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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  １日　土曜日
北日本 3 起債許可団体 県内３年連続ゼロ 実質公債比率 １２市町村で改善

3 北日本四政経懇話会 １０月例会 となみ政経懇話会 ６日（木）正午  砺波ロイヤルホテル

5 店舗内店方式で砺波の２店統合 富山銀

22 １８９人プレー通し交流 ＴＳＴチャリティーゴルフ

22 バスケットボール 県男女総合選手権 砺波ク６８－５７高岡商高

26 武部さんの１００歳祝う 高岡 武部ミドリさん（砺波市宮森新出身）

 26 移住につなげよう暮らし体験ツアー 砺波 県外の４家族参加

26 芹谷野発電所の運用開始 射水 庄東用水土地改良区

27 「ふく福柿」品質上々 栴檀山特産 摘み取り始まる

27 さよなら くまモンの絵 砺波 田んぼにおえかき 地元園児最後の稲刈り

27 ざっくばらん チューリップ四季彩館管理係長 利波匡裕さん

30 虹 ９０ 里山に押し寄せるイノシシ

32 となみ野アート 味わい深い日本画３３点

32 国道沿いきれいに クレーン建設業協会富山

33 県立高全日制 定員２人減 ７１８２人

33 植樹祭へ体制強化 県警 秋の異動

別2～7 友情つなぎ頂点へ 北日本新聞金鷲旗争奪 きょう県中学駅伝

富山 3 起債許可団体なし 市町村の実質公債費比率 １５年度決算

8 第３２回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会 ３２チーム秋の王座めざし熱戦

20 くらしの日記 老いと死を前に 春川正人 ６９歳

22 芹谷野発電所が運用開始 射水で庄東用水土地改良区

22 秋の味覚 となみブランド 「ふく福柿」初収穫

23 「くまモン」で最後飾る 砺波・五鹿屋幼稚園児、稲刈り

23 空き家見て体験談聞く 砺波 移住体験ツアーに４家族

23 百歳 武部ミドリさん（高岡市戸出町、９月５日生まれ）

23 活動功績の６人表彰 第１２回砺波市老人クラブ大会芸能発表会・趣味作品展

25 移動スーパー中山間地網羅 砺波・丸圓商店 ２台目を導入

25 高道クラブなど優勝 第１１回県親善ゲートボール大会

25 デスク日誌 障がい者と距離縮まる

26 募集定員、２年連続減 県立高 全日制７１８２人

26 ９７人に異動内示 富山県警

北陸中日 16 来年の植樹祭へ警備態勢を強化 県警定期異動発表

16 芹谷野発電所が運用開始 射水

17 高齢者に集いの場を 孤立防止へ 砺波のＮＰＯカフェ開店

17 ２０１７年度県立高校募集定員 県立高全日制７１８２人募集

17 甘～い口福 もうすぐお届け 砺波 ふく福柿収穫始まる

読売 28 ふるさと写真館 ＧＨＱ魅了 試験場救う となみチューリップフェア（砺波市）

28 ２０１７年度県立高全日制募集定員 富山西高 募集１学級増

28 小水力発電所完成 射水で運用開始式

28 県警 ９７人異動 秋の定期人事異動

朝日 26 県立高全日制２人減 来年度募集定員 高岡南１学級減

27 ハーフ入賞チャンス増 庄川散居村縦断マラソン 来月開催

  ２日　日曜日
北日本 3 自民砺波市連と夏野氏政策協定 来月の市長選

14 北日本新聞金鷲旗争奪県中学駅伝 女子総合成績 

15 〃 男子総合成績

17 高堀（砺波工高出）ら戦力外通告期間スタート プロ野球 楽天

20 読者のひろば パソコンに触れる 砺波市 小西文子（主婦 ７２歳）

23 コスモス１００万本お出迎え となみ夢の平ウォッチング ゲレンデ色とりどり

 23 庄川美術館なでしこ展開幕 砺波 １５人が新作・近作紹介
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23 運動の場提供し１０周年 砺波 庄川健康プラザの開館１０周年

23 障害児らスポーツに汗 砺波 砺波地区ふれあい育成スポーツ大会

26 天位に田村さん（砺波） 県俳句連盟秋季大会 散居の季節感詠む

26 吉川さん（砺波）が洋画受講生指導 海王丸パークで実技

富山 2 現職の夏野氏と政策協定結ぶ 砺波市長選で自民市連

23 雄山、堀川２連覇 県中学校駅伝競走大会

23 県高校秋季大会 柔道

23 児童２３６人熱戦、交流深め 第９回県小学生ソフトテニスフレンドシップ大会

25 マイタケなど販売 砺波で収穫祭

25 砺波の名所と味覚堪能 東海の出身者バスツアー

25 砺波・夢の平 ウォッチング始まる ３連休に１００万本満開

25 開館１０周年を祝う 庄川健康プラザ

27 出町など２回戦進出 富山新聞社杯呉西地区新人少年野球 砺波で３２チーム熱戦

27 庄川、芝園が２回戦へ 第９回ロイヤル旗少年野球大会第２日

27 豊田４強入り 第６回ミニバスケットボールシックスマンカップ第１日

北陸中日 17 全日本少年サッカー県大会兼KNB杯県学童サッカー大会 ＦＣとなみ3-0桜井

17 後藤杯卓球選手権カデットの部県予選会 試合結果

17 県バスケットボール男女総合選手権大会 男子４回戦 砺波クラブ68-57高岡商業高

17 コスモスいっぱいウオッチング開幕 夢の平スキー場

読売 24 病院の実力 ～富山編104 胃がん 早期なら腹腔鏡手術も

24 ８７チーム熱戦始まる 全日本少年サッカー県大会

  ３日　月曜日
北日本 13 第６９回秋季県高校野球大会 総評

15 決勝は富山第一VS砺波 全国高校ラグビー県大会

15 柔道 県秋季高校総体 試合結果

15 サッカー 全日本少年県大会兼KNB杯県学童大会 試合結果

15 サッカー 高円宮杯ユースＵ-１５リーグ 試合結果

16 自己ベスト狙う 水泳・県高校新人大会

 21 干し柿生産課題探る 砺波 県内外７０人意見交換

21 ３５周年記念し優雅な舞 砺波 渋川流剣詩舞道剣楓会

21 会員１００人素謡披露 小矢部 砺波連合宝生会

21 郷土の魅力再発見 東海となみ野会のふるさと訪問バスツアー

28 砺波の市街地イノシシ目撃 ２日午後６時半ごろ、砺波市千代の国道１５６号で

富山 13 ラグビー決勝 富山一×砺波 県高校秋季・新人大会 

13 豊田が準優勝 第６回ミニバスケットボールシックスマンカップ最終日

14 第８常会が総合Ｖ 砺波・五鹿屋大運動会

14 ３分団が４連覇 砺波・高波体育大会

15 イノシシ肉里山実感 砺波・井栗谷 住民と移住者交流

15 秋季謡曲大会で各支部が素謡１０番 砺波連合宝生会

19 ４強 出町、窪、海峰、成美 本社杯呉西新人少年野球

19 広島の日本一祈願 庄川水記念公園

21 地鳴り 運動会を回り孫たちの応援 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

21 〃 苦労している姿を見せない 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

22 砺波でイノシシ目撃 ２日午後６時半ごろ、砺波市千代の国道１５６号沿いで

北陸中日 13 県高校新人水泳競技大会 大会結果

毎日 24 砺波８年ぶり決勝進出 全国高校ラグビー県大会

  ４日　火曜日
北日本 5 県西部に中枢都市圏 協約締結 人口減対策６市連携

18 仲間と集う 庄川中昭和５９年卒同窓会（富山市 高野眞久）

20 庄川の人口減考えよう 砺波 まちづくり協が情報新聞

21 献上チューリップ箱詰め 砺波 球根６品種４０００個皇室へ １７日宮内庁に持参

21 地域防災対策に重点 砺波 来年度地区へ無線配備検討

21 たかはたポークを寄贈 砺波 頼成のたかはた養豚

 21 地域活動尽力の６人表彰 砺波 砺波市老人クラブ大会

27 平成２８年度優秀施工者国土交通大臣顕彰 寺島勝（橋梁特殊工）＝砺波市
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28 市長「対応は白紙」 砺波市議の報酬引き上げ

