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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　　１日　水曜日
北日本 2 起債許可団体ゼロ 県内自治体

3 村井委員長を再任 県教委　委員長職務代理者には、稲垣晴彦氏（60）＝砺波市本町

17 とやまキトキト１００選 第１３回紅葉の名所　壮大な眺め別世界　⑩庄川峡＝１２票

20 野球  県少年硬式野球選手権 大会結果

20 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 大会結果

20 ラグビー　社会人リーグ 砺波ＲＦＣ33-15富山西クラブ

24 挽物木地の茶托市に１００個贈る 砺波　庄川木工協同組合

30 都心で勇壮に獅子舞 県西部観光キャンペーン

32 ツキヨタケで２人が食中毒 砺波厚生センター管内

富山 3 起債許可団体ゼロに 実質公債費比率最高は上市１７．６％

23 庄川木工の茶托１００個寄贈 砺波市に協同組合

23 中学生と園児手を取り合い 砺波　初の合同避難訓練

24 獅子舞「花紙」包装紙に 道の駅庄川、砺波の伝統発信　華やか、贈答品用で好評

24 第２７回県ビーチボール協会砺波ブロック大会 男子Ａは小矢部のノーティが優勝

25 第９回県親善交流ゲートボール大会 寿、よつば、和合、大滝Ｖ

25 頼成の森を散策自然の大切さ学ぶ 砺波で富山の児童

28 ツキヨタケ食べ砺波の２人食中毒 砺波市の２０代と６０代の男性

北陸中日 16 起債許可団体ゼロに 氷見市と上市 公債費比率改善

16 ツキヨタケで２人が食中毒 県、注意喚起

17 農村美化知事賞に結実 砺波・五ケ種ふるさとを守る会

18 とやま季節の音色 明日に向かって　砺波市夢の平スキー場　青空と太陽栄養なのさ

読売 35 毒キノコで２人食中毒 砺波市内の２０歳代と60歳代の男性

朝日 26 募集 キノコ狩りと観察会　

毎日 24 砺波で毒キノコ男性食中毒症状 県注意呼びかけ

　　２日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 県立近代美術館、松村外次郎記念庄川美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

19 軟式野球　東日本砺波市予選 大会結果

23 景観まちづくりアドバイザー委嘱 砺波市　建築士ら４人が委嘱を受けた

24 患者総合支援センターがオープン 砺波総合病院　切れ目ない医療を提供

28 山崎まさよしさん１０日砺波でライブ 砺波市文化会館で

29 平・大沢野・庄川で相次ぎクマ目撃 砺波市では１日午前７時４０分ごろ、庄川町前山で

富山 27 患者総合支援センター開所 砺波総合病院　県内の病院で初

27 景観アドバイザーを委嘱 砺波市

29 ポンプ車操法連日練習 砺波・庄下分団　初の全国大会へ

31 地鳴り 畑に向かってありがとう　浦外喜夫　６５歳　（砺波市）

北陸中日 16 やさしい医療充実へ一歩 患者支援一元的に　県内初砺波総合病院にセンター

18 美術館・博物館 県立近代美術館、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

18 あんだんてＷｅｅｋｌｙ イベント　2014となみ夢の平コスモスウオッチング

　　３日　金曜日
北日本 3 北谷君らに知事賞 県は１日、県統計グラフコンクールの結果を発表

3 松田さんらに知事賞 高志の国文学情景作品

16 ソフトボール　北信越小学生女子大会 大会結果　

16 弓道　段級審査会合格者 合格者一覧

25 建設候補地に４ｶ所 砺波市新図書館　利点など意見交わす

25 来月合併１０周年市内１３施設無料 １～３日　砺波市

26 読者のひろば 敬老の日の贈り物　砺波市　村中正敏　（無職　８４歳）

27 チャリティー小品展きょう開幕 砺波　県洋画連盟

27 人形劇で思いやり訴える 砺波人権擁護委員協議会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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27 砺波ＬＣも善意贈る 砺波ライオンズクラブは１日、会員から募った善意３万円を

33 収穫祝い豊作を祈願 県花卉球根農協感謝祭

33 看護の道へ決意新た 砺波准看護学院載帽式

33 ミニトマトを収穫体験 砺波市苗加の農業法人フェアリークロップで東野尻幼稚園児３４人

34 竪穴住居跡を発見 砺波・徳万頼成遺跡　縄文期　低い土地でも生活か

34 最優秀に細野君（富山中央小５） 花と緑のポスター　標語は稲垣君（砺波南部小２）

富山 3 陸自駐屯地拡張を 自民党県連の砺波ブロック政調会長会議で

22 全国大会出場を激励 第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会、第１４回全国障害者スポーツ大会

23 実りの秋地産地消 砺波の園児、ミニトマト収穫

23 ４候補地で初の意見交換 現在地付近やＪＲ駅周辺　砺波の新図書館検討委

23 市施設無料開放 来月１日から３日間　砺波市長が会見

23 砺波准看護学院で載帽式 １年生２２人が看護の第一歩を踏み出した

24 チューリップ収穫に感謝 砺波　県花卉球根農業協同組合の球根収穫感謝祭

24 奨励賞に前川、坂下、橋本さん 古典臨書展

26 募金２万５千円集まる 砺波市の庄川水記念公園を管理する「庄川水記念公園カンパニー」

26 埼玉から７２０人誘致 県信金協

29 ほたるいか 砺波人権擁護委員協議会

読売 30 美術館・博物館情報 県立近代美術館、砺波市美術館、庄川美術館

朝日 27 ゲレンデにコスモス１００万本 砺波・夢の平スキー場で見頃

　　４日　土曜日
北日本 13 藤森さんが講演　創作への思い語る あす県立近代美術館

21 「おえかき」田んぼで稲刈り 砺波　五鹿屋幼稚園児ら鎌使い

21 鯉つながりで広島へ義援金 砺波　庄川水記念カンパニー

21 活動貢献１２人に感謝・表彰状 砺波市老人クラブ大会

22 ふく福柿　甘～くなれ 砺波市栴檀山地区の特産

22 いろんな所で庄川の水活躍 砺波市東保の庄東用水土地改良区

22 スポーツ振興の全国表彰を報告 市推進委員協議会

3 北日本新聞金鷲旗争奪県中学校駅伝競走大会 男子歴代優勝校　1984年　出町

4 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子　名簿 出町、庄西、般若、庄川

6 〃 女子優勝　出町5回

7 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子　名簿 出町、庄西、般若、庄川

富山 25 第30回記念富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会 砺波北部スポーツ少年団野球部　出町ボーイズスポーツ少年団

