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 １日　日曜日
北日本 9 日曜特番 とやま 県内１５議会 政活費アンケート ９議会 公開方法改善

15 第７０回秋季県高校野球大会 総評 打高投低 本塁打が大幅増

15 高岡商快勝 北信越へ ３位決定戦

16 県中学駅伝 女子総合成績

17 県中学駅伝 男子総合成績 男子区間賞 瀬川翔誠（庄西２）

17 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果

17 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ県リーグ 大会結果

28 民謡力強く 踊り華やか 民謡団体のとなみ野民遊会 庄東センターで秋季民謡ライブ

28 砺波でフェス 手話や点字体験 多彩 ボランティアに理解 優秀標語を表彰

28 がんばってます 富山の職場 木村産業 砺波市庄川町金屋

29 秋晴れの海を写生 庄川美術館絵画講座 洋画家・吉川さん指導

29 ざっくばらん 「道の駅 庄川」駅長 東亮輔さん(砺波市・４１歳）

29 ９日演奏会へ 琴や尺八稽古 瞠山会

29 故郷の魅力を再発見 東海となみ野会「ふるさと訪問バスツアー」

34 今月の顕彰の金婚夫婦 砺波市 ４組

36 無人駅 トイレ撤去へ 城端線５駅のくみ取り式 衛生対策など理由

富山 22 点字や手話学ぶ 砺波でフェス

23 スライムづくりに歓声 道の駅庄川 元気道場が企画

25 初誕生 平尾優理花ちゃん 砺波市大辻 

26 砺波、南砺に愛着を深める 東海からツアー

北陸中日 20 高齢者疑似体験 不便さ実感 砺波でボランティアフェス

22 飲食店 お得に巡ろう 砺波、南砺の７１店舗 ３１日まで

読売 26 全日本少年サッカー 県大会 ８６チーム熱戦開幕 大会結果

 ２日　月曜日
北日本 3 富山３区 維新 擁立見送り

18 第７２回国民体育大会 大会結果

18 全国高校ラグビー県大会 決勝は富山第一ＶＳ高岡第一

18 柔道 県高校秋季選手権 大会結果

20 わが家のアイドル 惣田亮太ちゃん 砺波市久泉 

20 仲間と集う 青島小米寿記念同級会 砺波市 澤田純三

22 「ふく福柿」品質良好 栴檀山地区特産 収穫開始７トン見込む

23 カープの日本一願う 「鯉恋の宮」でファン

27 日本棋院県支部連 Ａクラス 初Ｖ 富山でビッグ碁 ７クラス１５０人熱戦

27 第１３回ひがしやまみレクリエーション大会 大会結果

27 砺波市太田地区民運動会 大会結果

28 聴衆と一体 演奏で魅了 ムジカグラート氷見

29 庄川堤防で雑草焼く 砺波市庄川町庄の庄川堤防のり面 １００平方メートルを焼く

富山 16 秋の恵み ふく福柿 初収穫 砺波・栴檀山 出荷７トン、７日に初売り

17 １５種目で「スポーツの秋」 砺波・庄下で運動会

17 終盤までＶ争い 高波地区親睦体育大会

17 五鹿屋で５００人 五鹿屋地区民大運動会

17 若林でも絆深め 若林地区民スポーツ祭り

19 富山一－高岡一 来月４日に決勝 第９７回全国高校ラグビー県大会第２日

19 今年こそ日本一コイ 砺波・鯉恋の宮 カープファンが祈願祭

21 事件・事故 砺波の庄川でのり面焼く

21 地鳴り 友達に誘われ四季彩館へ 山下弘子 ８５歳

21 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

北陸中日 5 発言 仕事人内閣は何もせず解散 石丸秀幸 ５８ 富山県砺波市

11 おいしい秋 収穫 農家も ふく福柿ふっくら 砺波

11 金沢百万石ロードレース 大会結果

11 全国高校ラグビーフットボール県大会 大会結果
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読売 25 北陸大学野球秋季１部リーグ 大会結果

