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黒部市歴史民俗資料館   令和 4年度

第3回 歴史講座
黒部と

　　田中冬二
講師：綿引  香織 氏

高志の国文学館 学芸員

8/27 土13:30～

　詩人・田中冬二 (1894～1980) は、父の故郷である
黒部市生地を自らの「ふるさと」と呼び、生涯にわたり
大切にしました。黒部の風土や、そこに生きる人々
へのまなざしをつづった作品等を通じて、冬二が
ふるさとに寄せた思いを探ります。

〒938-0861 富山県黒部市宇奈月町下立 682
TEL:0765-65-1010  開館時間 9:00-18:00 
月曜・毎月最終木曜・祝日の翌日休館 (9/19, 10/10 は開館 )

うなづき友学館

要事前申込み 

定員 :40 名 ( 定員に達した場合は抽選 )　

( 今後の状況によっては内容の変更、　　
イベントの中止等を行う場合があります )　

会場：うなづき友学館 2階視聴覚ホール

入場無料

TEL:0765-65-1010

申込締切：8/23火曜

詩歌の世界
7/22金～11/27日令和4年

第18回特別展
関連展示

申込み



会場：黒部市総合体育センター場 黒部市総合体育センタ
主催：黒部商工会議所・黒部市主催：黒部商工会議所・黒部市部市主催主催：黒：黒部商部商工会工会議所議所・黒・黒部市部市
https://www.kurobefair.com/

会場：黒部市総合体育センター場場：黒黒部部市市総総合合体体育育セセンンタタ
9.17sat / 9.18sun

10:00-17:00 10:00-16:00
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※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの開催を中止させていただく場合があります。
ご来場前に必ず「くろべフェア2022ホームページ」にて開催の有無をご確認ください。（https://www.kurobefair.com/）

商工業の祭典

リアル開催に帰ってきた！
6 7 t h  K u r o b e  F a i r  2 0 2 2





東山 洸雅（ひがしやま こうが）ピアノ　
黒部市出身。富山中部高校普通科卒業。東京藝大大学院修士課程修了。ドイツ・フライブルク音楽大学Advanced Studies課程を満
点の成績で修了。帰国後、京都芸大大学院博士課程修了、音楽博士号取得。第2回富山ピアノコンクールシニア部門グランプリ。第28
回富山県新人演奏会に出演、富山県知事賞及び北日本新聞音楽奨励賞を受賞。第24回宝塚ベガ音楽コンクール第1位、兵庫県知
事賞、会場審査員特別賞。第2回ハンス・フォン・ビューロー国際ピアノコンクールプロ部門第2位。第25回ABC新人コンサート最優秀音楽
賞。マイニンゲン宮廷楽団、日本センチュリー交響楽団など、国内外のオーケストラと共演。現在、京都芸大ピアノ科および洗足学園音楽大
学各非常勤講師。富山県立呉羽高校音楽コース講師。トロイメライピアノ教室特別講師。

藤田 千穂（ふじた ちほ）ヴァイオリン　
神奈川県出身。富山市在住。東京都立芸術高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。同大学研究科、ウィーン市立
音楽院修了。国内コンクール入賞多数。スイスの国際音楽祭「ティチノ・ムジカ」にてソロリサイタル開催。中島みゆき「夜会」（vol.11～
14）にてストリングを担当。これまでに西川まこと、奥田富士子、奥田雅代、霜佐紀子、小林健次、トーマス・クリスティアン、アレクサンダー・
アレンコフの各氏に師事。現在、ソロ、室内楽、オーケストラ等での幅広い演奏活動のほか、子供の為のコンサートも積極的に行っている。ピ
アノとヴァイオリンと語りによるユニット「エンジェリズム」メンバー。桐朋学園大学附属「子供のための音楽教室」富山教室講師。

新井 紗央理（あらい さおり）ヴァイオリン　
富山中部高等学校を経て東京音楽大学ヴァイオリン専攻卒業。桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修了。第20回富山県青少年音楽
コンクール 最優秀賞、NHK富山放送局長賞受賞。第8回大阪国際音楽コンクール ヴィルトーゾコース第4位。2010年 チョン・ミョンフン指
揮 特別演奏会“リゴレット”に出演。2012年 小林研一郎指揮 シンフォニーオーケストラ ヨーロッパ演奏旅行に参加。2018年 富山県芸術
文化協会奨励賞受賞。これまでに小澤眞琴、進藤義武、中村静香の各氏に師事。現在、新井ヴァイオリン・チェロ教室主宰。後進への指
導のかたわら、県内外においてソロ・室内楽・オーケストラの演奏活動を積極的に行っている。