31 庄川分水嶺など見学 庄東用水土地改良区（砺波市庄川町）

31 甘み　たっぷり　ふく福柿 砺波特産　栴檀山地区

31 アート楽しみ稲刈り 砺波・五鹿屋幼稚園

31 １０周年記念「絆」を刊行 砺波市老人ク大会

31 南砺市社福大会で会長表彰や感謝状 会長表彰▽社会福祉関係職員　　水元裕子（砺波）他

33 砺波市民も応援　　元気道場 あす南砺・道宗道トレイルラン

33 スポーツ推進委員　優良団体表彰報告 砺波市協議会

33 県弓道連盟第199回段級審査会合格者 １級　宮﨑京也、本堂悠斗、川嶋航平（砺波工高）２段　片山諒、津島楓（砺波工高）

35 地鳴り 楽をすれば成長止まる　　　　石川　祐惠　66歳（砺波市）

読売 33 よみうり文芸　　　短歌　　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　　井上　房子

33 〃　　　　　　　　　俳句　　　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　　源通ゆきみ

33 〃                  文芸サークルから 海潮砺波歌会

毎日 24 アート巡り　　　生と死を思う秋、の巻 砺波市美術館の「石田徹也展ーノート夢の印」

　　５日　日曜日
北日本 1 県中学校駅伝 男子魚津東部　女子大沢野Ｖ

1 天地人 明治期に開通した中越鉄道創設の功労者、大矢四郎兵衛

3 かがやき停車に総力 県西部6市同盟会で結束確認　出席者の発言　夏野砺波市長

12・13北日本新聞金鷲旗争奪県中学駅伝 女子　出町2年連続3位

19 第93回全国高校サッカー選手権県大会 2回戦　滑川7-0砺波　富山工4-0砺波工

21 コスモス100万本壮観 となみ夢の平スキー場　12日頃満開　6品種咲き誇る

22 仲間と集う 砺波高柔道部第12回同期生　（砺波市　林直一）

29 砺波の魅力紙芝居に ゆるキャラ登場名所・特産も　青年グループ制作

30 記者ぶろぐ 栽培盛り上げる秋に
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31 県俳句連盟秋季大会 天位に川上さん（魚津）　

富山 1 北陸新幹線開業あと160日 魅力高め停車すべき駅に　かがやき通過の新高岡　

2 「高岡だけの問題でない」 かがやき期成同盟会　ＪＲに不満噴出　市長ら県西部の結束誓う

17 すこやか育児 塚田千芳子さん　紗史（さあや）ちゃん（長女・4歳3カ月）

17 くらしの日記 ボランティアフェス 柴田照子 65歳

19 第7回県小学生ソフトテニスフレンドシップ大会 高学年は泉・竹腰　山岸・前崎が制す

19 県中学校駅伝大会 男子　⑧庄西　、女子　③出町

19 第93回全国高校サッカー選手権県大会第2日 2回戦　富山工4-0砺波工　滑川7-0砺波

21 園児が構想の絵描く 砺波市合併10周年記念の紙芝居

21 マイタケ、ナメコ人気 砺波「もりもりハウス」大収穫祭

21 100万本秋風に揺れ 砺波夢の平　コスモスウオッチング開幕

21 農村の写真や農具展示 砺波市大窪の石野重幸さんが撮影した写真作品26枚が展示

23 第30回記念富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会第1日 出町0-1定塚、砺波北部12-3片口