 ３日　火曜日
北日本 2 県西部ブロック 県予算へ要望 自民県連の政調会長会議

3 橘氏の支持表明 夏野砺波市長

16 硬式野球 県少年選手権 大会結果

16 サッカー 全日本少年県大会兼ＫＮＢ杯県学童大会 大会結果

16 弓道 段級審査会合格者 合格者一覧

23 夏野市長会見 世界チューリップサミット参加 誘客へ魅力ＰＲ

23 夏野市長会見 不育症治療費を助成

23 球根のさらなる豊作を 八咫壺神社 チューリップ収穫感謝祭

23 ヒマワリ見頃 園児の笑顔満開 高波観光ほ場

28 安全な地域実現誓う 県推進大会

28 小川さん（高岡）初入選 自由美術展  再入選 立体 堀田清（砺波）

29 傷害容疑で中国籍の男逮捕 砺波市高波の県道

29 城端線踏切で脱輪 立ち往生 砺波市中村のＪＲ城端線中村踏切で

30 砺波東部小で給食にまた異物 画びょう１個混入

富山 3 県西部で地域要望聴取 自民党県連 来年度予算編成へ

19 わが町 朝市夕市 砺波市

21 不育症治療 助成始める 砺波市、不妊も条件緩和 夏野市長会見

21 自民前職を支持 衆院選富山３区

21 球根生産１００年、振興誓う チューリップ  砺波で収穫感謝祭

21 チューリップまつり会場でヒマワリ開花 砺波・高波

23 行政書士が無料で助言 相談会始まる

23 雄山、速星が優勝 県中学校駅伝競走大会

24 地元安全へ連携誓う 富山で推進大会

25 事件・事故 傷害疑いで中国籍の男逮捕

25 地鳴り 農業離れは近所でも加速  犀川寮明  ６９歳（砺波市）

25 地鳴り 胃カメラ体験やはり慣れない  藤井昭通  ４５歳（砺波市）

25 地鳴り 早春に仕込んだ手前みそ食卓に  太田健一  ５６歳（砺波市）

26 続 奇跡の村 舟橋２９ はし休め  ポスター「自然体」  観光ＰＲと違う味わい

26 城端線踏切で乗用車が脱輪 砺波、列車４本に遅れ

26 給食に画びょう同じ児童に混入 砺波東部小

北陸中日 14 砺波チューリップ世界発信 カナダでサミット 市長、職員ら参加へ

16 給食にまた異物 砺波東部小

16 ファイル１１０番 傷害容疑で逮捕

26 踏切で車が脱輪  列車４本に遅れ ＪＲ城端線

読売 29 給食に画びょう混入 砺波東部小  安全ピンと同じ児童に

毎日 22 「今年こそカープ日本一！」 砺波  ファン２０人が祈願

 ４日　水曜日
北日本 23 皇室へチューリップ献上 砺波 ６品種４０００個箱詰め 球根 来月宮内庁に

23 思いやり大切にしよう ちゅうりっぷ保育園 人形劇で人権学ぶ

23 防災無線活用し避難誘導など訓練 庄川町青島地区

27 一面のコスモス 迷路も楽しんで となみ夢の平 ７日から

富山 1 県立高再編 水橋 基準に該当 ９校で１学級減

23 皇室に献上 球根箱詰め チューリップ６品種４千個 砺波市長、来月持参

23 人形劇、思いやり学ぶ 砺波・２園の園児

24 コスモスウォッチ３０年目 １００万本の花 見に来て ７日から、実行委来社

25 初誕生 大里楓ちゃん 砺波市太郎丸

27 地鳴り 庭で焼き芋 かなわぬ夢 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

27 地鳴り 昔の農作業風景 映像で懐かしむ 春川正人 ７０歳 砺波市

北陸中日 13 チューリップ球根 皇室へ 砺波、献上の４０００球箱詰め

13 １００万本のコスモス楽しんで 砺波のスキー場 ７日から催し

18 不育症治療に助成 砺波市で今月から 一回三十万円を上限に助成する

読売 26 満開のコスモス 砺波に見に来て ７～２２日 ２０１７となみ夢の平コスモスウォッチング

朝日 26 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 大会結果

26 同・古希リーグ戦 大会結果
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毎日 22 花の迷路楽しんで コスモスウォッチング 砺波 ７日から １４、１５日が見ごろ