28 砺波で目撃のイノシシ衝突死 ２日夜に高岡市戸出行兼の国道１５６号で

富山 2 呉西６市が協約締結 連携中枢都市圏 全国初、中核市含まず ３２事業のビジョン策定

19 わが町朝市夕市 砺波市

21 皇室に献上球根箱詰め チューリップ６品種４千個 砺波市、県花卉球根農協で作業

21 砺波市長にインタビュー 「１４歳の挑戦」本社総局で体験 出町中３人

23 平成２８年度優秀施工者国土交通大臣顕彰 寺島勝（４６）（橋梁特殊工）＝砺波市

25 イノシシ、車と衝突 ２日午後１１時ごろ、高岡市戸出行兼の国道１５６号で

25 地鳴り ご先祖様が喜んでいる 西川良子 ６３歳（砺波市）

26 政活費１２市町で会派支給 富山市のみ会派加算

北陸中日 17 ６市連携呉西に活力 中枢都市圏締結式 人口目標３０万人規模維持

17 干し柿生産守ろう 砺波 初シンポ活用探る

読売 28 皇室献上の球根箱詰め 砺波 チューリップ・４０００個

29 西部６市連携協約締結 定住支援、こども福祉など

  ５日　水曜日
北日本 11 レシピ手帳 サーモンとスクランブルエッグのグラタン風（砺波ロイヤルホテル調理部洋食担当・吉田太一）

15 ソフトテニス 第９回フレンドシップ大会 大会結果

15 バスケットボール県総合選手権 大会結果

15 硬式野球 県少年選手権大会 試合結果

19 山村さん１００歳祝う 砺波 砺波市若草町の山村八重子さん

19 来年度開始のデマンドタクシー 砺波 庄東・雄神地区で導入 市が方針案

 19 小学校通学路の安全を合同点検 砺波 砺波市内小学校の通学路の合同点検

23 となみチューリップ球根まつりに来てね ７日から四季彩館

24 ミュージカルけいこ入念 村岸さん（砺波出身）東京の舞台出演へ

25 事前取締本部設置へ 砺波市長選で砺波署

25 砺波の男性は水死 高岡署

27 上市中心部にクマ 同日、小矢部、砺波、黒部でも

富山 21 庄川の魅力 新聞で紹介 砺波・まちづくり協発行 地区に配布

21 小学校 通学路を合同点検 砺波 市職員、砺波署員、教諭

21 啓発劇公演始まる 砺波人権擁護委員協

21 百歳（４日） 山村八重子さん（砺波市若草町、４日生まれ）

23 第７０回県バスケットボール男女総合選手権 大会結果

23 後藤杯卓球選手権カデット県予選 男子③粟津（出町中） 女子①宮野琴果（般若中）

24 球根まつり来て 砺波市のＰＲ隊が来社

25 高岡の男性遺体、死因は溺死 高岡市福岡町木舟の用水で見つかった男性

25 地鳴り 今年は豊作 庄川ユズを 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

27 県が今年初のクマ出没警報 砺波でも１頭

北陸中日 11 チューリップ球根皇室献上へ箱詰め 砺波の農業組合

27 男性死因は溺死 福岡の用水路遺体

読売 27 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙとやま 試合観戦ドキドキ（砺波市・伊藤満里子 ７０）

28 よみうり文芸 短歌 【秀逸】別所武  俳句 西能さとみ 海潮砺波歌会

28 砺波のチューリップ球根まつりに来てね ７日から

毎日 22 詰め放題やガチャガチャも ７日から 砺波で「球根まつり」

  ６日　木曜日
北日本 3 選挙人名簿登録者 １８、１９歳１万９８６２人 県全体９０万５４３２人

3 連携中枢都市圏協約締結を報告 県西部６市 知事に

13 続'越中エル・ドラド ふるさと人物列伝 京浜工業地帯を形成した 浅野総一郎

14 県内美術館・博物館の催し 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

18 仲間と集う 般若中第９回卒同級会

20 耕作放棄地パトロール 砺波 砺波市農業委員会

21 球根収穫に感謝 県花卉球根農協 園児と植え込み

21 フラワーアレンジ２０日から限定講座 砺波 砺波支社カルチャー

21 洋食マナーで大人気分 砺波 庄川小６年生
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24 富山弁で面白ＣＭ 西島秀俊が熱演 森永チョコ きょうから放送

 26 櫻井さん（小矢部）が独立展に初入選 吉川信一さん（砺波）再入選

28 県市議会議長会 水口氏（高岡）が“臨時会長”