高田 愛子（たかた あいこ）ヴィオラ　
愛知県立芸術大学卒業後、桐朋学園大学院大学（修士課程）ヴァイオリン専攻修了。大学院在学中に桐朋オーケストラアカデミー研修
課程（ヴィオラ専攻）修了。全日本学生音楽コンクール入選、富山県青少年音楽コンクール大賞、富山県新人演奏会にて北日本新聞
音楽奨励賞及び富山県知事賞受賞。ソロ、室内楽、オーケストラコンサート等に出演するほか、朗読や絵画といった他ジャンルとのコンサート
を自ら企画、出演を行っている。富山県立呉羽高等学校管弦楽部、石川県ジュニアオーケストラトレーナー。富山市出身。金沢市在住。

井上 貴信（いのうえ たかのぶ）チェロ　
埼玉県出身。富山市在住。東京音楽大学付属高等学校、同大学を経て、同研究科を修了。ドイツで行われた国際音楽祭“CIMF in 
Germany”に全額奨学金を受け参加。期間中、多数の演奏会に出演し、いずれも好評を得た。2012～14年、フェリス女学院大学音楽
学部非常勤副手。桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修了。これまでに、松波恵子、堀了介、田中雅弘の各氏に師事。ソロや室内楽、
オーケストラ等クラシックでの活動の他に、ミュージカルでの演奏やアーティストのサポート、テレビ番組、MV、CM出演等、幅広い分野での演奏
活動を行っている。また富山市の新井ヴァイオリン・チェロ教室にて後進の指導にあたっている。
◇新井ヴァイオリン・チェロ教室HP  https://arai-violin.jimdofree.com

出演者プロフィール

お客様へのお願い
①風邪の症状のある方は入場をご遠慮くだ
さい　②入場時、検温、チェックシートへのご
記入をお願いします　③マスクの着用、手指
の消毒をお願いします　④会場では大声で
の会話をお控えください　⑤やむを得ず公演
が中止、変更になる場合があります（最新
情報をご確認ください）

湯の街ふれあい音楽祭モーツァルト＠宇奈
月（宇奈月モーツァルト音楽祭）は、宇奈
月温泉がモーツァルトの生誕地、オーストリア
の古都・ザルツブルクに似ていると常々思って
いた街の有志と、指揮者・横島勝人氏の
「宇奈月にはモーツァルトが似合う︕」という
言葉が出会い、2010年にはじまった、モー
ツァルトの曲だけを演奏するユニークな音楽
祭です。
温泉街の各所で行われる無料のミニコン
サートと、セレネのホールで開催する有料の
コンサート（室内楽コンサートやスペシャルコ
ンサートなど）の二つで成り立っています。

宇奈月モーツァルト音楽祭

宇奈月モーツァルト音楽祭事務局
富山県黒部市宇奈月温泉６-３セレネ内　電話 0765-62-2000



アレグレットの主題による変奏曲　KV.５００ （ピアノソロ）
サラサーテ : モーツァルトの歌劇｢魔笛｣による演奏会用幻想曲
ヴァイオリン ・ ソナタ　ホ短調　KV.３０４　　 ほか

プログラム

●主催　宇奈月モーツァルト音楽祭実行委員会
●共催　黒部市／北日本新聞社／黒部市芸術創造センター セレネ　
●後援　北日本放送／富山テレビ放送／チューリップテレビ／新川コミュニティ放送
　　　　　 みらーれTV／宇奈月温泉自治振興会／黒部市教育委員会

入場料　一般１,０００円　高校生以下５００円
全席自由・未就学児は入場できません。
前売り券はありません。当日入場時に料金をお支払いください。

会　 場　黒部市芸術創造センター セレネ （大ホール）

２０２２年 ９月１８日㊐
開場 １０:００
開演 １０:３０ 宇奈月モーツァルト音楽祭事務局

富山県黒部市宇奈月温泉６-３セレネ内　電話 0765-62-2000

お問合せ

塚田尚吾 西尾安梨沙
  デュオ コンサート

4歳からヴァイオリンを始める。京都市立京都堀川音楽高校を経て、京都市立
芸術大学音楽学部弦楽専攻卒業。同大学院音楽研究科修士課程卒業。
第10回関西弦楽コンクール優秀賞。第10回神戸新人音楽賞コンクール優秀
賞受賞、リサイタルを行う。第4回豊中音楽コンクール入選。2017～2019年、
小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクト、セイジ・オザワ松本フェスティバルに参加。
ムジークアルプ夏期国際アカデミー(フランス)、ヨーロッパサマーアカデミー(ドイツ)、
とやま室内楽フェスティバル2017、2018に参加。2018年リヴィウ国際音楽祭
(ウクライナ)にてソリストとしてオーケストラと共演。
これまでにヴァイオリンを村瀬理子、福本泰之、
四方恭子の各氏に師事。現在、ソロ、室内楽、
プロオーケストラの客演など幅広く活動している。