 ５日　木曜日
北日本 1 北日本新聞広告賞グランプリ 立山酒造「製品更新」

16 県内美術館・博物館の催し（１０／５～１０／１１） 松村外次郎記念庄川美術館 ギャルリ・ミレー

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

24 わが家のアイドル 森沢悠真ちゃん 砺波市鍋島

27 合唱 息ぴったりだね 庄川・般若中１年生８６人 小規模校が合同授業

32 観月会１００人楽しむ 砺波市文化協会

33 水橋高 再編検討 対象化「釈然とせず」 ＰＴＡ・後援会に戸惑い

富山 29 庄川、般若中 歌声で交流 砺波で小規模校連携

29 詩吟詩舞や太鼓満喫 砺波市文化協観月会

31 西から東から ふるさと学ぶ機会にも

32 募集定員３５８人減 県立校、９校で学級減

33 地鳴り 自動車メーカー 厳しい開発競争 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

33 地鳴り 金沢で全国藩校サミットに出席 黒田和也 ４０歳 砺波市

北陸中日 19 県立高 全日制６８２４人募集 来年度、９校で１学級削減

20 イベント となみチューリップ球根まつり、２０１７となみ夢の平コスモスウオッチング

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 28 県立高 募集定員６８２４人 全日制  水橋 再編検討対象に

28 卓球 大阪国際招待選手権県予選  女子⑤山本結瑞（出町中）

28 ラグビー 第９７回全国高校ラグビー県大会  準決勝 高岡第一３５－５砺波

毎日 22 県立高定員 ３５８人削減 １８年度 全日制  水橋 再編検討対象に

 ６日　金曜日
北日本 12 第３７回全国万葉短歌大会 大賞に渡辺さん（砺波）梶田さん（大阪） 入選結果

31 目指せ特産タマネギ１万トン ＪＡとなみ野 生産拡大へ新施設 年度末完成 乾燥量２倍超に

31 竹刀姿 決まってるね 庄川の４保育所 ５歳児に剣道指導

31 看護の道へ一歩 砺波准看護学院で戴帽式

31 庄川放水路の完工祝い石碑 北般若自治振興会

31 絶景切り取った力作写真 フォトクラブとなみ野の会員展が市美術館で始まる

35 「ハリーズ富山」オープン ウイスキーバー 富山第一ホテルできょう

35 県産球根１００種類 ２割引きで販売 砺波でチューリップまつり

36 吹奏楽やマーチング全国大会活躍誓う 県庁で激励会

37 倉庫下敷きの男性死亡 砺波市石丸 高原昇さん（８１）

37 庄川堤防の雑草焼く 砺波市安川の庄川堤防のり面 約６００平方メートル焼く

38 １００万本 咲き誇る となみ夢の平スキー場

富山 27 神社で園児、剣道の稽古 庄川４保育所「５歳児のつどい」

27 斉藤・吉田組Ｖ 砺波市パークゴルフ協会第３回ペア大会

27 砺波で農地パトロール 砺波市農業委員会の農地パトロール

28 となみ球根まつりＰＲ 本社でキャラバン きょう開幕

28 タマネギ乾燥施設 工事の安全願う ＪＡとなみ野 タマネギ乾燥施設整備工事の起工式

29 吹奏楽、マーチング全国大会健闘誓う 県庁で激励式

29 初誕生 鶴谷実結ちゃん 砺波市高道

30 １年生、看護の志新た 砺波准看護学院で戴帽式

30 事件・事故 砺波で土手のり面燃える

30 コント 砺波・富之助

北陸中日 14 私的 ほくりく百景 高岡のＪＲ戸出駅 昔のまま 駅舎に願う

16 ファイル１１０番 土手の下草焼く

16 タマネギ乾燥施設 起工式 ＪＡとなみの タマネギ乾燥施設の起工式

17 めーん！ 元気いっぱい 砺波の園児、剣道体験

17 球根まつり ぜひ来てね 砺波できょう開幕

27 小屋解体中に下敷き 砺波で８１歳男性死亡

読売 23 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館 

24 砺波の球根まつり 特売や詰め放題も きょうから

25 砺波で土手火事 砺波市安川の庄川右岸の土手 のり面 約６００平方メートル焼く

別 第２１回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会 出町ボーイズ 逆転Ｖ 準Ｖ庄川野球スポーツ少年団
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毎日 24 チューリップの球根まつりＰＲ 砺波・きょうから

