールドングルー民俗音楽
団（ハンガリー・ハイドゥ＝
ビハール県）

平成２５年度県民ふれあい公演１３

１８名富山県教育文化会館９/２９ソーラート・ティボル（ハン
ガリー国会議員、ハイドゥナ
ーナーシュ町長）、ルコヴィッ
チ・アンドラーシュ、ヤンボ
ール・ヨーゼフ、グリフ人形
劇団（ハンガリー・ザラエゲ
ルセグ市）、チュールドングル
ー民俗音楽団

とやま舞台芸術祭２０１３
ハンガリー・グリフ人形劇団「三年寝太郎」＆
チュールドングルー民俗音楽団

２回公演７名富山県教育文化会館１１/１７劇団DOMO（韓国江原道）第３６回富山県こどもフェスティバル
児童劇「椿の花」（日本語上演）

（７名）学校法人清泉学園 いずみ
幼稚園

１１/１８〃平成２５年度県民ふれあい公演

１名富山市民芸術創造センター１/５～７ロベルタ・ポスピシィロヴァ
ー（プラハ・コンセルヴァト
ワール教師）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

１４

２回公演７名富山県高岡文化ホール２/８～９ヤロスラヴ・スラヴィツキー
（ボヘミアバレエ団芸術監
督）、イヴァンカ・クビツォ
ヴァー（プラハ芸術大学教
授）、プラハ ボヘミアバレエ
団

とやま舞台芸術祭２０１３
洋舞公演「カルミナ・ブラーナ」

１名高岡市立川原小学校、高岡
市民会館、富山市民芸術創
造センター

３/２０～２３アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学音
楽学部准教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

７名新川文化ホール９/１３～１５プラハ芸術大学非言語学科県民芸術文化祭２０１４
１５名新川文化ホール９/１３～１５中国遼寧省文学芸術界連合会

副主席林建宇　他
富山県遼寧省友好県省３０周年記念　友好美術
交流展（富山展）

（１名）新川文化ホール、富山市民
芸術創造センター

９/１４～１５ミロスラヴァ・チェホヴァー
（チェコ）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

４０名オーバード・ホール１１/３中国遼寧バレエ学校とやま舞台芸術祭２０１４　「中国遼寧バレエ学
校・田中バレエ研究所合同公演」

２回公演１０名富山県教育文化会館１２/７瀋陽民族芸術学校第３７回富山県こどもフェスティバル
（１０名）学校法人清泉学園　いずみ

幼稚園
１２/８瀋陽民族芸術学校平成２６年度県民ふれあい公演

（１０名）富山県立しらとり支援学校１２/９　　　　〃平成２６年度県民ふれあい公演
１名砺波市立出町中学校、富山

市民芸術創造センター、高
岡市民会館、富山大学人間
発達科学部附属中学校

３/２０～２３アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学音
楽学部准教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１５

１１名南砺市・井波別院瑞泉寺鏡
内

８/１８～３０海外１１ヶ国参加（アルゼンチ
ン、オーストラリア、中国遼
寧省、チェコ、ハンガリー、
イタリア、韓国江原道、モン
テネグロ、モロッコ、スイス、
トルコ）

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１５

１名富山音楽院９/１２～１３マティアス・ファイト（ピア
ニスト）

芸術文化指導者招へい事業　オペラワークシ
ョップ

６名富山県高岡文化ホール９/１９～２１プラハ芸術大学舞踊学科県民芸術文化祭２０１５
（１名）富山市民芸術創造センター９/２１～２２ヴァーツラフ・ヤナチェク（チ

ェコ・プラハ芸術大学舞踊学
科長）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

（６名）富山県高岡文化ホール９/２３プラハ芸術大学舞踊学科とやま舞台芸術祭２０１５　洋舞公演「モダンダ
ンス・フロム・プラハ」

１１名富山市山田交流促進センタ
ー・ふれあいの里ささみね

１１/５～１３ケイ・グリーン（オーストラ
リア）、アダム・シュテッチ
（チェコ）、ベルタラン・フ
ェレンツ（ハンガリー・ハイ
ドゥナーナーシュ）、タマシ
ュ・イシュトヴァーン（ハン
ガリー・デブレツェン）、ヨ
ランダ・デ・スーザ・カンマ
マイヤー（インド）、エズダ
イン・ケマル（インドネシア）、
チョン・ギョンフン（韓国江
原道）、パク・ゲスク（韓国
江原道）、アフィッド・エル・
バドリ（モロッコ）、ミロス
ラフ・ズロドフスキー（ポー
ランド）、ダン・ネス（アメ
リカ・オレゴン州）

とやま国際アートキャンプ２０１５

富山県民会館１１/１４～１７中国・遼寧省より５０作品富山県・遼寧省友好写真交流展２０１５
２回公演６名富山県教育文化会館１１/２９ハンガリー・ヴォイティナ人

形劇団
第３８回富山県こどもフェスティバル
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（６名）学校法人清泉学園　いずみ
幼稚園、学校法人高岡第一
学園附属第三幼稚園