23 第26回ＭＯＡ美術館砺波児童作品展 砺波　入賞者39人たたえ

北陸中日 5 発言 加越線の記憶展示で鮮明に　上野亮平　71　富山県砺波市

12 「かがやき」高岡停車を 県西部６市の５０団体　期成同盟会を設立

12 砺波マスコット紙芝居に登場 若者有志企画　子どもが原画描く

13 高岡一が３回戦へ 全国高校サッカー選手権県大会

読売 30 第９３回全国高校サッカー選手権県大会 富山工4-0砺波工、滑川7-0砺波

　　６日　月曜日
北日本 1 県内きょう午前最接近 台風１８号　３市小中が臨時休校

17 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ－15）リーグ 大会結果

17 ラグビー　県社会人リーグ 砺波ＲＦＣ-富山クラブ（砺波の不戦勝）

富山 18 ロビー展 ふるさとをなつかしむ加越線写真展　北陸銀行庄川支店

18 〃 墨彩画同好会「墨雅会」  砺波市福祉センター苗加苑

19 「むかで競争」やリレー熱戦 砺波・高波で体育大会

23 地鳴り 歩きながら心も体も健康の秋に　藤井昭通　４２歳　（砺波市・会社員）

24 きょう県内に最接近 最大風速１３㍍、２４時間雨量１４０㍉

北陸中日 15 チューリップの球根収穫に感謝 砺波・八咫壺神社

15 おえかき稲刈り取り 砺波で園児ら

15 お年寄りと母子イベントで交流 砺波の福祉施設

16 女声コーラス伸びやか歌声 南砺　グループは井波地域や砺波市庄川町の30～８０代の女性

28 砺波や小矢部小中幼が休校 ＪＲ西は特急運休

読売 31 台風接近大雨の恐れ 浸水、土砂災害警戒を　３市で休校に

31 カウントダウン新幹線 一足先に新高岡駅舎見学　県西部などから１１００人

　　７日　火曜日
北日本 5 コミュニティー施設など建設に融資 小橋建築（砺波市高波、小橋秀樹代表）

17 ロビー展 県信用組合出町支店（～３１日）　砺波市大窪の石野重幸さんが撮影した写真展

19 皇室献上へ箱詰め 砺波市チューリップ球根４０００球

19 ブランド豚肉おいしく食べて 砺波　たかはた養豚が寄贈

富山 23 砺波産球根　皇室に献上 チューリップ　４千球を箱詰め

23 昭和の電化製品ポスター並ぶ 砺波・暮らし展

北陸中日 14 丹精のチューリップ球根 皇室献上へ箱詰め　　砺波市

16 「九条救助隊」会合　砺波で９日夜開催 ジョン・レノン聴き憲法論議

　　８日　水曜日
北日本 5 富山けいざい短信 限定頒布会の予約受け付け　若鶴酒造

21 銀行の役割学ぶ 砺波　庄西中で金融講座

26 第６８回二紀展 吉平さん（立山）初入選　

26 熱い演技・演奏全国で披露誓う 県庁で激励会　

富山 3 名水スポット発信 県が「ロカルちゃ！」発行

19 庄川木工＋チューリップ＝かわいい器に 砺波　協同組合嶋田理事長が商品開発

19 中学生、金融を学ぶ 砺波・庄西中　北陸銀が講座

19 砺波４中学５００人が仕事体験 １４歳の挑戦始まる　台風で期間短縮

23 全国大会で心こもった演奏を 小中高６団体激励会

北陸中日 13 受信環境クリーン図案コン入賞発表 北陸総合通信局

3 ページ



朝日 29 北陸新幹線３．１４開業へ 「かがやき」写真や戦前鳥瞰図

　　９日　木曜日
北日本 14 県俳句連盟２０１４年度秋季俳句大会入賞句 ６位　砺波市　西口鶴子、８位　砺波市　源通ゆきみ

16 県内美術館・博物館の催し 県立近代美術館、砺波市美術館、西田美術館、松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

25 人物・動物の彫刻や絵画 砺波市三郎丸の彫刻家、藤井治紀さんの個展「つくりだすモノ・コト」

26 読者のひろば マラソン盛り上げ　砺波市　北島嘉孝　（介護福祉士　４３歳）

32 藤森さん足跡デッサンで 砺波市美術館　学生時代の作品も

富山 27 中学生記者、市長に質問 本社砺波総局で職場体験　出町中４人「１４歳の挑戦」

27 庄西中３人がフィルタリング推奨要請文 砺波市内３カ所の携帯電話販売店を訪れ

31 地鳴り ハクビシンの被害特に多く　浦外喜夫　６５歳 （砺波市）

北陸中日 16 コスモスゲレンデ彩る 砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

18 美術館・博物館 県立近代美術館、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

18 ＤＶ被害者に周囲の支えを 砺波　相談員が講座

　　１０日　金曜日
北日本 30 全国消防操法大会　健闘を 砺波　初出場の庄下分団壮行会

30 １２０人犯罪のないまちづくり誓う 地域安全ｉｎとなみ

31 米とタケノコ一緒に 砺波「山菜男子」道の駅庄川で販売　栴檀山産ＰＲ

34 球根まつり　いらして チューリップ四季彩館　きょうから砺波で

34 チャリティー小品展収益金県善銀に預託 県洋画連盟砺波

富山 23 全国上位へ「暴れまくる」 消防操法大会　砺波で庄下分団壮行会

24 砺波南部小　創立30周年　「恋チュン」ダンス 児童、住民千人参加　動画１２日に披露

25 チューリップ球根220種超 きょうから砺波でまつり

25 初誕生 高野　晃徳ちゃん　　砺波市永福町

北陸中日 15 花咲く春　球根どうぞ となみのＰＲ隊　本社富山支局来訪

読売 30 チューリップ球根まつりＰＲ 第１３回となみチューリップ球根まつり

朝日 23 チューリップの育て方教えます きょうから砺波で

毎日 24 富山の鉄道企画展相次ぐ 庄川水資料館（砺波市庄川町金屋）

　　１１日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会　１０月例会 全員で知恵出し合う　諏訪氏（ダイヤ精機社長）が講演

20 県勢３団体３人入賞美術展で厚労大臣賞 ねんりんピック栃木　ターゲットバードゴルフ高齢者賞＝高多泰夫（砺波市）

25 第２３回危険業務従事者叙勲 県関係は２９人　瑞宝双光章　元砺波広域圏事務組合消防監　森省三（65）　砺波市宮森

25 墨彩画の力作ずらり 太田無老会の墨彩画展

25 ３グループが合同墨彩画展 墨雅会と墨苗会、雅の会の合同墨彩画展

27 高木さんら５人特別賞 きょうから砺波市美術展

27 飾るテーマにクラフト展 高岡 クルン高岡地下街にあるB1ギャラリー

27 駅前に臨時交番砺波署員が常駐 砺波署

28 開基・法道多角的に 砺波の古刹・千光寺企画展第１弾　砺波郷土資料館縁起や木像写真公開

28 国内最多の２２２品種販売 砺波でチューリップ球根まつり

32 古里の名所巡る 東海となみ野会バスツアー

32 農業用水管理の２団体４個人表彰 とやま水土里フォーラム

富山 29 髙木さんら５人大賞 砺波市美術展　きょうから市美術館

29 地域の安全「守る」 きょうから全国運動スタート　砺波駅前に臨時交番

29 「１４歳の挑戦」頑張りました 砺波・出町中４人

29 世代超え芋掘り交流 砺波市中野幼稚園と中野地区老人会「希生会」のサツマイモ掘り

29 サツマイモに歓声 砺波市の庄下高齢者学級と庄下保育所園児

31 ２２２品種１０万球県産を格安に 砺波　チューリップ球根まつり

31 ふるさとの安全に尽力 危険業務従事者叙勲　県内２４氏受章　

31 ふるさとの名所巡る 東海となみ野会

31 第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会 県勢７部門で入賞

31 小中学生の５２７点並ぶ 砺波でデジカメ写真展

31 全国大会活躍誓う 県庁で激励会　

33 地鳴り 旅気分抜ける日数長くなり　石川祐惠　６６歳　（砺波市）

北陸中日 20 ＪＲ砺波駅前に臨時交番を開設 地域安全運動期間
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22 花が楽しみ　ずらり２２２種販売 チューリップ球根砺波でまつり開幕

22 力合わせよいしょ！ 砺波で園児らイモ掘り

読売 24 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

朝日 30 県内２４人受章 危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章　森省三（消防）６５砺波