29 台風１８号 県内交通機関に乱れ 高岡で倒木 道路ふさぐ

富山 1 台風１８号 県内強風 高岡で倒木 看板落下

2 来年度から人事交流 とやま呉西圏域 ６市が知事表敬

3 ９０万５４３２人に増加 選挙人名簿登録者

4 チューリップ支店内に砺波支店移転 富山銀

22 新設講座 １０、１１月 アピタ砺波スタジオ

26 給食で学ぶ 洋食マナー 砺波・庄川小

27 チューリップ球根に感謝 県花卉球根農業協組

27 「税の啓発品」子ども配布を 砺波間税会

27 砺波で農地パトロール 砺波市農業委員会

27 選手が健闘誓う 第２９回全国健康福祉祭ながさき大会 第１６回全国障害者スポーツ大会

32 県市議会議長会長職を「謹慎」 富山市議会議長

北陸中日 16 登録者数９０万５４３２人 選挙人名簿

17 砺波「球根まつり」キャラバンがＰＲ 本紙来訪

18 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館・砺波市庄川美術館

18 イベント スカイフェスとなみ２０１６

読売 26 球根豊作 先人に感謝 砺波

26 ＵＳＯ放送 栄養補給（砺波・越中之助）

27 有権者は９０万５４３２人 選挙人名簿登録者数

朝日 29 知事選２０１６ きょう告示 有権者６千人増

  ７日　金曜日
北日本 3 砺波政経懇話会 １０月例会 子ども楽しめる施設に 林氏（国立科学博物館長）が講演

17 第３６回全国万葉短歌大会 佳作 島田幸子（砺波市）

30 台湾の観光客呼び込め 砺波市が名所案内 メディア関係者招く

31 ３市の介護人材育成 南砺の社福法人福寿会 独自に研修機関

31 大きな声 動作きびきび 砺波 庄川４保育所 剣道通し礼儀学ぶ

31 看護の道へ決意新た 砺波 砺波准看護学院

31 ざっくばらん 高岡市戸出保育園保育士 谷村志織さん（砺波市・２４歳）

33 接客向上へ利き酒 高岡・砺波の酒販組合員ら４０人 料理との相性考える

34 吹奏楽やマーチング全国大会活躍誓う 県庁で激励会

37 台風１８号 県内に爪痕 建物損壊や落果相次ぐ

富山 2 社説 台風１８号の爪痕 油断せず備えを固めたい

21 和紙ちぎり絵で２人展 富山銀砺波チューリップ

21 竹刀振り 礼儀学ぶ ４保育所の５歳児 砺波・庄川

21 「１４歳の挑戦」砺波・出町中生 富山新聞文化センター となみ・ラモーダ 業務に触れ、教室体験

23 「おもてなし力」向上へ味を理解 高岡 県西部の酒販店主、合同きき酒会

23 全国大会の健闘誓う 吹奏楽・マーチング 県庁で激励会

24 郷土の魅力台湾に売り込め 砺波にブロガーら招く 散居村、子供歌舞伎を紹介

24 看護の志新たに 砺波准看護学院

24 市長選で砺波署も 事前運動取締本部設置

25 事件・事故 下着盗んだ疑いで男逮捕

26 台風 県内に爪痕 リンゴ落下、２人けが

北陸中日 14 球根まつり ぜひ来場を となみチューリップフェア 本社訪れＰＲ

17 行楽シーズンお出かけに お得に食べ歩き 砺波・南砺４３店

26 ６４０戸停電 ２人軽傷 台風１８号、県内で被害

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

29 児童に「洋食マナー教室」 砺波 給食アレンジ料理楽しむ

30 台風１８号リンゴ２２６㌧落下 強風で２人軽傷、６００戸停電

朝日 26 球根詰め放題やります 砺波 チューリップ四季彩館でまつり

26 美の記憶 ① 高岡市美術館 瀬尾千秋学芸員

27 台風１８号でリンゴ被害 魚津ほか

毎日 20 台風１８号 砺波、高岡で２人軽傷
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  ８日　土曜日
北日本 1 天地人 ２０１６となみ夢の平コスモスウォッチング

25 暮らし支え安全守る 第２７回危険業務従事者叙勲 県関係２６人

25 全科目全国平均超え 砺波 全国学力テスト

29 巨大な頭蓋骨モチーフに造形 砺波 清河さん作品展

29 写生中心の墨彩画３６点 砺波 太田無老会

29 墨彩画３団体が合同展 砺波 砺波市文化会館ロビーで

31 チューリップ１００品種好み探して 砺波・球根まつり 「特大」詰め放題が人気

富山 3 知事選２０１６ 期日前投票出足は好調

26 やなぜ苑、募金を寄付 募金１万５３３８円を日本赤十字社砺波市地区に

27 多種１２万個２割引き 砺波 チューリップ球根まつり開幕

27 １４歳の挑戦頑張りました 砺波・出町中の３人本社で職場体験

28 安全安心に尽力 危険業務従事者叙勲 県内から２６氏

28 競書展に向け仕上げ「こども書道」受講生 アピタ砺波スタジオ

30 学力テスト 全国平均を全教科上回る 砺波市

北陸中日 18 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 防衛功労 鈴木幸治 ６１ 元２等空尉 砺波

18 〃 瑞宝双光章 警察功労 村上 実 ７０ 元県警視 砺波

読売 22 危険業務叙勲２６人 瑞宝双光章【警察】村上實70（砺波市）、【防衛】鈴木幸治61（砺波市）

23 近づく満開あと少し 砺波でコスモス

朝日 24 県内２６人が受章 危険業務従事者叙勲

毎日 24 県内から２６人受章 危険業務従事者叙勲

日本経済 34 危険業務従事者叙勲受章者 富山

  ９日 日曜日
北日本 1 注目のニュース 砺波でスカイフェス ３１面

5 社説 クマ厳戒 寄せ付けない自衛策を

7 「消防団応援の店」増加 団員確保 地域振興も 

18 県ジュニア五輪中学陸上 ６０校の５０４人出場

18 小中学生が鋭いスマッシュ 卓球・富山ＣＩＴＹオープン

18 小学生７４１人力走 ちびっ子健康マラソン

18 グラウンドゴルフ 第１２回県年金受給者協会砺波支部大会

 18 県中学校選抜大会 サッカー 剣道 ソフトテニス

20 わが家のアイドル 小幡芽衣ちゃん １歳８カ月 砺波市荒高屋

21 坂のまち アートで彩る 八尾 あすまで ５０人３８ヵ所で展示

22 健康麻将かがやき杯 ③山田栄吉（砺波）

22 がんばってます富山の職場 鷹栖建工 砺波市鷹栖

23 砺波の景観 屋敷林守れ カイニョ倶楽部 高齢者宅で清掃支援

23 ワークショップ織物作り楽しむ 砺波 庄川美術館

23 まつりの募金を預託 砺波 砺波市柳瀬の特養ホームやなぜ苑

23 華やか民謡ライブ 砺波 市社会福祉庄東センター ２０人唄や踊り披露

30 ひき逃げ容疑 砺波の女逮捕 高岡署 

31 秋空 色とりどり 砺波でスカイフェス

富山 1 熱気球 となみ野彩る スカイフェスとなみ 全国から２７チーム

21 出町、成美が決勝進出 第３２回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会

21 比美乃江女子など県勢４チーム進撃 第１２回魚津しんきろう杯小学生バレーボール交流会

21 サッカー 出町延長制しＶ 第３８回県中学校選抜体育大会

21 第４０回県ジュニアオリンピック中学校陸上大会 大会結果

22 最高賞の上野君表彰 ＭＯＡ砺波児童作品展

22 屋敷林の落ち葉清掃 砺波カイニョ倶楽部 散居景観の保全へ汗

22 杉の子祭楽しむ 砺波学園

27 事件・事故 ひき逃げの疑いで女逮捕

27 地鳴り おびただしいカラスの集団 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

27 〃 海岸でヒスイ探す孫たち 柴田照子 ６７歳（砺波市）

27 コント 砺波・ 越中之助
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29 雨の中 懸命盛り上げ 知事選 初の週末