富山県立富山中部高等学校を経て、京都市立芸術大学音楽学部を首席で
卒業。卒業に際し市長賞・京都音楽協会賞受賞、同大学大学院音楽研究
科修了。公益財団法人青山財団奨学生、宗次エンジェル基金／公益社団
法人日本演奏連盟新進演奏家国内奨学金奨学生。富山県青少年音楽コ
ンクール音楽大賞、岐阜国際音楽祭コンクール第1位、Paris Grand Prize 
Virtuoso国際コンクール第１位、他多数受賞。富山県知事賞、北日本新
聞音楽奨励賞、京都芸術祭音楽部門新人賞受賞。これまでに読売新人演
奏会、日演連主催リサイタル・シリーズ、宇奈月モーツァルト音楽祭、おきでん
シュガーホール新人演奏会、ラ・フォル・ジュルネ金沢音楽祭、いしかわ・金沢 
風と緑の都音楽祭に出演し、ソロ・リサイタル、室内楽で多くの演奏会を開催す
る。第13回北陸新人登竜門コンサートに合格し、オーケストラ・アンサンブル金
沢と共演。これまでに留岡陽子、越野正信、関本昌平、鶴見彩、上野真、野
原みどり、アンドレアス・グロートホイゼンの各氏に師事。2020年第14回岩城
宏之音楽賞受賞。現在オーストリア国立ザルツブルク・モーツァルテウム音楽大
学ピアノソリスト課程在学中、10月より同大学Klavierkammermusik und 
Liedgestaltung（室内学科兼歌曲伴奏）専攻に進学予定。

塚田尚吾プロフィール 西尾安梨沙プロフィール



Requiem in d-Moll

Divertimento

Violin   辻　 久直／田中　 緑／津久井 清美／沼田 典子
Viola           高田 亮二
Cello  　　　朴谷 　修
Contrabass  藤島 晃彦
Timpani  　  塩田 　惇

Violin   辻　 久直／田中　 緑／津久井 清美／沼田 典子
Viola           高田 亮二
Cello  　　　朴谷 　修
Contrabass  藤島 晃彦
Timpani  　  塩田 　惇

