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氏名 市町村 頁 キーワード

あ行 語０１ 青　山　　　稔 富山市 1 W：私達の知恵　H：仁愛（ジンアイ）　Y：熱意

語０２ 荒　瀬　　　民 富山市 1 おはなし　朗読ボランティア

語０３ 井 澤　由美子 富山市 1 健康身体のツボ

語０４ 石　田　　　徹 富山市 2 臨床検査

語０５ 板　倉　弘　和 富山市 2 戦争引揚げ体験

語０６ 今　井　芳　正 南砺市 2 地域（南砺市・城端周辺）の歴史について他

語０７ 上　野　昭　子 富山市 3 朗読　昔話

語０８ 大　浦　員　子 魚津市 3 富山大空襲

語０９ 奥　井　悦　子 富山市 3 民話　童謡　読み語り　ボランティア

語１０ 尾　島　きみ枝 富山市 4 創作童話　民話の語り　紙芝居　棒人形劇　ゲーム

か行 語１１ 川　形　寿　隆 魚津市 4 終活について

語１２ 川　田　正　信 高岡市 4 生きがいづくり

語１３ 川　西　義　康 富山市 5 史跡探訪　日本古典文学

語１４ 小　池　和　夫 立山町 5 立山の自然と歴史

語１５ 小　池　正　俊 立山町 5 福祉　介護ボランティア

語１６ 後　明　志津子 高岡市 6 昔話や民話を語る

さ行 語１７ 坂　田　　　　寛 小矢部市 6 老後　健康　病気　教育相談

語１８ 佐　藤　　　　進 富山市 6 富山大空襲　歴史

語１９ 澤　川　妙　子 富山市 7 商売を続ける為の心掛け

語２０ 澤　田　隆　彰 滑川市 7 文学を切り口にふるさとの魅力再発見

語２１ 島　倉　初　美 高岡市 7 民話

語２２ 島　田　芳　明 射水市 8 企業が求める人材

語２３ 下　坂　照　子 富山市 8 生きがい　読み聞かせ

語２４ 杉　谷　東喜子 富山市 8 地域にまつわる言い伝え
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語２５ 砂　田　洋　子 富山市 9 能楽

語２６ 千　先　まさ枝 滑川市 9 介護ボランティア

た行 語２７ 大　丸　京　子 砺波市 9 砺波の観光や物語

語２８ 高　田　宗　明 南砺市 10 自然と歴史

語２９ 田　近　代　子 富山市 10 本の朗読

語３０ 高　長　和　子 射水市 10 絵本　パネルシアター　紙芝居

語３１ 橘　　　紀代美 立山町 11 人財育成

語３２ 田　村　晴　彦 射水市 11 北前船　食文化

語３３ 道　嶋　一　男 富山市 11 社会活動　生きがい

語３４ 堂　田　佐和子 氷見市 12 昔話　歴史

語３５ 土　代　正　美 射水市 12 歴史観光案内　自然解説

な行 語３６ 中　川　　　　勲 高岡市 12 人生

語３７ 中　川　美也子 小矢部市 13 ボランティア

語３８ 中　谷　博　紀 黒部市 13 趣味

語３９ 中　林　伸　男 富山市 13 仏像　民話

語４０ 西　尾　広　海 上市町 14 心の病気

語４１ 西　田　恵　子 富山市 14 社会福祉

語４２ 野　沢　　　　愃 富山市 14 富山のことば

語４３ 野　中　健　二 富山市 15 自然観察（自然体感）

は行 語４４ 羽　岡　ゆみ子 高岡市 15 「築山文化と御車山文化」に関すること

語４５ 広　川　幸　英 富山市 15 富岸運河

語４６ 広　野　修一郎 富山市 16 日本のフォーク　ニューミュージック

語４７ 堀　　　順　子 南砺市 16 民話

語４８ 堀　　　春　男 氷見市 16 経営
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ま行 語４９ 牧　　賢一郎 富山市 17 マジック

語５０ 松　居　　　弘 富山市 17 経験・体験　趣味

語５１ 黛　　　貞　夫 上市町 17 海外旅行と安全　繊維（ポリエステルとシルクライク織物）

語５２ 水　須　　　忠 滑川市 18 老いとは？・老いの生き方

語５３ 水　口　悦　子 富山市 18 昔ばなし　マリンバ

語５４ 村　田　郁　雄 射水市 18 生きがい　福祉

語５５ 室　谷　勝　彦 高岡市 19 グラウンド・ゴルフの基礎

語５６ 本　芳　弘　子 富山市 19 紙芝居　読み聞かせ

語５７ 桃　野　重　昭 富山市 19 日本のしきたり

語５８ 森　田　忠　雄 富山市 20 富山大空襲　環境・保健衛生　福祉用具

や行 語５９ 山　本　憲　司 黒部市 20 教育について

語６０ 横　坪　正　雄 上市町 20 民話　方言

語６１ 吉　﨑　由　夫 高岡市 21 スポーツ　調理　民生

語６２ 米　田　芳　彦 富山市 21 郷土史

わ行 語６３ 渡　辺　　　博 富山市 21 昔ばなし

語６４ 和　田　修　健 南砺市 22 五箇山の自然　郷土史