北陸中日 17 県中学校選抜体育大会 軟式野球 ソフトボール ソフトテニス 剣道

18 砺波の秋空に熱気球ふわり スカイフェス開幕

27 ひき逃げ疑い７９歳逮捕 富山県警高岡署

毎日 22 ２氏 県西部で訴え 知事選 告示後初週末

  １０日　月曜日
北日本 9 追想 ありし日 かな書に情熱燃やした書家 中邨 啓子さん

12 目を大切にしましょう。 平成２７年度富山県健康教育実践優良学校 努力校 砺波市立鷹栖小学校

13 富山県眼科医会 桐沢医院、とよだ眼科クリニック、ゆあさ眼科

20 滑川ほたるいかマラソン 水野さん（富山）初優勝

21 県相撲選手権 射水市Ａ連覇

21 津沢スポ少Ｖ 野球交流大会

 21 県中学校選抜体育大会 軟式野球 柔道

21 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 出町６－０福光

21 グラウンドゴルフ 第２２回鷹栖樋掛杯大会 大会結果

21 硬式野球 県少年選手権大会 Ｅグループ 新湊ダイヤモンズ０－４となみ野ヤンキース

22 読者のひろば 薬業の発展を祈る 砺波市 上野亮平（無職 ７３歳）

25 秋のとなみ野いいね 夢の平スキー場周辺でツアー コスモスとそば堪能

25 じっくりと観察 食べられるかな 砺波 頼成の森でキノコ狩り

25 親鸞の権現訪問伝絵使い解説 砺波 今井筑波大名誉教授

28 天位に民谷さん（富山） 俳句結社「辛夷」年次大会

28 高校入試の心構え学ぶ 砺波・説明会に８０人

富山 2 親子連れがキノコ狩り 砺波・頼成の森

17 女子はＲｍ優勝 第７０回県バスケットボール男女総合選手権

17 第３８回県中学校選抜体育大会 軟式野球 柔道 卓球

19 買い物客に献血お願い となみセントラルＬＣ

19 江田、中木さん優勝 柳瀬グラウンド・ゴルフ協会後期大会

21 夢の平 コスモス見ごろ 砺波 女性グループがツアー

21 １０部門で成果発表 県中学校文化祭

23 地鳴り 平野部でも秋が深まる 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

23 月曜川柳 乱反射 荒山誠一（砺波）

北陸中日 5 発言 ２歳から知るＴちゃん６３歳 福岡みよ子 ９０（富山県砺波市）

12 たのむちゃ！知事さん 農業の継承 仕組み必要 農業生産法人代表 伊藤仁嗣さん（３７）砺波市高波

13 砺波市認定の豚肉 ３００㌔を給食に提供 たかはた養豚

   １１日 火曜日
新聞休刊日

  １２日　水曜日
北日本 3 ２０１６知事選 期日前投票１．２２倍 開始３日間

11 北日本歌壇の集い 砺波市 安念智栄子、中井溥子

13 第５１回郷土陶芸展 越中三助焼 谷口三明（砺波）

20 野球の楽しさ実感 砺波で親子向け教室

20 船こぎ体験順位競い合う 砺波スポーツフェス

20 グラウンドゴルフ 第２６回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

 25 北海道開拓先人の歴史 郷土資料館暮らし紹介 砺波地方から集団移住

25 庄川沿い歩き健康づくり 砺波 第１０回となみ庄川水辺ウォーク

33 新隊員に暴行２人を懲戒処分 陸自富山駐屯地

富山 3 期日前投票者３日間で５３８３人 前回比１．２２倍、９８１人増

3 富山配分額は２１０億円 国交省関連の第２次補正

25 ５１１人歩き、心地良い汗 となみ庄川水辺ウォーク

25 体力測定や五輪の展示 スポーツフェスｉｎとなみ

25 野球は面白い 砺波・小学生教室

25 現状と見守り体制学ぶ 砺波地域精神保健福祉推進協議会の研修会

26 上野、石川Ｖ ２０１６氷見ふれあい卓球選手権

29 地鳴り 二度も素通り心が晴れず 藤井昭通 ４４歳（砺波市）

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助
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17 体育の日は親子の日 砺波でフェス 大縄跳び、船漕ぎ挑戦

17 県中学校選抜大会柔道競技 大会結果

30 新入隊員に暴行陸曹ら懲戒処分 富山駐屯地

読売 31 まさに絶景ポイント 砺波市・別所武 ７７

32 よみうり文芸 短歌 砺波市 林田禮子

33 新入隊員暴行で２人を懲戒処分 陸自富山駐屯地

  １３日　木曜日
北日本 3 砺波東バイパス工事加速 第２次補正予算 県関係配分２１０億円

3 夏野陣営のみ出席 砺波市長選事務説明会

13 佐伯前代表しのぶ とやま民俗８６号

13 県俳句連盟秋季俳句大会 天位 砺波市 田村浩美、六位 砺波市 般林雅子、 北村加代子、七位 砺波市 源通ゆきみ、水木柳子

14 県内美術館・博物館の催し 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

 22 古布使った服・小物１６２点 砺波 大人のかわいい服展 古布リメイクｂｙ村田悦美

23 最優秀に中村君（砺波東部小３年） 砺波・南砺デジカメコンテスト

23 精神障害者に理解を 砺波 精神保健福祉研修会

29 緑化への尽力たたえる 富山 花と緑の大会で表彰

29 クマ出没情報 魚津・砺波で目撃

富山 1 コスモス満開 砺波・夢の平スキー場

3 現職陣営のみ出席 砺波市長選説明会

27 最高賞に東、河島さん 砺波市の県西部体育センターでのスポーツフェスティバルｉｎとなみ

27 最優秀賞に中村君 第１０回デジカメ写真コンテスト写真展

29 知事賞に桝田君 県未来の科学の夢絵画展

30 功労、入賞者たたえ 富山で花と緑の大会 砺波で受賞報告

30 港の役割船上で学ぶ 砺波・鷹栖小 伏木富山港を訪問

31 地鳴り スーパーの業務孫息子が挑戦 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

31 〃 マナーの悪さで疲れが何倍にも 小川桂子３４歳（砺波市・会社員）

32 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 5 テーマ特集 鉄道の日 中 〝鉄郵魂〟快挙今も語り継ぐ 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

15 うっとり癒やし一面にコスモス 夢の平スキー場

18 立候補予定者説明会夏野氏陣営のみ出席 砺波市長選

18 環境美化尽力の個人・団体を表彰 花と緑の大会

18 庄川小、耐震.完了 ３０日に完成式典 砺波の小中すべて改修

20 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

朝日 27 現職陣営のみ出席 砺波市長選説明会

毎日 24 砺波市長選の説明会に１陣営 砺波市長選

  １４日　金曜日
北日本 3 夏野氏の推薦決定 砺波市長選で自民県連

3 公明も推薦決める 砺波市長選

18～19 2016がんばりすとｉｎとやま 介護の中堅職員（介護福祉士） 砺波市北部デイサービスセンター 高田彩子さん、南部デイサービスセンター 奥村房代さん

21 仲間と集う 東海大学校友会懇親コンペ（砺波市 坂井勇雄）

25 三合新発電所が起工 砺波 庄東用水土改区小水力１８年春完成へ

25 丹精込めた盆栽や山野草 砺波 砺波市盆草協会

25 市内３ｶ所目認知症カフェ 砺波 駅南口に開設

 25 炭焼き取り出し楽しみ 砺波 庄東小６年生窯入れ体験

25 市美術協会員多彩な１１０点 砺波 １６日までチャリティー展

30 伝統と現代性融合 郷土陶芸展開幕 茶わんなど１５０点並ぶ

富山 5 名称公募の純米吟醸「帛」２１日発売 若鶴酒造

21 炭焼き窯入れ 森学ぶ 砺波・庄東小６年生３９人

21 農業排水路に発電所 砺波・庄東用水土地改良区 芹谷で起工式

21 徳万公民館裏夜間に照明 砺波、あすから使用

23 善意胸に１２０人プレー 北陸ウェルフェアゴルフ

23 ボランティア功労２７人と２２団体表彰 きょう、県など

29 2016がんばりすとｉｎとやま 介護の中堅職員（介護福祉士） 砺波市北部デイサービスセンター 高田彩子さん、南部デイサービスセンター 奥村房代さん
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北陸中日 18 南砺、砺波市長選現職の推薦決める 自民党県連