指揮　横島 勝人

♪

渡辺 洋輔
Baritone

谷口 琴音
Soprano Tenor

近藤 洋平

音楽祭スペシャルコンサート

Violin
藤田 千穂

Violin
新井 紗央理

Viola
高田 愛子

Cello
富田　 祥

管弦楽　宇奈月チェンバーオーケストラ

合　 唱　宇奈月アマデウス祝祭合唱団

ディヴェルティメント　ニ長調 K.１３６

レクイエム　ニ短調 K.６２６

Mezzo-soprano
前澤 歌穂

間部 栄司
Piano

Wolfgang Amadeus Mozart

ソプラノ

アルト 広川 順子

テノール
バス

宇奈月アマデウス祝祭合唱団

三井　 香 中島 弘美

篠崎 富美子 宝田 優孝

合唱指導　三井　香

寺島 紀子大田 ゆか子

鮫澤 由加利 松村 美智代

練習ピアニスト　間部 栄司

結城 美喜子三井 真弓

大崎 晴夫上田 洋一伊東 景治 米澤 憲二郎松原 英樹松倉 正機 宮﨑 昌訓
藤井 　実 米田 幹雄

川尻 久美子 杉澤 禎子 村椿 尚美

三井 適夫
石川 幹夫

湊 　千洋

出演者は変更になる場合があります

花岡 光子

鷹田 利治
鍛冶 哲郎

金井 律子 河村 はるみ 宮村 美帆

朝野 淳子 奥村 裕子 鷹田 由美子 舟川 敦子 湊屋 真津代 森内 正巳

広田 克美
辻　 博文

2022年 9月18日(日)
入場料　一般 2,000 円　高校生以下 500 円 全席自由・未就学児は入場できません

開場14:30  開演15:00

会　場　黒部市芸術創造センター セレネ 大ホール
お問合せ　宇奈月モーツァルト音楽祭実行委員会

富山県黒部市宇奈月温泉６-３セレネ内
電話 0765-62-2000 

チケットプレイガイド
セレネ／コラーレ／カフェモーツァルト

Arts-Navi
富山県民会館／富山県教育文化会館
新川文化ホール／富山県高岡文化ホール

●主催　宇奈月モーツァルト音楽祭実行委員会
●共催　黒部市／北日本新聞社／黒部市芸術創造センター セレネ　
●後援　北日本放送／富山テレビ放送／チューリップテレビ／新川コミュニティ放送／みらーれTV／宇奈月温泉自治振興会／黒部市教育委員会

Photo: Shigeto Imura

プログラム



横島 勝人（よこしま かつと）　指揮・音楽祭芸術監督
大阪生まれ。9歳よりピアノ、大阪音大在学中より指揮を始める。1990年よりウィーン国立音大でL.ハーガー、P.シュヴァルツ、湯浅勇治各氏に師事。90年ウィーンマイス
タークラス指揮セミナー、96年ハンガリー国立セゲド響主催セミナーでJ.カルマー、E.アッチェル各氏に師事。98年キリル・コンドラシン国際指揮者コンクールベスト８。99年
ウィーン楽友協会ホールでトーンキュンストラー響ベートーヴェン「第九」、2001年ウィーン郊外でハイドン”天地創造”、03年プラハ放送響を指揮。00年より小澤征爾音楽
塾オペラプロジェクトのアシスタント・合唱指揮。05年ライプツィヒのチャリティ・コンサートでバッハ、ロ短調ミサと「第九」を指揮。06年ウィーンとプラハでモーツァルト生誕250年
「レクイエム・ガラ特別演奏会」。09年紀尾井シンフォニエッタ東京第68回定期演奏会にてメンデルスゾーン、エリア合唱指揮。09年「国境なき合唱団」ベルリン公演でベル
リン・シンフォニエッタを指揮して｢第九｣を、11年プラハとライプツィヒで「第九」を指揮。これまでに、ハンガリー国立セゲド響、マーフ・ブダペスト響、オランダ放送管、新日本フィ
ル、東京シティフィル、大阪フィル、日本センチュリー響、関西フィル、京都市響、広島響、岡山フィル、奈良フィル、東京佼成ウィンド、大阪市音楽団などを指揮。現在、長
野県松本市「モーツァルト交響曲・全曲演奏会」芸術監督、富山県黒部市「宇奈月モーツァルト音楽祭」芸術監督。

渡辺 洋輔（わたなべ ようすけ）バリトン　
呉羽高校音楽コース、東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。これまで、多数のオペラ出演や合唱曲のソリストを務める。富山県オペラ協会芸術会員、東京藝術大学同
声会富山県支部会員。第26回富山県新人演奏会北日本新聞社賞受賞・富山県知事賞受賞、平成29年度富山県芸術文化協会奨励賞受賞。現在、富山県立
呉羽高等学校教諭。

谷口 琴音（たにぐち ことね）ソプラノ
氷見市出身、小矢部市在住。富山県立高岡西高等学校を経て、愛知県立芸術大学音楽学部声楽専攻を卒業。これまでに、大西真澄、ビルギッタ・ノルドファルク各
氏に師事。『コジ・ファン・トゥッテ』フィオルディリージ、デスピーナ『フィガロの結婚』スザンナ、『魔笛』パパゲーナ、『森は生きている』女王、『ダイドーとエネアス』第一の魔女、な
ど、数々のオペラに出演、好評を得る。ベートーヴェン『交響曲第九番』、フォーレ『レクイエム』などのソプラノソリストを務める。オペラ『ヘンゼルとグレーテル』を主として公演す
る団体《Blossom》主催、主演。ホール公演や学校訪問公演を定期的に開催。高岡市、富山市にて、ソロリサイタル、ジョイントリサイタルを開催。富山新聞文化セン
ター、北國新聞文化センター、講師。『津沢合唱団』指導、指揮。声楽アンサンブルユニット「Capella」メンバー。