 ７日　土曜日
北日本 3 美術館・博物館巡りを 県がパスポート ２５施設対象

7 衆院選 北陸信越 小選挙区の情勢 地方紙５紙が分析

18 第２９回危険業務従事者叙勲 県関係２８人 地域の安心支える 元県警部 金戸勇さん 元警視正 平木弘さん 元准陸尉 越村幸吉さん

28 読者のひろば 安定した米づくり 砺波市 村中正敏 ８７歳

28 仲間と集う 砺波野の会（砺波市 中本敦子）

30 どんな花咲くかな チューリップ球根まつり お気に入りを購入

30 チューリップ通じ交流 カナダで世界サミット 砺波市長ら球根植え込み

30 墨彩画の力作２１点 ３グループが展示会 

30 写実的な墨彩画３８点 太田無老会の作品展が市文化会館で開催

31 最後の朝市楽しんで 市民に親しまれ８年 あす 砺波チューリップ公園

31 耕作放棄地の現状確認 砺波市農業委員会は５日、市内で農地パトロールを行う

富山 4 第３３回富山新聞社杯 呉西地区新人少年野球大会 ３２チーム 秋の王座をめざし熱戦 きょう開幕

5 第３３回富山新聞社杯 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 庄川野球スポーツ少年団

24 砺波の古刹 千光寺 源造の縁 回廊修復 孫弟子 南砺・石﨑さん手掛ける

24 ９日砺波で大臣賞の稲作再現作品を上映 「富山県砺波地方の昔の米作り」 となみ散居村ミュージアムで上映

26 県内から２６氏 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 瑞宝単光章

26 県学生競書展へ練習 「こども書道」の受講生

27 砺波でチューリップ球根まつり 産地ならでは１００種超

27 平和願い球根植え 夏野市長、カナダでサミット

27 トレーニング室 利用者７０万人に 県西部体育センター

北陸中日 21 砺波市長 友好の花壇 カナダで世界チューリップサミット

21 チューリップ球根 何色が咲くかな？ 砺波のまつりで即売

21 県西部体育センター トレーニング室 有料利用 ７０万人突破

読売 28 危険業務叙勲に２８人 瑞宝双光章が１６人 瑞宝単光章が１２人

朝日 26 チューリップの球根２割引きで 砺波のまつりＰＲ

26 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 33 危険業務従事者 叙勲受章者 富山 

 ８日　日曜日
北日本 1 決戦前夜 衆院選県内情勢 富山３区  橘陣営 地盤引き締め

1 注目のニュース 熱気球 秋空に彩り

18 県ジュニア五輪中学陸上大会 ５８校の４９８人出場

18 県中学校選抜体育大会 大会結果

19 小学生６７０人力走 小杉でちびっ子マラソン

23 仲間と集う 第３０回全国Ｇ・Ｇ交歓島根県大会（砺波市 川嶋陸司）

23 仲間と集う もんがん寺土曜学校お泊まり会（砺波市 埴山法慧）

23 仲間と集う 太郎丸カローリングクラブ（砺波市 端保勇一）

23 仲間と集う 健康づくりの「深江いきいき会」（砺波市 畑中誠治）

27 カナダ・世界チューリップサミット 砺波のフェア「世界賞」  夏野市長は「今年の人」受賞

27 ゲレンデ彩る１００万本 夢の平コスモスウォッチング開幕  ３０回記念迷路新設

27 散居村での生活 県外在住者理解 市移住体験ツアー始まる

27 利用７０万人目に橋本さん 県西部体育センターの第１、２トレーニング室の有料利用者

32 県俳句連盟秋季大会 八尾さん（黒部）天位  ４位＝二俣れい子（砺波）

34 砺波の民家にイノシシ 南砺では車２台と衝突  日没で捕獲中断

34 熱気球 秋空に彩り 砺波でスカイフェス

34 砺波の魚介類販売店 アニサキス食中毒 県内初