18 公明党県本部も現職夏野氏推薦 砺波市長選で

19 瑶子さま迎えて福祉ゴルフ大会 小矢部で１２０人参加

19 となみ野テーマ児童の力作写真 散居村で作品展

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

32 福祉ゴルフ１２０人参加 瑶子さま表彰式に出席

33 2016がんばりすとｉｎとやま 介護の中堅職員（介護福祉士） 砺波市北部デイサービスセンター 高田彩子さん、南部デイサービスセンター 奥村房代さん

  １５日　土曜日
北日本 5 富山第一銀行人事 砺波次長

5 ２０００本限定の純米吟醸 若鶴酒造

18 来年３月小矢部で造形公募展 現代アートの実験場に

23 議会に「市民の目」を 政活費不正の経過（２０１６年）

33 県発明とくふう展 最高賞に勢田さん（宇奈月小６）

34 わが家のアイドル 竹林奈央ちゃん １歳 砺波市西中

36 園児とサツマイモ収穫 砺波 砺波市中野地区の老人クラブ、中野希生会

37 大賞に髙田さん（日本画）ら 砺波 きょうから市美術展

37 八塚さん（高岡）最優秀 砺波ハンギングバスケット

37 都市在住者 収穫を体験 砺波 とやま帰農塾

37 奈良の寺院 水彩画で 砺波 きょうから林清納さん個展

37 ざっくばらん 砺波市美術館管理係 永田善子さん（砺波市・４８歳）

37 安全なまちづくり誓う 砺波 地域安全 ｉｎ となみ

38 ボランティア功労者表彰 県民大会 

39 街なかで相談会 県行政書士会 １５日 砺波まなび交流館

富山 24 砺波市美術展 大賞に５人 きょう開幕

24 本金砂子細工の屏風、掛け軸 砺波市美術館 長岡さん作品展

25 特殊詐欺 気を付けて 年金支給日 県内各地で啓発 砺波署など

25 砺波で帰農塾始まる とやま帰農塾砺波塾

26 岸渡排水路 来春に供用 農地防災事業庄川左岸地区

26 ２２団体２７人を表彰 県民ボランティア大会

29 事件・事故 民家に侵入した疑い

北陸中日 18 ファイル１１０番 住居侵入の疑い

19 砺波市美術展 髙田さんら大賞 きょう開幕

読売 28 第３８回県中学校選抜体育大会 サッカー 柔道

28 県高校新人大会 競泳

  １６日　日曜日
北日本 1 北日本新聞文化賞受賞者決まる 地域社会賞 増山城解説ボランティア曲輪の会 スポーツ特別賞 宮島徹也選手（２７）

19 北日本新聞文化賞スポーツ特別賞 車いすバスケットボール リオパラリンピック日本代表 宮島徹也選手（２７）金沢市（砺波市出身）

20 北日本新聞文化賞地域社会賞 増山城解説ボランティア曲輪の会 会長・安ｶ川尚司氏 事務局・砺波市頼成

21 練習の成果発揮 砺波市バド・中学の部

24 軟式野球 砺波市野球連盟第３３回秋季学童選手権大会 決勝 庄川スポ少7-0庄東スポ少

24 軟式野球 砺波市中学新人大会 ①庄西②般若③出町

24 サッカー全日本少年県大会兼KNB杯県学童大会 ２回戦 住吉１－０となみFC

28 空中カフェ２０１６秋 「タルト・ショコラ」ラ・ピニオン（砺波市）、「Pｏｔｅ★mai(米)ポテマイ」プティアプティ(砺波市)

29 創立５０周年発展誓う 砺波 商議所青年部が記念式典

29 農業水利施設を見学 砺波 庄川左岸農地防災事務所

29 坊村公民館の完成祝う 砺波 

29 公民館外に照明灯 砺波 徳万自治会

33 １００万本秋風に揺れ となみ夢の平のコスモス

富山 2 知事選２０１６ 期日前投票好調続く

2 選挙公報を印刷 県議補選で県選管

28 農地防災の重要性理解 砺波で水利施設見学会

29 合宿で児童交流 県砺波青少年自然の家

29 リーダー育成に挑戦 砺波会議所青年部 ５０周年で式典

29 花と緑のコンクール表彰 砺波市花と緑のコンクール表彰式

29 砺波・坊村公民館が完成 砺波市の坊村公民館竣工式
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33 地鳴り ジャズの音色生演奏を堪能 黒田和也 ３９歳（砺波市）

読売 28 日本酒女心酌んで 酒造会社ファン獲得に熱 女性限定試飲会や新商品

28 全日本少年サッカー 県大会 住吉1-0ＦＣとなみ

  １７日　月曜日
北日本 20 南砺・砺波でごみ拾い 大建工業井波工場

21 球根植えて国際交流 砺波チューリップ公園 台湾・嘉義の児童訪問

21 獅子頭新調思い新た 砺波 宮森下村獅子方若連中

21 音楽会やトーク作品空間で満喫 砺波 庄川美術館なでしこ展

21 荘厳な調べ観衆魅了 砺波 雅楽公演「拾翠苑（じゅっすいえん）の雅楽」

28 日展特選大野・谷口さん（工芸南砺） 洋画初入選県関係４人

29 民意と歩むとやま議会考 県内議会政活費見直し協議

富山 2 ２８人を表彰 県福祉人材確保対策会議の「がんばる介護職員応援事業」

16 台湾の児童 友好の証 球根植える 砺波 来春のチューリップフェアへ

17 獅子頭を新調、入魂式 砺波・宮森獅子方若連中

17 ふく福柿収穫手伝う 砺波で大学生、高校生

17 東野尻が優勝 砺波市ミドル交友会親善秋季・第４１回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

19 寿野球県王座へ熱戦 大島、戸出など８強

22 大野さん（南砺）谷口さん（南砺）工芸美術 特選 改組新日展

23 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

毎日 24 入賞３３点決まる 第６４回手足の不自由な友におくる友情の図画コンクール

  １８日　火曜日
北日本 3 ２０１６知事選 期日前投票好調１．３７倍

3 トライアル発注に６商品 総合カレッジＳＥＯ（砺波市出町中央）「ブレンド茶 琥珀の宝」

15 巾着袋・髪飾り作る 砺波 庄川地区児童館まつり

18 特産「ふく福柿」収穫 砺波 福野高生 大学生らと体験

18 空中カフェ２０１６秋 「パンプキンシュニッテン」ミッシュローゼ（砺波市）

19 自宅前で買い物好評 砺波の丸圓商品２号車導入

19 きれいな花咲いてね 砺波 市内小学生 チューリップ球根植える

富山 3 知事選２０１６ 投票率向上首長も躍起

21 わが町朝市夕市 砺波市

23 地震時、身を守る方法は 砺波３小学校で教室

24 来春へ植え込み開始 砺波チューリップ公園 出町小２年生が作業

25 万一に備え消防訓練 砺波のコカ・コーラ工場

27 地鳴り 先輩のような人になりたい 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

28 １０日間で３万２千人 知事選の期日前投票

北陸中日 17 地震から身を守って 震災体験の吉田さん 砺波３小で教室

読売 28 散居村を考える 来月５日にシンポ となみ散居村ミュージアム情報館研修室で

  １９日　水曜日
北日本 13 北陸の風景４０点紹介 大木さん（高岡）２冊目の写真集

13 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子  安藤やすを

15 チャリティーゴルフで交流 砺波のＬＣとＲＣ

18 「心を一つに演奏」 高岡 中部日本吹奏楽コンクール初芳野中生徒が報告

19 砺波 食べ歩き企画続々 南砺 TSTや商工団体 地域活性化目指す

19 やわらかくておいしい！ 砺波 市内給食「たかはたポーク」

19 児童に子ども手帳贈る 砺波 日本公衆電話会北陸統括支部富山分会

富山 21 南砺福野高校生、建設現場へ 県建設業協会の「高校生の建設現場見学会」

21 砺波法人会が税グッズ １５００セットを砺波税務署に

25 デスク日誌 職業選択の参考に

26 砺波の豚肉「おいしい」 幼稚園や小中 トントンの日の給食

27 地鳴り コスモス街道見事に開花 竹部誠孝 ７５歳（砺波市）

北陸中日 19 砂子細工趣の奥行き 砺波 長岡由美子さん作品展

読売 25 絵柄で悩むのも楽しみ 砺波市・野田節子 ６９

 25 イラスト 土江田玲子（砺波市）

朝日 24 フォーラムとやま 展覧会 ２０１６年なでしこ展
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  ２０日　木曜日
北日本 13 越中讃歌 優秀句百選