間部 栄司（まべ えいじ）ピアノ　
5歳よりピアノを始める。富山県立呉羽高等学校普通科音楽コース卒業。武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。ハンガリー国立リスト音楽院留学。第
21回富山県新人演奏会にて最高位の北日本新聞音楽奨励賞と富山県知事賞を併せて受賞。大阪国際音楽コンクール2010入賞。2016年、横島勝人指揮、宇奈
月アマデウス祝祭管弦楽団とモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番第1楽章を共演。ピアノを故・平野信子、平野春夫、山﨑道子、重松聡、グヤーシュ・イシュトヴァーン
の各氏に、日本歌曲伴奏法を塚田佳男氏に師事。富山県立呉羽高等学校非常勤講師。間部ピアノ教室を主宰。演奏活動を行う傍ら、後進の指導に当たっている。

出演者プロフィール

前澤 歌穂（まえざわ かほ）メゾソプラノ
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、イタリア国立アッリーゴ・ボーイト パルマ音楽院修了。2018年パルマ王立歌劇場にてイタリア語版オペラ〈ヘンゼルとグレーテル〉より
ヘンゼル役で出演。同年ヴェルディ歌劇場にてヴェルディ・フェスティバルコンサートに出演。2019年第18回北陸新人登竜門コンサートで優秀者に選ばれ、川瀬賢太郎指
揮、オーケストラ・アンサンブル金沢と共演。2019年～2022年≪いしかわ・金沢　風と緑の楽都音楽祭≫で各地のオーケストラと共演。オルガニスト原田真侑と2020年彩
の国さいたま芸術劇場音楽ホールにて第118回光の庭プロムナード・コンサート、2021年川口リリア・音楽ホールにてクリスマス・パイプオルガン・コンサートで共演。声楽を
大西真澄、朝倉あづさ、永井和子、富岡明子、レリオ・カピルーピ、ジョヴァンナ・ビーギの各氏に師事。

近藤 洋平（こんどう ようへい）テノール
横浜国際音楽コンクール声楽１位。大阪国際音楽コンクール声楽２位。サントリーホールオペラアカデミーにて研鑽。オペラ｢ラ・ボエーム｣「魔笛」「ヘンゼルとグレーテル」や
ミュージカル｢黄昏のラプソディ｣等で主要キャスト。オペラ・ミュージカルへの出演に加え、音楽劇の脚本・作曲も手掛ける「テノール・ソングライター」。声質はテノーレ・リリコ・
レッジェーロ。強力な超高音域や繊細な表現に定評があり、幅広い曲種に取り組む。また、編曲やアカペラアレンジ、打込み音源の作成も自身で行う。近年は劇作品への
創作意欲を高めており、2019年に朗読歌劇「熱の刻印」、2020年には音楽劇「天使たちの小言」の脚本・作曲・演出を担う。これまでに富山・滋賀県において５度のソ
ロリサイタルを開催。富山・石川・滋賀県を中心に合唱指揮者、及びボイストレーナーとして活動。プロ野球｢楽天×オリックス戦｣国歌独唱。YouTubeチャンネル開設。

藤田 千穂（ふじた ちほ）ヴァイオリン　
神奈川県出身。富山市在住。東京都立芸術高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。同大学研究科、ウィーン市立音楽院修了。国内コンクール
入賞多数。スイスの国際音楽祭「ティチノ・ムジカ」にてソロリサイタル開催。中島みゆき「夜会」（vol.11～14）にてストリングを担当。これまでに西川まこと、奥田富士
子、奥田雅代、霜佐紀子、小林健次、トーマス・クリスティアン、アレクサンダー・アレンコフの各氏に師事。現在、ソロ、室内楽、オーケストラ等での幅広い演奏活動のほ
か、子供の為のコンサートも積極的に行っている。ピアノとヴァイオリンと語りによるユニット「エンジェリズム」メンバー。桐朋学園大学附属「子供のための音楽教室」富山教室
講師。

新井 紗央理（あらい さおり）ヴァイオリン　
富山中部高等学校を経て東京音楽大学ヴァイオリン専攻卒業。桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修了。第20回富山県青少年音楽コンクール 最優秀賞、NHK富
山放送局長賞受賞。第8回大阪国際音楽コンクール ヴィルトーゾコース第4位。2010年チョン・ミョンフン指揮 特別演奏会“リゴレット”に出演。2012年 小林研一郎指
揮 シンフォニーオーケストラ ヨーロッパ演奏旅行に参加。2018年富山県芸術文化協会奨励賞受賞。これまでに小澤眞琴、進藤義武、中村静香の各氏に師事。
現在、新井ヴァイオリン・チェロ教室主宰。後進への指導のかたわら、県内外においてソロ・室内楽・オーケストラの演奏活動を積極的に行っている。