毎日 22 危険業務従事者叙勲 県内から２４人　瑞宝双光章　消防功労　森省三

日本経済 36 危険業務従事者叙勲受章者 富山　瑞宝双光章　消防功労　森省三　元砺波広域圏事務組合消防監　砺波

　　１２日　日曜日
北日本 3 北陸ＤＣ全国宣伝販促会議 富山の観光売り込め　１５日から「旅行のプロ」来県

17 県ジュニアオリンピック中学校陸上競技大会 富山北部（男子）堀川（女子）総合Ｖ　

21 仲間と集う 中田中第１０回卒同級会　（砺波市　齊藤博）

24 読者のひろば 「ゆとろぎ」大切に　砺波市　石川祐惠　（無職　６６歳）

26 なるほど富山読んでガッテン 昭和天皇が遊んだ謎の「クロックノール」　砺波市中村の今堀顕さん

31 ごみ拾いウォーキング 井波の企業社員ら２１０人

31 合宿楽しいな 高岡で児童３７人　今後、砺波青少年自然の家でも実施する

32 第５回県小中学校ＰＴＡ三行詩コンクール 小学 岡本君（魚津本江）最優秀　中学 池田君（上市）一般 澤田さん（大門）

35 散居村カラフル スカイフェスとなみ２０１４バルーン大会

富山 11 すこやか育児 吉田志乃さん　紘夢（ひろむ）ちゃん　（次男・６歳１カ月）

18 屋敷林の違い学ぶ 砺波から立山へ見学

18 砺波・祖泉会堂で秋祭り 葬祭ホール祖泉会堂の秋まつり

19 斎藤さんと福澤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会10月度月例大会

19 「１４歳の挑戦」紹介 アピタ砺波店で写真展

19 砺波市美術展が開幕 砺波市合併１０周年記念市美術展覧会

22 庄川大仏の修復完了 光照寺で落慶法要

22 秋のとなみ野熱気球ふわり 砺波でバルーン大会

23 地鳴り ためるのなら脂肪より善玉菌　藤井昭通　４２歳　（砺波市・会社員）

23 〃 機械化で体は楽になったけど　河合泰　８１歳　（砺波市）

24 ピンクのゲレンデ散策 砺波・夢の平　コスモス見頃

北陸中日 5 発言 ガソリン税は廃止にすべき　貝渕文夫　６５　富山県砺波市

13 県中学校選抜体育大会 大会結果　ソフトボール、ソフトテニス男子・女子

読売 32 行楽の秋 チューリップ球根２２２種販売　第１３回となみチューリップ球根まつり

　　１３日　月曜日
北日本 9 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子　　中井溥子

21 滑川ほたるいかマラソン 【５キロ】中学男子④宮木快盛、【ハーフ】一般女子④宮木和代（砺波）

23 「地域のシンボルに」 砺波南部小　創立３０周年で式典

富山 18 第３６回県中学校選抜体育大会 【ソフトテニス】男子団体②出町③芳野、庄川　他

18 第３８回県ジュニアオリンピック中学校陸上大会 男子３０００㍍①宮木快盛（庄西）、女子８００㍍③山本（庄西）  他

21 砺波南部小　３０周年祝う 「恋チュン」放映

21 第１５回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会 鷹栖優勝

北陸中日 15 県中学校選抜卓球大会 男子①出町　女子①出町

15 県中学校選抜体育大会柔道競技 【女子】44㌔級②西部楓（庄西）　57㌔級③斎藤あかり（出町）

　　１４日　火曜日
新聞休刊日

　　１５日　水曜日
北日本 3 米原県議が８選出馬表明 砺波市選挙区

5 会長に本江氏 砺波商議所青年部

18 きときと夢体操など体験 第１４回スポーツフェスティバルｉｎとなみ

18 ソフトボール　春季全日本小学生女子大会県予選会 決勝　経田3-1ダイヤモンド・キッズ

18 県中学校選抜体育大会 柔道、卓球

29 更新工事起工７０人安全祈る 南砺　松島浄水場　砺波広域圏事務組合管理者夏野市長くわ入れ、あいさつ

33 城端・氷見線の魅力写真に コンテスト作品を募集　「わたしの城端線・氷見線フォトコンテスト」

36 県消防援助隊を派遣 御嶽山噴火　きょう、あす捜索参加　砺波地域消防組合など

37 最大瞬間風速泊で２６．４㍍ 高岡 女性転倒し重傷　１時間雨量砺波で２２㍉記録

富山 3 米原氏が出馬表明 県議選砺波市

22 更新の松島浄水場起工 砺波広域圏事務組合水道事業所

23 １００号洋画、母校に寄贈 砺波　日展作家・大野さん、出町中に
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23 城端、氷見線魅力撮って フォトコンテスト　利用促進へ作品募集　もりあげ隊と応援委本社砺波総局ＰＲ

25 交通系カード利用できます 砺波・四季彩館のショップ　市美術館と共通入場券も新設

25 次期会長に本江氏 砺波会議所青年部

29 地鳴り 半世紀ぶり集合恩師から元気　嶋田道子　６６歳　（砺波市）

29 〃 娘とコスモス母を思い出す  安井紀美子  ６０歳  （高岡市）

　　１６日　木曜日
北日本 3 次代見据え交流深化 富山県と遼寧省交流の歩み

3 稲垣さん・白井君全国入賞 統計グラフ全国コンクール　砺波北部小３年稲垣美奈さん

5 一人親方労災保険組合県西部４商議所に拡大 高岡、氷見、射水、砺波の４商工会議所

16 県内美術館・博物館の催し 県立近代美術館、砺波市美術館、西田美術館、松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

31 オートバイの女性重傷 １５日午前１０時５０分ごろ、砺波市五郎丸の国道１５６号で

富山 3 県内小中学生２人が入賞 統計グラフコンクール　第２部（小学3・4年）佳作 稲垣美奈（砺波北部小3年）

29 特殊詐欺に注意を 年金支給日各地で啓発　北陸銀行庄川支店、ＪＡとなみ野２支店

29 名古屋からモニターツアー 砺波・夢の平　砺波市観光協会が主催

29 知事表彰を市長に報告 厚生部門功労で受けた砺波市児童クラブ連合会の川合幸子副会長

29 北陸銀砺波、球根配る 北陸銀行砺波支店の年金感謝デー

30 「よごっち」味わって よごし＋メンチカツ　砺波飲食店組合青年部　２５日、学園祭で提供へ準備

30 弱みから付加価値創造 県中小企業家同友会となみ野支部オープン例会

31 デスク日誌 砺波市を考える機会に　「社会に学ぶ１４歳の挑戦」

31 初誕生 山田楓雅（やまだ　ふうが）ちゃん　砺波市小杉

33 事件事故 ミニバイク転倒、重傷　砺波市五郎丸の国道１５６号で

北陸中日 14 児童クラブ世話に力 砺波の川合さん知事表彰

16 美術館・博物館 県立近代美術館、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 32 在来線に親しみを ＪＲ城端など　写真コンテスト