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

22 仲間と集う 砺波市連合婦人会元執行部「なでしこ会」（砺波市 近藤令子）

25 砺波へ思い込め歌おう 熊野さん兄弟らで結成「くまの音楽堂」

25 銅版画で心象風景表現 砺波 表町のギャラリーみかん堂で

25 児童向け税教室グッズ寄贈 砺波 砺波法人会

25 防犯栄誉銅章受章を報告 砺波 市役所を訪れ、夏野修市長に

25 北陸コカ工場で消防訓練 砺波 砺波市危険物安全協会の合同消防訓練

26 富山平野を守る 常願寺川砂防１１０年 ③ 山と海をつなぐ川

31 砺波でも窃盗疑い 名古屋の男再逮捕

富山 22 新設講座 １１月 となみラモーダ

22 楽しんでます イオンとなみ 中学英語で学べる旅行で役立つ表現

 27 防犯栄誉銅章を報告 砺波市長に吉田さんら

27 ２施設で美化奉仕 砺波工高生

27 ロビー展 ＫＡO：ＲＩさんハワイアンキルト展 富山銀行庄川支店

28 「よごし」グループ別３位 砺波ロイヤルホテル 朝ごはんフェス

28 県社会人ラグビーリーグ戦 第６節 魚津ＲＦＣ5-5砺波ＲＦＣ

28 全日本少年サッカー県大会 ２回戦結果

29 川原田さんＶ（マラソン１０㌔７０歳未満男子） 第２９回全国健康福祉祭ながさき大会（ねんりんピック長崎２０１６）

31 地鳴り 住宅建築も技術開発進む 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

32 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 5 発言 党よりも国民意識し改革を 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

6 平和の俳句 砺波市 藤井健治

19 県内クマ出没相次ぐ 砺波、黒部で目撃 上市では駆除

19 自然が僕らの教室だ チューリップ公園に球根

19 砺波の山田さん最優秀 詐欺防止川柳 オレオレと頼んでも出せんチャ気の毒ナァ

20 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

  ２１日　金曜日
北日本 3 本年度 研修医マッチング 県内病院に最多８２人 伸び率全国４位

3 夏野氏と政策協定 砺波市長選で公明支部

15 夢追い古里でまい進 県内 若手男性声楽家が奮闘 不安定な収入ネックに

22 仲間と集う 庄川水資料館実践講座 （南砺市 今井春継）

24 多彩な小品でチャリティー 砺波 きょうから県洋画連盟砺波

24 模様や風景優しい色合い 砺波 長岡さん砂子細工展

24 健康は運動や食から 小矢部 健康バランス体感セミナー

25 身近な世界 一瞬に表現 砺波 駅で砺波高写真部展 にぎわい創出へ市観光協企画

25 中川さん（砺波高）県内最高銀賞 砺波 古民家フォト甲子園

 25 吉田・花木さん最優秀賞 砺波 防火ポスターの図案審査会

25 砺波工高生 福祉施設を清掃 砺波 砺波工業高校

25 最優秀川柳 山田さん 砺波 特殊詐欺被害防止川柳

29 ろうけつ染めのパネルなど５０点 砺波で香川さん作品展

31 推薦募集５人減１２５３人 １７年度県立高入試 ３１校６４学科で実施

31 田知本・登坂選手ら招待 来月１日 秋の園遊会に２１００人

32 改組新第３回日展 彫刻・森田さん（富山）初の特選

32 とやまのキブン 桃太さん（砺波市庄川周辺）

33 空中カフェ２０１６ クロスランドタワー展望フロア

富山 2 夏野氏と政策協定 砺波市長選で公明

3 過去最多８２人内定 臨床研修医マッチング 充足率は全国２０位に

3 金融機関５店表彰 県出納公金研究協

20 吉田・花木さん最優秀賞 砺波地域幼年少年婦人防火委員会の小中学生防火ポスター図案審査会

20 鍵掛け啓発 砺波署

21 砺波高写真部が作品展 砺波駅 にぎわい創出へ
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21 最優秀賞に山田さん 特殊詐欺被害防止川柳の優秀作品表彰式

21 高齢者、地区ごとに競う 砺波市老人クラブ連合会の第１２回ふれ愛スポーツまつり

21 セミナーで健康づくり 健康バランス体感セミナー

21 石倉さん優勝 砺波市パークゴルフ協会第１回祖泉会堂杯ＰＧ大会

22 貞子姫の歌 人柄伝え 南砺の棚田さん 城端別院に寄贈

23 改組新日展 彫刻 森田さん（富山）特選

24 県立校入試 推薦枠５人減、１２５３人

25 田知本、登坂選手秋の園遊会に招待 米原蕃（富山経済同友会代表幹事）

北陸中日 18 秋の園遊会招待者（県関係分） 米原蕃（富山経済同友会代表幹事）

18 行財政など７項目 夏野氏と政策協定 公明砺波支部、市長選で

19 身近な世界を活写 砺波高写真部 地元駅施設で作品展

19 県立校３１校１２５３人募集 来年度推薦入試、５人減

19 お年寄りと園児交流 大玉転がしなどで汗 砺波・スポーツまつり

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 県立高 推薦入試 ３１校６４学科で

26 秋の園遊会招待者 米原蕃（富山経済同友会代表幹事）

  ２２日　土曜日
北日本 1 費用弁償を廃止 富山市議会

16 グラウンドゴルフ 油田クラブ通年コンペ ①湯浅勇（石丸）②砂崎猛雄（千代）③河原俊彦（中村）

24 あす市民公開講座 砺波 日本消化器病学会

25 秋の花々会場彩る 砺波 県花総合センター

25 チューリップ待ち遠しい 砺波 散居村ミュージアム 園児が球根植える

25 自転車の施錠徹底を 砺波 砺波署

30 木津さん（西条小５）と木倉さん（五位中３）最優秀 万引防止ポスター

30 塚本さん（高岡）最優秀賞 つくりもんまつり写真コンテスト

31 知事賞に７作品 県民家庭の日 作文・図画・ポスター

富山 4 砺波の地酒ＰＲ 若鶴酒造

25 園児らと球根植える 砺波商工会議所青年部

25 優喜乃舞踊団、華やかに 砺波・ 庄東センター

25 金屋石仏像や歴史紹介 砺波 きょうから庄川水資料館

25 秋を彩るダリア 砺波市高道の県花総合センター

25 ＬＰガス、災害訓練 砺波市下中条のイワタニ北陸ガスセンターで

25 陶器や手芸など８０点 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展

26 知事賞に７人 「県民家庭の日」作品コンクール

26 広瀬、村井さん県知事賞 ごはん・図画コンクール 入賞者決まる

26 最優秀賞に木津、木倉さん 万引防止ポスター

29 事件・事故 レトルト食品など盗んだ疑い

29 地鳴り 成長願い初の内孫のお宮参り 石崎弘毅 ６３歳（砺波市・会社員）

29 〃 孫たちの行事終わり一安心 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 17 ダリア 菊 秋満開 県花総合センターまつり