高田 愛子（たかた あいこ）ヴィオラ　
愛知県立芸術大学卒業後、桐朋学園大学院大学（修士課程）ヴァイオリン専攻修了。大学院在学中に桐朋オーケストラアカデミー研修課程（ヴィオラ専攻）修
了。全日本学生音楽コンクール入選、富山県青少年音楽コンクール大賞、富山県新人演奏会にて北日本新聞音楽奨励賞及び富山県知事賞受賞。ソロ、室内楽、
オーケストラコンサート等に出演するほか、朗読や絵画といった他ジャンルとのコンサートを自ら企画、出演を行っている。富山県立呉羽高等学校管弦楽部、石川県ジュニ
アオーケストラトレーナー。富山市出身。金沢市在住。

富田　 祥（とみた さち）チェロ　
京都市立芸術大学音楽学部卒業、桐朋学園大学院大学修士課程修了。定期的にソロリサイタルを開催。また室内楽の活動を積極的に行っている。ピアノ三重奏団
Trio RFR（アルファ）では、室内楽コンテスト「第1回ベストオブアンサンブル in Kanazawa」にてグランプリを受賞。金沢、大阪にてピアノトリオリサイタルを開催。
現在、富田祥チェロ教室主宰。後進の育成にも力を注いでいる。
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【凡例】 

 赤字：配布資料に掲載がない部分 

  

令和４年度９月補正予算（案）について（９月定例会 提出案件） 

 

１．一般会計 補正予算額について 

現在予算額         222億 9,179万 9千円 

９月補正予算額       4億 9,662万 5千円 

（うち、新型コロナウイルス感染症対策費    2億 8,233万 3千円） 

９月補正後 予算総額     226億 9,842万 4千円 

（うち、新型コロナウイルス感染症対策費 総額   7億 4,049万 6千円） 

 

２．主な事業 

①実践型インターンシップ事業費              336万 0千円 

全国から募集した大学生等と市内企業経営者とが協働し、企業が抱える課題解 

決に取り組む「実践型インターンシップ」の実施に係る経費を計上するもの。 

時期：令和５年２月～３月頃（１か月間） 

事業内容：市内企業２か所で大学生等４名程度を受入れ 

 

  ②黒部ルート一般開放・宇奈月温泉開湯 100周年に 

向けた誘客プロモーション事業費           1,300万 0千円 

令和６年の黒部ルート一般開放や令和５年に控える宇奈月温泉開湯 100周年に 

向けた誘客プロモーション事業に係る経費を計上するもの。 

・プレ開湯 100周年シンポジウム開催費 

・PR費 Ｖリーグアクアフェアリーズ遠征バスラッピング、ユニフォーム広告 

 

  ③国際山岳年プラス 2 0
トゥエンティ

シンポジウム in黒部開催補助金   71万 5千円 

「国際山岳年プラス 2 0
トゥエンティ

シンポジウム in黒部」の開催に対し、一般財団法人全 

国山の日協議会に補助をするもの。 

日程：令和４年 12月 10日、11日（２日間） 

 場所：黒部市芸術創造センター セレネ 

 

 

 

 

手持ち資料  
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  ④あいの風とやま鉄道黒部駅周辺都市施設整備事業    8,400万 0千円 

駅西側方面からの利便性を向上させるため、東西連絡自由通路等の整備に係る 

設計業務費を計上するもの。（東西連絡自由通路、広場、駐車場、駐輪場） 

 

【新型コロナウイルス感染症対策費】 

新型コロナウイルス感染症対応分 

⑤新型コロナウイルスワクチン接種事業費    3,904万 6千円 

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種の対象者拡大等にあたり、接種体制 

   確保のための経費を計上するもの。 

    ・医療機関、高齢者施設、障害者施設等の 

従事者への４回目ワクチン接種費用 

・１～３回目接種者の増加分 

    ・オミクロン株に対応したワクチン接種体 

制の確保（コールセンター運営費等） 

 

 

 

  ⑥子どもインフルエンザ予防接種事業助成事業費      978万 5千円 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を抑制し、コロナ禍に 

おける医療機関の負担軽減を図るため、小中学生のインフルエンザ予防接種費 

用の助成を行うもの。 

予防接種助成金：3千円／回 

接種件数見込：小学生 2,400件、中学生 660件 

 

 

  ⑦がんばる黒部プレミアム観光クーポン事業費      5,250万 0千円 

閑散期となる冬季間に向けて、市内の旅館・ホテル並びに観光関連業者を支援 

する市独自の宿泊割引キャンペーンを実施するための経費を計上するもの。 

 宿泊割引：10,000円／人×5,000人分 

 期間：令和４年 12月１日から令和５年２月 28日まで 

 