毎日 25 カメラ探訪 夢の平スキー場　富山・砺波　咲き誇る６品種１００万本

　　１７日　金曜日
北日本 3 防災に重点 県９月補正箇所付け

21 特殊詐欺防止学ぶ 砺波市　介護保険サービス事業所の職員を対象に

22 きょうから「チャリティ展」 砺波市美術協会　色紙や小品９７点

23 松田さん（富山大４年）の作品採用 高岡砺波スマートＩＣポスター

23 盆栽や鉢植え１０５点 砺波　きょうから文化祭盆草展

23 ゴリラ彫刻など１５点 砺波　佐藤さん個展

30 北陸ＤＣ全国宣伝販促会議 富山の観光売れる！　旅行業者４コース視察　体験・歴史ツアー人気

富山 22 炭焼きを体験 森の役割学ぶ 砺波・庄東小６年生　コナラなど原木窯入れ

24 砺波のキラキラ見に来て コミュニティセンター写真やポスター掲示　ミッション、来月１日開幕

24 人物や風景写真募る フォトコンテスト　となみ元気道場

26 高岡砺波スマートＩＣをＰＲ ポスターなどデザイン決定

27 地鳴り 孫の運動会頑張りに感動　浦外喜夫　６５歳　（砺波市）

北陸中日 16 松田さん（富大）作品採用 高岡砺波スマートＩＣポスター

読売 31 いじめ連絡協５市のみ ９市町村は設置検討中　不登校６年ぶり増１１５３人

31 日本学生科学賞県予選 最優秀６点決まる　中央審査へ　

32 美術館・博物館情報 県立近代美術館、砺波市美術館、庄川美術館

朝日 31 朝食決め手「おもてなし」 地元食材充実ネットの満足度上昇　宿泊施設など集客狙う

　　１８日　土曜日
北日本 1.22 北日本新聞文化賞 地域社会賞　別所の郷　山菜まつり実行委員会

15 越中和太鼓競演会　入善町商工１００周年記念 庄川の清流テーマ　　水舞流越中八幡太鼓保存会（砺波）

17 異色リアルな人生歌う 鼻毛の森（砺波出身）１年ぶり新作

30 児童球根植え込み体験 砺波　チューリップ　来春のフェアに向け

34 第５２回県発明とくふう展 砺波市長賞＝室宮史寛（出町小５）

37 えびす食中毒遺族ら提訴 原告砺波市の小西政弘さん（51）ら

富山 1 「えびす」と食肉卸提訴 県内遺族ら　２億5700万円賠償求め

31 来年のフェアへ児童球根植える 砺波　チューリップ

31 １５０種８００鉢花鮮やか 砺波・県花総合センター
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32 県未来の科学の夢絵画展 銀賞沖田結月（砺波市出町小４）他

北陸中日 1 えびす食中毒遺族ら提訴 県内の９人賠償求め

18 事故、詐欺ストップ！ お年寄りに反射材　ＪＡとなみ野　　　銀行員が防犯訓練　北陸銀行

読売 33 えびす食中毒　民事時効直前の提訴 事件から３年半　運営会社の責任問う

34 よみうり文芸　短歌　　田中　譲選 砺波市　西能さとみ　　　

34 〃　　　　　　　俳句　　長沼三津夫選 砺波市　西能さとみ　　　砺波市　　源通ゆきみ

　　１９日　日曜日
北日本 3 鉄道功労は1事業者4人 北陸信越運輸局　事業功労（索道事業）＝山本稔（砺波市五谷観光企業組合理事）

4 昭和天皇実録　富山ゆかりの場面 「富山国体」（下）　昭和33年10月22日、砺波のチューリップ栽培の様子などを視察

29 南砺・富山・砺波でクマ 砺波市では18日午後7時ごろ、市谷の林道で1頭が目撃

富山 11 すこやか育児 塚田千芳子さん茉史（まあや）ちゃん（次女・３カ月）

24 水の中捕まえた！ 子どもたち生物に触れ　排水路を調べる　砺波・安川

24 キャンドルアート参加 砺波・成人式実行委　来月からのＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　

25 親子が工作など体験 庄川地区児童館まつり

25 わな狩猟免許増加 イノシシ被害に即応　各地域代表して取得　砺波で登録講習会

25 栴檀山推進協など表彰 砺波市の花と緑のコンクール表彰式

25 華道や書など趣味の作 砺波まなびや友の会作品展

29 地鳴り 体の痛みは勲章老いを堪能する　石川祐惠　６６歳　（砺波市）

29 〃 車いす運動会来年も頑張ろう　埜村信子　６７歳　（砺波市）

30 県内各地でクマ目撃 砺波市市谷の林道では午後６時４５分ごろ

　　２０日　月曜日
北日本 25 息の合った歌声響く 砺波　ブルーハーモニー

31 イノシシ鍋おいしい 砺波　農作物被害防止で捕獲

33 砺波で車が田んぼに転落、男性重傷 １９日午前２時４０分ごろ、砺波市苗加の県道で

34 県内から４人初入選 改組新第１回日展３１日・東京で開幕　来春富山巡回展

富山 21 「車上狙い注意を」 砺波・若林地区防犯組合

21 捕獲のイノシシで鍋 砺波・雄神地区でまつり　万里の長城電気柵「効果あり」

21 金屋石採掘跡にしめ縄 庄川観光協、語る会制作　来月、祭りや記念講演

21 スパーク制す 砺波市ミドル交友会親善秋季・第３８回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