  ２３日　日曜日
北日本 3 期日前投票１．１４倍 知事選 １１市町村で前回上回る

3 当日有権者９０万９７２人 知事選 １８、１９歳は１万９７７３人

16 高岡第一競り勝つ 高校サッカー県大会

16 軟式野球 東日本大会県大会 富源商事（高岡）8-0レッドスターズ（砺波）

16 パークゴルフ 月見町福寿会 ２０、２１日砺波市パークゴルフ場

24 読者の広場 住み良さ運ぶため 砺波市 石川祐惠（無職 ６８歳）

27 地元の駅花できれいに 砺波 住民や高校生参加 城端線もりあげ隊が企画

27 ロータリー語り合う 砺波 第２６１０地区大会

27 交通安全ヒーローと学ぶ 砺波 「三世代交流交通安全フェスティバルｉｎとなみ」

32 岡田君（小杉小２）柏君（砺波東部小５）最高賞 とやまっ子夢の家絵画コンクール

富山 2 知事選２０１６ 期日前投票８万８３７５人

15 チューリップ開花心待ち 砺波・出町小球根植え作業
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27 朗読と箏演奏楽しむ 砺波・瑞祥寺

27 城端線３駅住民が美化 ＪＲ西 東野尻自治振興会に感謝状

27 消火作業の連携確認 砺波、南砺、小矢部 ３市合同で訓練

27 ３世代が交流交通安全誓う 砺波

27 無差別の部で吉畑さん優勝 高波碁遊会

27 丸岡、斎藤さんＶ 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ秋季選手権

31 地鳴り 会社のＯＢ会山陽へ旅行に 角栄一 ６４歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 医療現場での事故の真相は 会社員 石丸秀幸 ５７ 富山県砺波市

12 知事選２０１６ 県選管 有権者数は９０万９７２人

12 〃 期日前投票８万８３７５人

読売 33 全国高校サッカー県大会 富山高専本郷2-1砺波工

朝日 29 知事選２０１６ 期日前は増加傾向

29 ２チームが優勝 還暦野球リーグ戦

  ２４日　月曜日
北日本 2 補選と相乗効果出ず 投票率最低

2 石井氏得票率８５．２７％ 開票区別得票数

21 ３市の児童１００人サッカーに親しむ 小矢部でフェス

21 ターゲット・バードゴルフ ２０１６年度県協会長杯争奪大会

21 グラウンドゴルフ 砺波市協会第４回砺波市長杯大会 大会結果

22 仲間と集う 砺波東部小第５回卒同級会（砺波市 松井准郎）

25 〝リアル野球盤〟児童チーム熱戦 南砺 福光産のバット使用

25 住宅地で消火訓練 砺波 砺波地域消防連絡会

26 １４歳は考える 憧れの職業 部活動

富山 19 成美が優勝 本社杯呉西地区新人少年野球

19 ４強出そろう 第２回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第２日

19 黒部と高岡で決勝 北信越少年野球大会第1日

21 地鳴り 「歩こう会」が三世代交流に 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

21 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 14 盛り上がらず投票率最低 知事選３５．３４％ 政策論争かみ合わず

18 吉田さん（石動小５）花木さん（吉江中１） 砺波地域・防火ポスター最優秀

読売 25 投票率最低３５．３４％ 知事選市町村別投票率 知事選市町村別得票

朝日 23 知事選２０１６ 候補者の市町村別得票

  ２５日　火曜日
北日本 14 読者のひろば 北欧の都市訪ねる 砺波市 米道信宏（農業 ７８歳）

16 小品展売上金の一部預託 砺波 県洋画連盟砺波地区

16 ＪＡとなみ野人事 １１月１日付

17 教育大綱を月末に策定 砺波 市教委

17 県内外の風景描いた３８点 砺波 砺波市の工芸家、名取川雅司さんの作品展

22 会長に原野さん 砺波商議所青年部

22 交通環境改善へ危険箇所を調査 県警など事故分析研究班

22 最優秀賞に髙田さん（富山北部高１） 国土緑化・育樹ポスター

22 記者ぶろぐ 観光客へ次の一手は

24 地域福祉の新スタイルに 住民が担う介護サービス南砺・黒部で定着

25 民意と歩む とやま議会考 県内議会の領収書の公開状況

富山 3 低調ムード振り払えず 知事選、県議補選 記者座談会

3 ごみ処理契約継続砺波から申し入れ 富山広域圏事務組合

21 わが町朝市夕市 砺波市

24 次期会長に原野氏 砺波会議所青年部

24 ＪＡとなみ野人事 11月1日

27 地鳴り 和三盆使った和菓子もらう 安カ川仁省 ６５歳（砺波市）

28 路面標示の効果調査 砺波 事故多発地点で県研究班

北陸中日 16 石井さん得票率８５．２７％ 開票結果 全市町村で高い支持

17 新会長に原野さん 砺波商議所青年部

読売 26 平成２８年度都市緑化功労者国土交通大臣表彰 初田清一（農業）砺波市

朝日 31 知事選２０１６ 知事選の投票結果（県選管発表）
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  ２６日　水曜日
北日本 3 都市緑化功労に窪谷・初田さん 国土交通省の本年度の都市緑化功労者大臣表彰

13 故岡崎さんに特別功労 県芸文協創立４５年記念表彰

15 ビーチボール 第７回太田工場団地連絡協議会バレー大会 大会結果

15 卓球 後藤杯選手権（名古屋オープン）県予選会 大会結果

16 読者のひろば 廃線跡をウォーク 滑川市 松井慎一郎（無職 ６６歳）

18 介護予防向け「百歳体操」を 砺波 市身体障害者協会

19 義仲・巴御前題材に講演 砺波 柳瀬朗寿会

19 古布使った掛け軸・屏風 砺波 ギャラリーみかん堂 長森さんら５８点出品

19 パークゴルフ クマゲラ友の会第１２回大会 砺波市パークゴルフ場

23 作文・広瀬さん 図画は村井さん 県ごはん・お米コンクール

24 ４６教職員と団体に教育振興奨励助成 教育公務員弘済会富山

富山 21 砺波高生が育児実感 １年生、親子と交流

21 来年の西町壷坂霊験記 砺波・出町子供歌舞伎

21 柳瀬朗寿会、義仲と巴学ぶ 砺波市柳瀬の柳瀬朗寿会の高齢者学級講演会

25 研究など６６件に教育振興助成 公務員弘済会支部

26 岡崎さん特別功労者 県芸術文化協会創立４５年記念表彰

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

読売 27 毎日新聞切り抜く 砺波市・別所武 ７７

28 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市 西能さとみ

28 となみ野の魅力６５８点 コンテスト写真展 最優秀に中村君

  ２７日　木曜日
北日本 1 １５年国勢調査確定値 県内２．５％減１０６万６３２８人 持ち家率７８．１％全国１位キープ

15 続越中エル・ドラド ふるさと人物列伝 富山県を誕生させた政治家 米澤紋三郎 1857～1929

16 県内美術館・博物館の催し 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

20 ぬくもりある木彫人形３５点 富山 砺波市の木彫人形作家、牛島辰馬さんの個展

21 選手たちが熱いラリー 富山 県理容生活衛生同業組合

21 野さん最高賞 高岡 中田かかし祭写真コンクール

22 公民館主事が受賞報告 砺波 第５３回東海北陸公民館大会で

23 市教育大綱は最終案で策定へ 砺波 市総合教育会議

23 インドネシアに観光PR 砺波 

23 災害時情報発信へ協定 砺波 市とエフエムとなみ

23 チャリティーゴルフ収益金２０万円寄付 となみ衛星通信テレビ

23 チャリティー展収益金預託 砺波 砺波市美術協会

富山 2 国勢調査 県人口は１０６万６３２８人

25 富山文芸 １０月賞 俳壇 能村研三選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

25 〃 歌壇 佐伯裕子選 佳作 砺波市庄川町三谷 山森和子

27 団体優勝は福光教室 第４１回富山県学生競書展

29 県の誘客事業 四季彩館、ＰＲ となみチューリップフェア来春 

29 教育大綱の最終案了承 砺波市総合教育会議

30 砺波・澤村、清原さん東海北陸表彰を報告 市に、公民館活動

30 後藤杯卓球選手権（名古屋オープン）県予選 大会結果

北陸中日 20 緊急放送や局開設 放送局と災害協定 砺波市

21 砺波の野菜生産拡大を 生産者と流通業者情報交換

22 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

  ２８日　金曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇 入選 砺波市 坪本幸世、吉田晃子、藤井哲夫、岡田淑江、山田泰子