 

 

４回目接種対象者 

（拡大分） 
人数（人） 

医療従事者等 1,397 

歯科医等 62 

薬剤師 78 

消防職員 58 

高齢者施設従事者 428 

障害者施設従事者 61 

合計 2,084 

 
接種率 

小学生 中学生 

Ｒ２ 
60.0％ 

（県事業） 
58.7％ 

Ｒ３ 51.1％ 50.4％ 
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  ⑧観光拠点再生・高付加価値化推進事業費        4,920万 5千円 

観光拠点の再生と高付加価値化により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

を大きく受けた観光業の業績回復を図り、令和６年の黒部ルート一般開放に向 

けた宇奈月温泉街のまちなか活性化や魅力創出と受入体制の整備を推進するもの。 

＜補助内容＞ 

 国の補助採択となった宿泊施設・観光施設等の改修や廃屋撤去費用に上乗せ補助 

補助率：1/10 

 

  ⑨公共施設空調設備整備事業費             1,033万 8千円 

ふれあい福祉センター、宮野運動公園野球場、くろべ牧場まきばの風特産物流通施 

設（Mooガーデン）の空調設備等を整備するもの。 

 

  ⑩公共施設トイレ洋式化事業費             6,228万 9千円 

ふれあい福祉センター、水産物地方卸売市場、公園施設、ふれあい交流館、総 

合体育センター、錬成館及び市民病院の和式トイレを洋式化するもの。 

施設名 洋式化数 工事後洋式化率 

ふれあい福祉センター ４ 89％ 

水産物地方卸売市場 ８ 100％ 

公園施設 35 60％ 

ふれあい交流館 17 97％ 

総合体育センター 26 83％ 

錬成館 2 100％ 

市民病院 2 100％ 

合計 94 ― 

 

コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分 

  ⑪保育所等物価高騰対策支援事業補助金          733万 2千円 

コロナ禍における物価高騰により、保育所等の経営負担が増加しているため、 

市内の民間保育所等を対象に、給食材料費や光熱水費等について物価高騰相当 

分を支援するもの。 

 補助上限：児童１人あたり 650円／月×12月分（令和４年４月～令和５年３月） 

児童数見込：940人（認可外保育所２園含め８園） 
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  ⑫公共交通燃料価格高騰対策支援事業費       2,069万 8千円 

エネルギー価格の高騰の影響を受ける公共交通事業者に対し、その運行に係る 

負担軽減のため、価格高騰相当分を県と協調して支援するもの。 

 対象路線等 鉄道：あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道本線 

       路線バス：市内運行８路線 

       タクシー：５社（うち福祉タクシー２社） 

対象期間：令和４年３月から令和５年２月まで（１年間） 

補助率：1/2 



情報提供日 令和 4 年 8 月 5 日 

 

                  報 道 資 料      黒部市企画情報課統計広報係 

TEL 0765-54-2111 内線 3112 

行事名 第 3 回歴史講座「黒部と田中冬二」 

期 間 令和 4 年 8 月 27日（土）午後 1 時 30分から 

場 所 うなづき友学館（黒部市宇奈月町下立 682番地） 

対 象 一般 

内 容 黒部市歴史民俗資料館の令和 4年度第 3 回歴史講座を行います。 

今回は、講師に 高志の国文学館学芸員 綿引
わたひき

 香織
か お り

 氏をお招きし、現在開

催中の特別展で紹介している、詩人・田中冬二と黒部のかかわりや作品につい

て、一般の方に向けて分かりやすくお話ししていただきます。 

 

講師による講演概要 

『詩人・田中冬二（1894～1980）は、父の故郷である黒部市生地を自らの「ふる

さと」と呼び、生涯にわたり大切にしました。黒部の風土や、そこに生きる人々

へのまなざしをつづった作品等を通じて、冬二がふるさとに寄せた思いを探り

ます。』 

 

田中冬二は、「くずの花」「ふるさとにて」等、黒部を詠んだ詩を残し、詩の内

には黒部の風土や当時の風景が息づいています。 

特別展で紹介している田中冬二の世界を、より深く知ることのできる講座とな

っています。 

 

講座参加無料 定員 40名、要事前申込（申込締切：8/23） 

応募者多数の場合は抽選 

（お問合せ tel:0765-65-1010 うなづき友学館） 

情報提供

責任者 
黒部市歴史民俗資料館 館長 中湊 栄治 

問合せ うなづき友学館  0765-65-1010 白岩、能登 

 