１１/３０ハンガリー・ヴォイティナ人
形劇団

平成２７年度県民ふれあい公演１５

２名オーバード・ホール２/２１プラハ・ボヘミアバレエ団とやま舞台芸術祭２０１５　ドラマチック・ダン
ス「雪の女王」協力出演

１６

８名高岡市生涯学習センター、
舟橋村立舟橋小学校、立山
町立利田小学校、射水市立
作道小学校、滑川市立北加
積小学校、氷見市立明和小
学校

２/２９～３/５ハンガリー・劇団プレイヤー
ズ・スタジオ・デブレツェン

とやま世界こども舞台芸術祭２０１６プレ公演　
アンデルセン原作「みにくいあひる」（日本
語上演）

１名砺波市立出町中学校、富山
市民芸術創造センター、開
進堂楽器MPC高岡

３/１９～２２アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学音
楽学部准教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

９名婦中ふれあい館、北アルプ
ス文化センター、新川文化
ホール、庄川生涯学習セン
ター、ふくおか総合文化セ
ンター（Ｕホール）、南砺
市立福野小学校、黒部市国
際文化センター、入善町民
会館コスモホール、朝日町
文化体育センター（サンリ
ーナ）

６/２９～７/６ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

とやま世界こども舞台芸術祭２０１６プレ公演　
アンデルセン原作「みにくいあひる」（日本
語上演）

（８名）クロスランドおやべ（メイ
ンホール）

７/２７チェコ・ボヘミアバレエ団とやま世界こども舞台芸術祭２０１６プレ公演

第１０回TIATF&PAT
記念表彰（メアリー・
ペアーズ）

４０８名富山県民会館、富山県教育
文化会館、富山市芸術文化
ホール（オーバード・ホー
ル）、富山県高岡文化ホー
ル　他

７/３０～８/４海外２３ヶ国・地域２５団体とやま世界こども舞台芸術祭２０１６

（８名）富山県高岡文化ホール　８/５チェコ・ボヘミアバレエ団とやま世界こども舞台芸術祭２０１６　高岡スペ
シャル公演

６名富山県民会館９/１７～１９プラハ芸術大学非言語学科県民芸術文化祭２０１６
（１名）富山市民芸術創造センター９/１９～２０エリシュカ・ブルトニツカー

（チェコ）
芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

功労者表彰
（パトリス・セラリオ、
ベアトリス・セラリオ）

２名富山県民会館、ANAクラ
ウンプラザホテル富山

１１/３パトリス・セラリオ、ベアト
リス・セラリオ（モナコ公国）

富山県芸術文化協会創立４５年・第６５回富山県
芸術祭　記念式典、祝賀会

２回公演８名富山県教育文化会館１１/２７ベルギー・ハウズパラシュ第３９回富山県こどもフェスティバル
（８名）高岡市立こまどり支援学

校、学校法人高岡第一学園
附属第三幼稚園

１１/２８ベルギー・ハウズパラシュ平成２８年度県民ふれあい公演

１名高岡市民会館、富山市民芸
術創造センター、高岡市立
博労小学校

３/１８～２１アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー・デブレツェン大学音
楽学部准教授）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１７

６名富山県高岡文化ホール　８/５～６チェコ・ボヘミアバレエ団とやま舞台芸術祭２０１７
洋舞公演「DEEP IMPRESSIONS」
　　　　「カルミナ・ブラーナ」

６名砺波市文化会館９/１６～１８プラハ芸術大学舞踊学科県民芸術文化祭２０１７
（１名）砺波市出町子供歌舞伎曳山

会館、富山市民芸術創造セ
ンター

９/１７～１８ヴァーツラフ・ヤナチェク（チ
ェコ）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ

瀋陽民族芸術学校（１８
名）、リトルDOMO（６
名）、プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェ
ン（９名）、ゴールデン・
ストロー・フォーク・
ダンス・グループ（１５
名）

４８名富山県教育文化会館１１/１２中国遼寧省・瀋陽民族芸術学
校、韓 国 江 原 道・リ ト ル
DOMO、ハンガリー・プレイ
ヤーズ・スタジオ・デブレツ
ェン、ハンガリー・ゴールデ
ン・ストロー・フォーク・ダ
ンス・グループ

第４０回富山県こどもフェスティバル
「マティとガチョウ」（日本語上演）
（ハンガリー・プレイヤーズ・スタジオ）

（４８名）社会福祉法人富山聖マリア
会　幼保連携型認定こども
園　富山聖マリア保育園、
学校法人伏木中央学園　幼
保連携型認定こども園　か
たかご幼稚園　かたかご保
育園、学校法人萩浦学園　
さみどり認定こども園、富
山市立杉原中学校