35 「富富富」に人・人・人 富山 初の販売イベント  ３０分で１０００袋完売

35 鉄骨の下敷き４５歳男性死亡 砺波の工場

富山 2 とやま衆院選２０１７ １２市町長 自民出陣式に  ３区 ６市長勢ぞろい

8 王座めざし きょう開幕 富山新聞社旗争奪 第３回寿野球県選手権  砺波エバーヤンガース

23 コスモス１００万本彩る 砺波・夢の平「ウォッチング」開幕  中学生が提案  ２００㍍の迷路新設

23 民家見学、移住体験聞く 砺波でツアー  県外から６人

23 福澤さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会第２回祖泉会堂杯ＰＧ大会
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23 高波が全勝優勝 第２１回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会

24 ６県４８チームが熱戦 第１３回魚津しんきろう杯小学生バレーボール交流会第１日

24 となみチューリップフェア サミットでディスプレー賞  カナダで表彰  今年の人に夏野市長

25 福野など２回戦進出 富山新聞社杯呉西地区新人少年野球  南砺で３２チームが熱戦

26 生涯学習の成果披露 県民カレッジ学遊祭

26 熱気球 散居村の秋空彩る 砺波でスカイフェス

28 昆布締めで食中毒 県内初アニサキスか 砺波で製造販売

29 イノシシ、車と衝突 南砺・砺波  民家にも出没

29 鉄骨の下敷き作業中の男性死亡 砺波の工場

北陸中日 18 総曲輪で１日限定販売 「富富富」に長蛇の列

18 砺波の男性アニサキス 鮮魚店に営業停止

18 砺波市が２部門受賞 世界チューリップ賞

19 県中学校選抜剣道大会 大会結果

26 ふわふわ秋空散歩 砺波 バルーン大会

27 鉄骨の下敷き ４５歳男性死亡 砺波の工場

読売 26 濱谷浩作品 尽きぬ魅力 砺波市美術館１５日まで  「枠に収まりきらない写真家」

27 工場で鉄骨下敷き４５歳従業員が死亡 砺波市石丸、鉄骨工事会社「沢田鉄工」の工場

27 アニサキスで食中毒 砺波市の３０歳代男性

朝日 29 陸上の為末さん走り方など指導 南砺で小中高生１８０人

 ９日　月曜日
北日本 3 「安倍政権問う戦い」 富山３区  坂本氏が事務所開き

13 藤森兼明さんの画業紹介 ２１日開幕  名古屋の古川美術館

18 広告 目を大切にしましょう。  砺波市立砺波北部小学校

25 滑川ほたるいかマラソン 水野さん（富山）連覇 

25 となみＲＧク７位 全日本ジュニア新体操

25 １６７人が熱いラリー 第１３回射水市ジュニアオープンソフトテニス大会

25 野球 砺波市中学新人大会 大会結果

25 ペタンク  油田クラブ秋季大会 大会結果

25 柔道 県中学校選抜体育大会 大会結果

26 生涯学習の成果披露 県民カレッジ学遊祭  

28 園児とお年寄りがイモ掘り 砺波市の庄下高齢者学級と庄下公民館

29 秋を満喫 コスモスやソバの花観賞 夢の平など巡りツアー

29 秋を満喫 移住者と交流  井栗谷  中尾集落

32 ５６５人 山岳古道駆ける 南砺で道宗道トレイルラン

32 天位に太田さん（金沢） 富山で「辛夷」年次大会

35 景気・地方創生…どう評価 安倍政権の３年 県民チェック  政治姿勢は「悪い」大半

35 車同士衝突 女性が重傷 砺波  ８日午後７時半ごろ 砺波市太田の市道交差点

富山 22 信仰の道宗道 駆ける 五箇山トレランに６５０人  県勢 広瀬、若松、宮木さんＶ

23 スパークス制す 砺波市ミドル交友会親善秋季・第４３回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