21 浄水装置の扱い学ぶ 砺波・出町防災会

21 特産タマネギ１５００本植え 砺波・太田公民館

23 県内の４人新入選 改組新日展　洋画と書

27 事件事故 車が横転、男性重傷

27 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

27 地鳴り 自然の脅威に万全の備えを　藤井昭通　４２歳　（砺波市・会社員）

北陸中日 12 書画や演舞など２４サークル発表 砺波まなびや友の会

12 工作や手芸など子どもら楽しむ 庄川・児童館まつり

14 ニュースに迫る 砺波の協議会　大学生よ田舎に来られ　増える空き家を活用

　　２１日　火曜日
北日本 14 サッカー　高円宮杯県ユース（U-15）リーグ ２部　エヌスタイル7-0庄西中　３部　出町中2-1大谷中

17 ７団体１６０人が稽古の成果披露 砺波市文化祭芸能発表会「伝統の世界」

18 仲間と集う 砺波野の会総会　（砺波市　中本敦子）

19 和気あいあいと健康マージャン ①井上博（砺波）

25 ネットオークション詐欺容疑で男逮捕 砺波署

富山 23 水墨画や詩など１１点 富山銀砺波チューリップ　松寿庵作品展

23 庄川挽物木地を発信 となみ野ガイドが勉強会　新幹線開業控え産地見学

24 わが町朝市夕市 砺波市

26 庄川のユズ５年ぶり豊作 来月のまつり購入制限なし　天候恵まれ、来週から収穫

27 妻が救われ命授かった金大へ 歯科医・大井さん移籍　砺波出身緑さんと恩返しの新生活

27 事件事故 ネットで詐欺容疑、男逮捕

北陸中日 5 発言 自然も原発も人知は及ばず　会社員　石丸秀幸　55　富山県砺波市

読売 35 ネット詐欺の疑い 砺波署は２０日、埼玉県無職田熊優一容疑者(34)を逮捕

　　２２日　水曜日
北日本 1 となみ野飛躍　1　合併２市１０年 波及効果　「合併道路」で広域観光

1 顔　face 河合要子さん。女性グループ「ＫＯ・ＲＡ・ＲＥ（こられ）」を結成した
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3 ６次産業化推進へ県の協議会を拡充 「米粉カフェ 梅香」（砺波市庄川町）を経営する梅香園を紹介

6 昭和天皇実録　富山ゆかりの場面 「全国植樹祭」②　国土緑化へ願い伝える

19 地元豚肉おいしいね 砺波　たかはた養豚市に給食用寄贈

26 女性目線で魅力発信 砺波の４人グループ「ＫＯ・ＲＡ・ＲＥ」　来月庄川歩くツアー

富山 21 地元の食材美味 砺波市の「トントンの日の給食」　豚肉が給食に

21 豊かな海づくり大会ＰＲ隊訪問 砺波・青島保育所

21 車の鍵掛け徹底啓発チラシ配る 砺波・若林地区

北陸中日 5 テーマ特集　新聞と私　上 家族や兄弟と絆を強める源　上野亮平　71　富山県砺波市

16 城端線と氷見線撮ろうよ！ 写真コンテスト作品募集

読売 30 第３６回県中学校選抜体育大会 卓球　団体　男子　出町、女子　出町

朝日 29 起債許可団体ゼロに 県内市町村、０７年度以降初

29 松田さんの作品に決定 高岡砺波スマートＩＣ、ＰＲ

　　２３日　木曜日
北日本 1 となみ野飛躍　２　合併２市１０年 拠点整備　特例債使い「まちの顔」

1 寒さ増し色鮮やか きょう「霜降」　砺波市東保の松浦園芸

3 農林漁業県功労２個人１団体 富山県　

6 昭和天皇実録　富山ゆかりの場面 「全国植樹祭」③　ミズバショウ群生地散策

15 「藤森兼明展 永遠の祈り」を見て 「聖女」に体現された思想　芸術観に揺らぎなし

16 県内美術館・博物館の催し 県立近代美術館、砺波市美術館、西田美術館、松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

23 費用対効果考え駅前広場整備を 砺波　基本計画検討委が初会合

23 洋画や立体個性豊かに 高岡　砺波市の洋画家、林清納さんが主宰する「末広美術展」　

24 若手作家９人の多彩な作品光る 南砺　井波美術館　砺波、小矢部、南砺市の若手で

25 山本さんが北陸信越運輸局長表彰を報告 砺波　市役所で喜び語る

33 県内交通量多い通学路・住宅地 ゾーン３０で歩行者守れ　来月５ｹ所指定　課題は周知徹底

富山 27 山本氏、運輸局長表彰を報告 砺波市長に　夢の平・リフト安全運行

27 ガス復旧など訓練 岩谷産業グループ　砺波工場で販売店２５人

27 タクシーポート撤去 ＪＲ砺波駅前年内にも　市検討委で事業者側意向

31 男女８２チーム全力プレー誓う 県秋季ミニバスケット　来月２２日開幕

33 地鳴り 柿大豊作も飽食の時代　河合泰　８１歳　（砺波市）

北陸中日 20 美術館・博物館 県立近代美術館、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 32 「研究経験生かして」 第58回日本学生科学賞　県代表６作品を表彰

32 「となみブランド」豚肉で学校給食 砺波市

32 陸上競技　第３８回県ジュニアオリンピック中学校大会 【男子】3000㍍　宮木快盛（庄西）【女子】1500㍍　老みいな（出町）

　　２４日　金曜日
北日本 1 となみ野飛躍　３　合併２市１０年 集約化の壁　行革と振興　二兎追う

19 上埜さんと朝日君最優秀 砺波　小中学生防火ポスター

19 県西部　地域ニュース 砺波　ニット 色や素材多彩に

20 仲間と集う 砺波工業高電子科同級会　　　砺波市　　坂井勇雄

20 砺波市合併１０周年記念　音楽祭へ補助練習 市民ら１３０人が出演

26 秋薫る県西部　魅力を堪能 本紙バスツアー１１０人が名所巡る

26 山畑さん最優秀 国土緑化・育樹ポスター

27 とやまキトキト１００選 「ご当地キャラクター」リスト　【砺波市】

27 補修工事で強度を確保 庄川小・コンクリ打設不良

27 政務活動費の収支報告書公開 砺波市議会

27 節目祝い発展誓う 砺波商議所が６０周年

28 改組新第１回日展 田中・熊木さん初入選

富山 18 上埜さん、朝日君　砺波地域最優秀賞 小中学生防火ポスター

19 ライトアップ促す　砺波リンゴ配り 砺波市交通安全協会般若支部

19 園児と球技で交流 砺波市老人クラブ連合会

19 チューリップ切り花　出荷倍増へ　球根植える 砺波・権正寺営農組合

20 改組新日展 日本画　田中さん、熊木明美さん（57）砺波市三合　新入選

21 里山里海に魅せられ　能登で農業 砺波出身の金大４年生　就業体験始める

21 ６０周年、１４０人が祝う 砺波商工会議所が式典
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23 地鳴り 覚悟をしても妻の心中を思う　　浦　外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 15 砺波商議所６０周年　夢作文で３人表彰 創立記念祝賀会