１１/１３～１４〃平成２９年度県民ふれあい公演

６名富山県民会館ロビー１１/２５～２８中国・遼寧省より美術家６名富山県・遼寧省友好「遼寧文化芸術週」２０１７
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１名滑川市（滑川中央保育園、
中加積保育園、東加積小学
校、西加積認定こども園、
あずま保育所、寺家小学校、
浜加積保育園、早月加積認
定こども園、東部小学校、
坪川保育所、やなぎはら保
育園、北加積小学校、西部
小学校、童和保育園、南部
小学校、田中小学校）

２/５～９イシュトヴァーン・ピンツェ
ーシュ（ハンガリー）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

１８

１名富山県高岡文化ホール、富
山市民芸術創造センター、
射水市立小杉中学校、南砺
市立井波小学校

３/１７～２０アーグネシュ・テレク（ハン
ガリー）

芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

６名新川文化ホール９/１５～１７プラハ芸術大学非言語学科県民芸術文化祭２０１８
（１名）新川文化ホール、富山市民

芸術創造センター
９/１６～１７アダム・ハラシュ（チェコ）芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ

ップ
１名滑川市（童和保育園、あず

ま保育所、やなぎはら保育
園、東加積小学校、早月加
積認定こども園、坪川保育
所、滑川中央保育園、中加
積保育園）

９/２６～２７、
１０/１～２

ピンツェーシュ・イシュトヴ
ァーン（ハンガリー）

芸術文化指導者招へい事業　演劇ワークショ
ップ

４名富山県教育文化会館９/２８ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

劇団文芸座７０周年記念公演①
国際競演　アントン・チェーホフ作「結婚の
申し込み」

５名富山県教育文化会館１１/１１瀋陽民族芸術学校第１回とやまこども舞台芸術祭
（５名）早月加積認定こども園、浜

加積保育園、西加積認定こ
ども園

１１/１２～１３〃平成３０年度県民ふれあい公演

１０名富山県呉羽青少年自然の家１１/１３～２３アンジェ・クーパー（オース
トラリア）、タルシソ・ヴィ
リアート（ブラジル）、郭洪
権（中国遼寧省）、マーテー・
アンドラーシュ（ハンガリー・
デブレツェン）、デメテル・
イムレ（ハンガリー・ハイド
ゥナーナーシュ）、ヨランダ・
デ・スーザ・カンママイヤー
（インド）、ラジェンドラ・
プラバカール・ウサプカール
（インド）、パク・ドングッ
ク（韓国江原道）、カール・
アブラモヴィック（アメリカ・
オレゴン州）、ダン・ネス（ア
メリカ・オレゴン州）

とやま国際アートキャンプ２０１８

１１名富山県民会館ロビー１１/２４～２７江原道女流書藝家協会国際友好交流事業
「韓国江原道女流書藝家展とやま２０１８」

３名富山県教育文化会館１/２３～２４ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

劇団文芸座７０周年記念公演②
日本・ハンガリー外交関係開設１５０周年記念
国際合同公演　加藤道夫作「思い出を売る男」

１９

６名富山県民会館２/１７チェコ・ボヘミアバレエ団平成３０年度芸術鑑賞　洋舞公演
ボヘミアバレエ団・可西舞踊研究所　国際合
同公演

１名県立高岡西高等学校、開進
堂、砺波市立出町小学校、
砺波市立出町中学校、南砺
市立井波小学校、射水市立
小杉中学校、高岡市生涯学
習センター

３/２３～２６チャバ・キシュ（ハンガリー）芸術文化指導者招へい事業　合唱ワークショ
ップ

１０名富山県高岡文化ホール　９/１３～１７遼寧省外事弁公室、遼寧省文
学芸術界連合会　代表団

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」

８名滑川市地域交流センタース
クールホール、射水市大島
絵本館、南砺市井波総合文
化センター、朝日町文化体
育センター、ふくおか総合
文化センター

８/６～９ハンガリー・プレイヤーズ・
スタジオ・デブレツェン

とやま世界こども演劇祭２０２０プレ公演
アンデルセン原作「みにくいあひる」（日本語
上演）

（８名）富山県教育文化会館８/１１〃第２回とやまこども舞台芸術祭
８名南砺市　井波芸術の森公園８/１８～３０海外８ヶ国参加（ベナン、中

国遼寧省、ハンガリー、イタ
リア、モンゴル、ポルトガル、
ルーマニア、アメリカ）

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９

６名富山県高岡文化ホール９/１４～１６プラハ芸術大学舞踊学科県民芸術文化祭２０１９
（１名）富山県高岡文化ホール、富

山市民芸術創造センター
９/１５～１６ミルカ・エリアーショヴァー

（チェコ・プラハ芸術大学講
師）

芸術文化指導者招へい事業　洋舞ワークショ
ップ