24 寿野球県王座へ熱戦 本社旗争奪選手権 射水で開幕

24 ＭＫ 窪 大谷 野村  準決勝へ 第３３回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会第２日

25 野村少女（高岡）初Ｖ チャンピオンリーグ 魚津しんきろう杯小学生バレー

25 県中学校選抜体育大会 剣道 ソフトボール

26 ７００人が結束誓う 公明が時局講演会

27 イノシシ確認できず 砺波市と砺波署

27 月曜川柳 乱反射 小倉慶子（砺波）

北陸中日 14 県中学校選抜剣道大会 女子 団体①出町③庄川、庄西

14 ゲレンデ一面のコスモス となみ夢の平

15 県代表３校は銀賞 中部日本吹奏楽コンクール

19 南砺でトレイルラン大会 道宗道 ６００人疾走

 １０日　火曜日
新聞休刊日

 １１日　水曜日
北日本 2 自民の出陣式にずらり 県内首長 知事は田畑氏激励

2 県内有権者９０万１２８３人 衆院選県内有権者数 ９日現在
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22 スポーツ楽しみ健康に スポーツフェスティバルｉｎとなみ

22 庄川沿いをてくてく 第１１回となみ庄川水辺ウォーク

23 力込めフルスイング 野球体験教室「レッツ・エンジョイ・ベースボール」

23 硬式野球 県少年選手権 試合結果

26 読者のひろば 久しぶりの同級会  砺波市 小西文子（７３歳）

28 最高賞「昔の米作り」観賞 全国自作視聴覚教材コンクール 社会教育部門最高賞に輝いた作品の上映会

29 柔らかな尺八の音色 瞠山会演奏会

29 緩和ケアへ早期相談を 砺波総合病院

30 ５大ニュース 砺波市庄西中学校１年４組が選んだよ 米銃乱射事件に衝撃

33 ゴミ処理の現状学ぶ 砺波市連合婦人会の「家庭ごみ追跡ツアー」

33 剣道 県中学校選抜大会 大会結果

33 卓球 県中学校選抜大会 大会結果

33 卓球 第８回ＴＯＹＡＭＡＣＩＴＹオープン大会 大会結果

33 グラウンドゴルフ 第２７回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

35 機械に腕巻き込まれ重傷 砺波市庄川町示野の木材加工会社「庄川チップ工業所」

37 暮らし重視の政策を 有権者  子育て・介護 支援必要

富山 3 出陣式の首長動向 石井知事、１区自民に出席  ３区、自民に６市長

4 ８候補者が第一声 ３区

5 県内有権者９０万１２８３人 県選管まとめ  前回から９５８９人増

5 きょうから期日前投票 砺波市庄川支所は１４～１６日に受付開始

30 辻さん（高岡工芸）大臣賞 国交省 高校生作文コンクール

30 「事故に注意」反射材貼る 砺波総合病院

31 ふれあい市 ２９日に前倒し 砺波 食拡充、「富富富」販売

31 ロビー展 庄川野球スポーツ少年団写真展、杉村洋子さん写真展

31 野球初心者の児童も親しむ 砺波市野球連盟の「レッツ・エンジョイ・ベースボール」

31 庄川べり歩き心地よい汗 第１１回となみ庄川水辺ウォーク

31 エアロビクスやトランポリン堪能 砺波でフェス

35 事件・事故 砺波で衝突、３人重軽傷

35 事件・事故 機械に腕挟まれ重傷

35 地鳴り もうかる投資詐欺に注意  佐野嘉江 ７２歳（砺波市）

35 地鳴り 結婚記念日で思い返すこと  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

35 地鳴り 最新農機見る １０年後が心配  犀川寮明  ６９歳（砺波市）

北陸中日 19 富山発 国の未来へ始まる選択の季節 ３区

読売 34 有権者９０万１７７６人 選挙人名簿登録者数（小選挙区、９日現在、県選管調べ）

35 浮動票の行方注目 ３区 

朝日 33 前回比９５８９人の増 選挙人名簿登録者数（９日現在、県選管発表）

毎日 27 県内有権者９０万１２８３人 選挙人名簿登録者数（９日現在）

 １２日　木曜日
北日本 15 「わたしの好きな宮本輝作品」コンクール 上原・大谷さん優秀賞  準優秀賞「春の夢」西郷静香（砺波市）

16 県内美術館・博物館の催し（１０／１２～１０／１８） ギャルリ・ミレー

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

19 あす県女子アマゴルフ富山ＣＣ ＩＮ レディースの部  

23 仲間と集う 三九砺商会同窓会（砺波市 金谷壽夫）

25 辻さん（高岡工芸高）最優秀 国交省作文コンクール

27 名称一新 飲食充実 ２９日「食彩ふれあい市」

27 一緒に昼食 楽しいね 高波喜寿会 園児とサッカー交流も

32 最優秀に齊藤君（上市中央小４） 花と緑のポスター

富山 5 砺波にぶどう直売所カフェ 宮崎ぶどう園（砺波市）

21 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会９月句会

21 イチ押し 増山城 蔵蕃そば（砺波市増山）  十割を「３たて」で

26 高齢者と園児 交流の喜び 砺波 高波喜寿会  サッカーやカレー満喫

27 租税教室用の品 砺波法人会贈る 砺波法人会 小学生の租税教室で配布する品を砺波税務署に贈る

28 婚活支援で連携 砺波 小矢部、南砺も参加可  ２９日 成果の拡大目指す

29 県弓道連盟主催第２１１回段級審査会 審査結果
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29 初誕生 高野浩徳ちゃん  砺波市深江

北陸中日 18 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 33 １００万本  広がる秋 砺波市五谷の「となみ夢の平スキー場」