13 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承、廣橋玉枝、小野田裕司、源通ゆきみ、宮浦のぶあき、藤井哲尾、廣橋幸子

13 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

28 文科大臣表彰を報告 砺波 砺波市のビーチボールクラブ「林倶楽部」

富山 20～21 知事賞・小竹萌々花さん（砺波市鷹栖小６年） 富山夏の読書感想文・感想画コンクール 

25 高岡さん優勝 第２１回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会
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27 南砺の石井さん無鑑査特別賞 前衛奎星展

30 生涯スポーツの文科相表彰報告 砺波市長に２団体代表

北陸中日 21 砺波の「林倶楽部」大臣表彰受賞報告 生涯スポーツ優良団体

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

毎日 26 特別賞に石井さん 奎星展

  ２９日　土曜日
北日本 3 １陣営事前審査 砺波市長選

3 北陸信越運輸局長表彰（県関係分） となみ観光交通

26 わが家のアイドル 河嶋 志乃ちゃん １１ヵ月 砺波市荒高屋

28 あす庄川なんでも市 砺波 ビッグ庄川なんでも市

29 金屋石の歴史 後世へ 水資料館 建築物や石仏紹介

29 美しいチューリップに 砺波 庄下保育所 園児が球根植え込み

29 コスモス荘改修検討組織設置へ 砺波 市行革市民会議

29 フラワーアレンジ華やか 砺波 きょうから松永さん教室展

29 市キャンペーンキャラ 愛称「となみん」 砺波 「ＷＥ ＬＯＶＥ ＴＯＮＡＭＩキャンペーン」

29 全国大会へ抱負 砺波 出町小学校管楽器クラブと庄西中学校吹奏楽部

36 ギカイのはてな？ 選挙の公費負担 車やポスター対象

富山 3 現職陣営のみ出席 砺波市長選事前審査

20 １１月イベント一覧 砺波市文化祭 ほか

20 富山新聞文化センター １１月新設・体験講座 アピタ砺波スタジオ

21 写真家 高道さんの世界に浸る 砺波で追悼展

21 県秋季ミニバスケットボール大会兼北信越県予選 県王者懸け熱戦

24 炭焼き小屋児童窯出し 砺波・庄東小６年

25 感動の音色、全国大会で 砺波・出町小、庄西中誓う

25 砺波ＬＯＶＥキャラ 愛称は「となみん」 砺波市が募集していた「ＷＥ ＬＯＶＥ ＴＯＮＡＭＩ キャンペーン」

25 チューリップの球根庄下保育所園児植え 農家レストラン大門

29 地鳴り 初のスイート泊 途方に暮れる 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

読売 30 北海道に根づいた砺波人 郷土資料館で企画展 集団移住の足跡紹介

毎日 26 今月の二首 砺波市 山森和子

26 事前審査に１陣営 砺波市長選

  ３０日　日曜日
北日本 3 一つ上の砺波目指す 砺波市長選 夏野氏が事務所開き

3 魅力ある南砺へ決意 南砺市長選 田中氏が事務所開き

23 らいちょう 第２８回県高校文化祭ニュース（上） 全国高総文祭来年度出展者

23 〃 定通発表大会 神通

27 砺波市表彰２３人３団体 砺波市文化の日表彰

27 日中友好へ訪問団出発 南砺 第39次友好訪中団

27 砺波・南砺で味巡り となみ野グルめぐり

27 ４流派７０人の生け花華やか 砺波 砺波市華道展

27 木下の獅子舞再興４０周年祝う 砺波 住民ら記念行事

27 再生可能エネルギーに理解 砺波 グリーンパワーフェスティバル

33 花で会場彩る 県花き品評会

富山 2 「子育て、防災に取り組む」 砺波市長選 現職夏野氏、事務所開き

24 ２６個人・団体を表彰 砺波市 ３部門、１日に式典

24 県花き品評会始まる 富山市の富山産業展示館で

25 獅子舞再興から４０周年 砺波・木下で披露

25 ６０店で特別メニュー となみ野グルめぐり開始

25 絵や工芸力作ずらり 砺波市

25 松村謙三顕彰会が訪中 松村謙三顕彰会第３９次友好訪中団

27 サザンクロス杯ミニバスケット 砺波で開幕 男女２４チーム熱戦

27 瀬川が決勝進出 小島は準決勝へ

27 サッカー４強決定 バスケットも熱戦始まる 県高校秋季・新人大会

29 地鳴り 年を重ねても元気でいたい 山田敏江 ７４歳（砺波市・主婦）

北陸中日 14 自治功労など１４人を表彰へ 砺波市

14 砺波市長再選向け夏野さん励ます会 事務所開きも

19 食欲の秋はとなみ野で 飲食店巡りチケット販売
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  ３１日　月曜日
北日本 11～21 ＴＯＹＡＭＡ MARATHON ２０１６ 完走者の記録 男女、車いす

24 〃 女子年代別上位成績

28 小中学生頂点目指す 砺波で県柔道大会

37 新校舎祝い獅子舞披露 砺波 庄川小 耐震化広いスペース

37 ２８人盤上で熱戦 砺波 第４４回砺波市文化祭将棋大会

38 隊員が行進披露 陸自富山駐屯地５４周年

富山 2 ４７人の長寿祝う 砺波・高波 敬老の集い

2 県産の木に親しむ 富山 おもちゃ、家具、精油・・・

3 自由闊達で一致団結 わがまち散歩 砺波市高波（南高木・坪北）

15 ミニバスケット・サザンクロス杯 能町が準優勝

15 北信越少年野球大会最終日 ３位決定戦 砺波3-3魚津西部 （砺波の抽選勝ち）

15 瀬川８位 第４７回ジュニアオリンピック陸上大会最終日

15 第18回北信越高校軟式野球大会第2日 砺波1-8高岡一、高岡工芸0-10砺波工

15 県高校秋季・新人大会 バスケットボール

17 耐震改修、落成 砺波・庄川小、児童ら祝う

17 なんでも市にぎわう 砺波・庄川水記念公園

17 近藤、齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１０月度月例大会

21 砺波優勝 本社旗争奪寿野球県選手権

21 氷見、城端線地酒めぐり 来月２６日にツアー

21 ２７０組華麗にステップ 県勢、７部門制す 中部日本ダンス競技県大会

21 デスク日誌 「抗ウイルス薬」期待

23 地鳴り 日本のトイレ快適さ実感 河合泰 ８３歳（砺波市）

北陸中日 13 県高校一年生野球大会 高岡工芸0-10砺波工、砺波1-8高岡第一

採録期間：索引は昭和４７年から、スクラップは昭和４９年から。

＊閲覧を希望される方は２階カウンターでご案内しています。

＊砺波市に関する新聞記事のスクラップを保存してあります。

採録新聞：北日本・富山・北陸中日とやま版・読売富山版・朝日富山版・毎日とやま版・日経北陸経済版・産経
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