16 お年寄りと子ども　体動かして親睦 砺波

　　２５日　土曜日
北日本 1 となみ野飛躍　４　合併２市１０年 統廃合　施設再開住民が模索

5 富山けいざい短信 限定酒の予約受け付け　若鶴酒造

14 根強いムーミン人気 トーべ・ヤンソン生誕１００年　県内書店・雑貨店に特集コーナー

15 県芸術文化協会表彰 故大島・故押田さん特別功労　髙木さんに特別感謝状

17 宮島（砺波）出場の車いすバスケ「銀」 アジアパラ大会が閉幕

21 庄川の橋の歴史紹介 水資料館　きょうから企画展

21 「干支を彫る」受講者募集 砺波市庄川町金屋の松村外次郎記念庄川美術館

23 ビーズ織りと染色作品展示 砺波　ギャラリーｃｈａ萃

30 知事賞に７作品 県民家庭の日コンクール　作文・図画・ポスター

富山 4 元日直送酒の予約受付開始 若鶴酒造

25 車いすバスケ日本惜敗「銀」 アジアパラ大会閉幕

28 庄川高砂会館で作品展 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展

29 マイスター生徒を指南 砺波工高

30 特別功労者表彰　大島、押田氏 県芸文協　髙木氏に特別感謝状

31 「とやま県民家庭の日」コンクール 知事賞に７人　３部門６１点が入賞

31 城端線で飲食店巡る 来月、となみ野バル街　「食事楽しみ、交流深めて」

北陸中日 13 北陸文芸 俳壇　松本松魚選　佳作　砺波市　源通ゆきみ　

13 〃 柳壇　北村幽犀子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

17 食育カルタ保育園に 高岡　飲食店経営の会社贈る

読売 31 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

31 〃 川柳【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

32 第６４回全国小・中学校作文コンクール県審査 山本君、水落さん、浦出さん最優秀

毎日 24 第６２回手足の不自由な友におくる友情の図画コンクール 入賞作３０点　来月２９日から富山で展示予定

　　２６日　日曜日
北日本 3 綿貫氏の米寿盛大に祝う 砺波　県内政財界４５０人出席

12 とやま環境フェア２０１４ 富山県ごみゼロ推進県民大会　エコ・ストア登録１０００店舗超

23 仲間と集う 川田愛友会第３０回記念祝賀会　（砺波市　小竹武司）

25 掛け軸や色紙掛け巧み 砺波　ザ・裏打ち２０１４

25 創造性あふれる４流派の作品 砺波　市華道展開幕

26 市民らＬＥＤ飾り付け 砺波・ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

32 「感動そのまま表現を」 庄川美術館実技講座　合掌家屋や紅葉描く

32 ボランティア尽力の２４個人２９団体表彰 富山で県民大会

33 田中（小矢部）田口（富山）石原さん（滑川）金賞 県花き品評会

富山 2 綿貫氏の米寿祝う 砺波で４５０人集い

14 富山・食の王国フェスタ秋の陣開幕 花き品評会も開催

14 ２１人１９団体を表彰 富山　県民ボランティア大会

14・15 木製バットで熱戦 生産量日本一・福光　小学生リアル野球盤

15 無差別島田さん優勝 砺波・高波囲碁

15 浅長、斎藤さんＶ 般若グラウンド・ゴルフクラブ秋季選手権

20 ロビー展 安田由美子さん押し花教室作品展　富山銀行庄川支店

20 〃 砺波支店開設１２０周年記念展　北陸銀行砺波支店

21 演奏や工作楽しむ 砺波学園で杉の子祭

21 赤米の稲を刈り交流 砺波・太田地区で３世代

21 電飾取り付け開始 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　砺波チューリップ公園、来月開幕

21 砺波で華道展開幕 砺波市華道協会の「第４２回砺波市華道展」

21 砺波で「食材探検隊」 砺波市学校給食センターの「となみ野食材探検隊」

22 学びの成果生き生きと アピタ富山・砺波スタジオ

北陸中日 10 ボランティア活動４人２団体を表彰 富山でＮＰＯ大会

12 城端線の駅きれいに 沿線住民ら清掃や植栽

12 茶席や発表 来場者楽しむ 砺波学園で恒例「杉の子祭」

12 リアル野球盤小学生が熱戦 福光で大会
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読売 35 綿貫氏の米寿祝う政財界から４５０人 砺波市内のホテルで