 １３日　金曜日
北日本 5 ＮＥＷ ＦＡＣＥ 商品ニュース 「苗加屋」に限定商品

21 プレー通じ親睦 ＴＳＴチャリティーゴルフ

22 広告 空中カフェ２０１７

26 西村さん（小矢部）最優秀 ハンギングバスケット  秋らしい色合い

26 タイル工芸色鮮やか 吉尾さん作品展

26 歌と踊りで元気に 東部保育所園児  病院訪れ交流

26 歩行者の事故 反射材で防げ 病院で呼び掛け

26 手塩に掛け育てた盆草 砺波市盆草協会の盆草展

27 色彩豊かな３人展 林清納さんが主宰する末広美術会の受講生による３人展

27 新聞エコバッグ教室 砺波市役所

27 空中カフェ ２０１７秋 ２ 「苺とチョコのモンブラン」ミッシュローゼ（砺波市）

31 きょうから会員作品チャリティー頒布展 砺波市美術協会

31 富山華の会（高岡）優勝 民謡民舞全国大会  優秀賞＝豊晧会

32 社会教育に尽力 ６県２１人を表彰 富山で東海北陸大会

32 創立５５周年記念し あす車両パレード 砺波 陸自富山駐屯地

32 最優秀に橋本さん（富山東部中） 緑化ポスター  １２点を全国出品

富山 5 苗加屋ブレンド 純米吟醸発売 若鶴酒造

26 移動スーパー詐欺注意訴え 砺波、顧客の高齢者に

27 砺波誠友病院 高齢者に元気を 東部保育所３８人踊る

27 砺波市に１０万円 北陸労金砺波が寄付

27 生きること考える アニメ映画「なぜ生きる－蓮如上人と吉崎炎上」の上映会

28 ＢＣＰ策定時注意点を学ぶ 富山で研修会

29 ボランティアに尽力 きょう個人、団体表彰 県と、ボランティア活動推進富山県民会議

31 地鳴り 朝の連ドラこの先楽しみ  小倉慶子  ７２歳（砺波市）

北陸中日 33 疑問 説明してますか 富山３区ルポ

読売 29 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館 

30 北陸歴史よもやま話 ダム開発で地域格差拡大

 １４日　土曜日
北日本 2 新幹線敦賀－大阪 フル規格整備決議 富山など沿線４４市

3 衆院選 候補者こんな人 富山３区

7 宮本輝新聞 受賞全２５作を紹介

24 読者のひろば 東京駅での親切 砺波市 西嶋進 ８３歳

26 秋いっぱい１５０品種 エレガガーデン ダリアやコリウス見頃

26 移動スーパーが詐欺防止へ一役 高齢者にチラシ配布

27 庄川中生 園児と避難訓練 庄川堤防の決壊想定

27 租税教室のグッズ配って 砺波法人会が砺波税務署に依頼

27 デジカメ写真コンテスト 奥村さん（福野中１年）最優秀

27 空中カフェ２０１７秋３ プティ ア プティ ミッシュローゼ

33 車が金網に衝突 女性重傷 砺波市鷹栖の市道 小矢部市津沢 大道悦子さん（７９）

富山 2 北陸新幹線で６項目決議 輪島で関係都市連絡協 北信越市長会も決議

3 とやま衆院選 主張 私はこう考える③