くろべフェア 2022の開催について 

 

市商工業の祭典として、市内商工業者が一同に会し、市内外に向け市内事業者の

製品・サービスなどの市の産業界のポテンシャルをＰＲするとともに、市の産業活動の

原点ともいえる「ものづくり」への理解を深めてもらうことを目的に開催する。 

 

１．開催日 

令和４年９月 17日（土）～18日（日） 

 

２．会場 

 黒部市総合体育センター （リアル開催は３年ぶりとなる） 

 

３．主な内容 

 市内商工業の事業所・商店等がブースを設置（82事業所）。 

各社の製品・サービスの紹介や、黒部の美味しいものが並ぶ飲食品コーナー、 

大抽選会やステージイベントなどを開催する。 

 

≪屋外ステージイベント≫ 

 ・くろべフェア出展事業者による企業ＰＲ 

 ・勝てば美味しい 『ジャンケン de スイーツ』 

  （ジャンケンで勝った先着 30名に 500円相当のスイーツを 100円で提供） 

 ・桜井高校吹奏楽部ステージ演奏 ※17日 

 ・子供よさこい/大人よさこい実演 ※18日  など 

≪屋外イベント≫ 

 ・ＫＵＲＯＢＥ働く車展示会 （パトカー、消防はしご車などを展示） 

≪屋内イベント≫ 

 ・大抽選会 

 ・黒部市内各地区作成 手形アート展示、手形アート体験  

 ・ドローン体験会 

 ・匠の技実演コーナー 

 

４．問い合わせ 

 産業振興部 商工観光課 商工労働係（TEL：0765-54-2611） 

 商工観光課長 橋本 正則 

 商工観光課商工労働係長 若松 真里子 



湯の街ふれあい音楽祭 モーツァルト＠宇奈月について 
                    
１．湯の街ふれあい音楽祭 モーツァルト＠宇奈月について 

宇奈月温泉が、モーツァルトの生地であるオーストリア古都のザルツブルクに似 
ていることから、有志が集まり 2010年に始まった音楽祭。子供から大人まで、音 
楽に詳しい人もそうでない人も誰でも楽しめる音楽祭を目指している。モーツァル 
トの音楽を通して宇奈月に新しい魅力を生み出し、文化や観光の発展に寄与するこ 
とを目的とする。 

 
２．実施主体  宇奈月モーツァルト音楽祭実行委員会 

 
３．共  催  黒部市／北日本新聞社／黒部市芸術創造センター セレネ 
 
４．開催期日  令和４年 ９月１７日（土）～９月１８日（日） 
 
５．開催場所  黒部市芸術創造センター セレネ、宇奈月温泉街など 
 
６．事業内容（予定） 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．問い合わせ 教育委員会 生涯学習文化課（TEL：０７６５－５４－２７６４） 

（１）まちかどコンサート  

９月 17日（土）・18日（日）10：00～ 

全国から公募した演奏者によるミニコンサート。セレネや旅館のロビー、 

総湯、足湯、やまびこ橋、温泉噴水広場、欅平駅、新幹線駅・地域観光ギ 

ャラリーなどで実施予定。（無料）41団体出演予定（8/22日現在）。 

 

（２）室内楽コンサート  

９月 17日（土）13：30～ セレネ大ホール 

富山出身の若手音楽家によるコンサート（1,000円） 

【出演者】第一部 東山洸雅（ピアノ） 

         第二部 藤田千穂、新井沙央理（ヴァイオリン）、 

高田愛子（ビオラ）、井上貴信（チェロ） 

 

（３）塚田尚吾 西尾安梨沙デュオコンサート  

９月 18日（日）10：30～ セレネ大ホール 

若手音楽家によるコンサート（1,000円） 

【出演者】塚田尚吾（ピアノ）、西尾安梨沙（ヴァイオリン） 

 

（４）スペシャルコンサート  

９月 18日（日）15：00～ セレネ大ホール 

最終日にセレネ大ホールで開催するコンサート（2,000円） 

【出演者】指 揮：横島勝人 

      管弦楽：宇奈月チェンバーオーケストラ 

      合 唱：宇奈月アマデウス祝祭合唱団 

 

※そのほか、地元飲食店や菓子店が、音楽祭に合わせてモーツァルトやオーストリアにちなん 

だ食べ物などを製作し販売する。 