　　２７日　月曜日
北日本 1 １１月の紙面 連載「古刹１３００年の至宝-砺波・千光寺展」

21 空から見た出町の変遷 あすから砺波図書館　２７年間の航空写真展示

21 庄川町菊花展 ２６日～１１月３日　砺波市庄川水記念公園

21 特産品ずらり 砺波　ビッグ庄川なんでも市

28 小１から高３まで英語スピーチ競う 片山学園でコンテスト

富山 20 朝日山公園で清掃奉仕 県造園業組合連合会青年部の高岡・砺波・氷見合同技能奉仕活動

20 駅で清掃や球根植える 城端線砺波市利用促進実行委員会

21 フリマや新米販売人気 砺波・庄川なんでも市

21 バラ使いドライフラワー 砺波・大正蔵で体験

23 英語で劇や暗誦披露 砺波でＥＣＣ発表会

25 植樹祭へ苗木育てよう 砺波でボランティアの集い

25 第１２回富山新聞社旗争奪寿野球高岡大会 高岡球友会、大島タートルズ、小矢部メルヘン、砺波エバー　４強

26 図画コンクール１６人４校たたえ 富山で表彰式

北陸中日 14 砺波の酒蔵バラを展示 砺波市三郎丸の老舗・若鶴酒造の大正蔵で

18 自慢です 庄川挽物木地の茶托　砺波市役所　温かなおもてなしを

18 冬の夜空彩るイルミ市民有志ら取り付け １日からチューリップ公園で催し

　　２８日　火曜日
北日本 15 北日本文芸 歌壇　入選　砺波市　平岡和代

15 〃 俳壇　天　砺波市　中邨宗承、人　砺波市　源通ゆきみ　他

15 〃 柳壇　佳作　砺波市　倉田外丸

20 グラウンドゴルフ　砺波市長杯大会 大会結果

20 ターゲットバードゴルフ 県協会長杯争奪・会員親睦大会

20 バスケットボール　全日本クラブ選手権県予選 大会結果

20 ビーチボール　県選手権砺波市予選会 大会結果

24 救命の３人に感謝状 砺波地域消防組合消防本部

24 わが家のアイドル 横山彩音（よこやま　あやね）ちゃん　８ケ月

30 来月「キラキラミッション」開幕 砺波・実行委がＰＲ

富山 23 農業発展さらに尽力 県農林漁業振興会長表彰　砺波の五十野さん報告

23 ＡＥＤで救助３人に感謝状 砺波地域消防組合

24 わが町朝市夕市 砺波市

25 電飾１０万個「楽しんで」 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　１日から砺波、ＰＲ隊来社

26 稲垣さん（砺波）に感謝状 県ＢＢＳ連盟監事　上川法相から

26 台湾の旅行関係者和紙すきなど体験 砺波、南砺を訪問

北陸中日 17 チューリップ公園電飾イベント来て 本社支局でＰＲ隊

朝日 31 １０万球電飾ＰＲ 砺波チューリップ公園

　　２９日　水曜日
北日本 1 となみ野飛躍　７　合併２市１０年 地域ぐるみ　　課題解決へ力合わせ

21 来月１日から「となみ野バル街」 砺波・南砺食べ歩き特別メニュー紹介

21 砺波市文化の日の表彰 自治功労者ら３２人表彰

22 有馬建設に協力表示交付 砺波市消防団

22 読者のひろば 晩秋のたたずまい　　　砺波市　　島田　栄

23 大豆初検査全て合格 ＪＡとなみ野

富山 23 ゆかりの小説歌集など１７点 庄川図書館

23 歩み伝える航空写真 砺波図書館

25 ３２人を表彰へ 砺波市

27 大豆初検査、全量が合格 ＪＡとなみ野

27 デスク日誌 新幹線は必要を実感（浜岡禎永）

北陸中日 15 収穫大豆すべて「合格」 ＪＡとなみ野形や光沢を初検査

　　３０日　木曜日
北日本 3 がん拠点８病院維持を 県対策推進協が意見書

20 県内美術館・博物館の催し 県立近代美術館、砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

21 情報かわらばん となみ野

21 県内朝市夕市 砺波市
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23 彩悠会９人の個性光る 高岡　モダンな色調や構図が目を引く開義明さん（砺波市）

24 わが家のアイドル 嶋田拓琉ちゃん（しまだ　たくる）ちゃん　１歳

24 読者のひろば 強いきょうだい愛　砺波市　横井君子　（主婦　７１歳）

30 山田さん（南砺）最高賞 奎星会全国公募展

富山 29 健康づくり考える 砺波で３市住民ら

29 恋愛の現実歌う 高岡で「鼻毛の森」

北陸中日 5 テーマ特集　私の読書方法　下 感想記の習慣ひそかな誇り　上野亮平　71　砺波市

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

18 あんだんてＷｅｅｋｌｙ イベント　チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション2014

　　３１日　金曜日
北日本 12・13 県・遼寧省 友好県省締結３０周年　代表団が訪中 つながりの深さ実感　夏野砺波市長

29 窯から炭取り出す 砺波花とみどりの少年団　森林保全学ぶ

29 来春の開花楽しみ 砺波商工会議所青年部と東般若保育園児　散居村ミュージアム

30 大きさや色付き確認 砺波・南砺リンゴの目揃え会

35 県功労に３９個人１３団体 北日本民舞連など スポーツや文化で貢献

35 ３個人２施設を表彰 食品衛生功労厚労大臣表彰

36 地域緑化貢献たたえる 富山で花と緑の大会 団体・個人を表彰

36 消防組合へ２０万円寄付 となみ衛星通信テレビ　贈呈式が砺波市役所で

富山 1 金屋ゆず今年は豊作 砺波で収穫始まる

2 ３９個人１３団体に決定 今年度の県功労表彰　来月４日に表彰式

14・15 富山夏の読書感想文・感想画コンクール2014 あすボルファートとやまで表彰式　感動の一冊魅力伝え

30 あすからＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 四季彩館光の演出　初企画　砺波で試験点灯

31 炭を窯出し「軽くて驚いた」 砺波花とみどりの少年団

31 チューリップ園児と植える 砺波商工会議所青年部

33 功労者ら表彰 第４２回花と緑の大会

33 砺波市長に表彰報告 第４２回花と緑の大会で表彰された市内の４人４団体

36 「ふじ」の品質を確認 砺波、南砺 出荷前目揃え会

北陸中日 16 県功労表彰 ３９人、１３団体 ４日式典 人命救助は１３年ぶり

16 リンゴ甘みぎっしり 砺波、南砺産目ぞろえ会

17 「バル街」で食べ歩きを あすから砺波、南砺の５０店

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

30 県功労表彰に３９人１３団体 富山第一サッカー部元監督・長峰さんら

毎日 26 県功労者決まる 個人で石井克代さんら３９人　１３団体も

26 奎星賞に南砺の山田圭華さん 第６３回奎星展　

      　朝刊１０紙及び北日本新聞夕刊に掲載された砺波市関係の新聞記事索引は、昭和４７年１月から
      切り抜きは、昭和４９年から保存してあります。ご覧になりたいかたは図書館２階へお越しください。
　　　　北日本新聞の夕刊は、平成２１年１２月２８日をもって休刊になり、朝刊単独紙となりました。
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