24 砺波・庄川中と青島保育所 手つなぎ避難訓練

25 デジカメ写真最優秀 奥村さんの「夏空」 砺波地区の小中学生

25 富山奎星会の前衛書２６点 「耳順＋４」が砺波市美術館で始まる

26 インスタで砺波発信 ６１５１さんとＴＥＡＭ１０７３のメンバーが交流

27 １５０品種、秋を演出 砺波・県花総合センター

27 ３３人１５団体たたえる ボランティア・ＮＰＯ大会

28 寝たきりにならず長寿を 来月１２日に骨・関節シンポ

28 事件・事故 車で田に転落、女性重傷

28 地鳴り 譲渡会の猫 すくすく育つ 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

28 地鳴り 嫁と共に賞状 感謝の気持ち 紫藤道子 ８３歳 砺波市
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30 盗撮教諭に停職６カ月 県教委発表 依願退職 体罰の顧問３人処分

北陸中日 13 前倒し開業を要望へ 金沢－敦賀 連絡協、工事進捗説明

18 衆院選 富山 候補者 こんな人 ３区

19 お兄さん、お姉さんと避難 砺波 園児と中学生合同訓練

19 砺波で「花まつり」花園に１５０品種１５００株 県花総合センター

19 昔の暮らし 民具が語る 砺波郷土資料館 明治－昭和の１０３点

読売 30 県中学校選抜体育大会 大会結果 ソフトボール 剣道 卓球 柔道

30 第４１回県ジュニアオリンピック中学校大会 大会結果

30 ＵＳＯ放送 ３失点ドロー（砺波・越中之助）

毎日 26 大胆に挑む 新たな書 あすまで 砺波で奎星書作展

26 ２０１７衆院選 ３区 候補者の横顔

27 ２０１７衆院選候補者アンケート アンケート結果一覧

 １５日　日曜日
北日本 16 高岡商 完封負け 日本航空石川４－０高岡商 反撃の糸口つかめず

18 バドミントン 中学生６５人競う 砺波市選手権 大会結果

28 天位に安達さん 市文化祭俳句大会

28 タマネギ生産倍増目指す 東保組合 機械導入 苗を植え付け

28 散居村眺めごみ拾い 大建工業井波工場の「ふれあいエコウォーク」

29 砺波の魅力 写真で発信 人気の６１５１さん インスタグラム指導 構図や加工法 丁寧に

32 広告 空中カフェ２０１７

34 ご神体 本殿に戻る 砺波・八咫壺神社

35 ５５周年 勇壮パレード 砺波の陸自駐屯地 商店街で披露

富山 10 「富山あいの風リレーマラソン」の歴代優勝チーム 優勝チームの紹介

25 読み聞かせに笑顔 砺波・ファーストブックの会 絵本や人形劇楽しむ

25 となみJCがフォーラム サバゲー、農業、集いの場… 空き施設で活性化を

25 ご神体 本殿に引っ越し 砺波の八咫壺神社

25 主体的な学び考える 砺波高PTAの全体研修会

25 花と緑のコンクールで表彰 砺波市の花と緑のコンクール表彰式 入賞結果

26 ５５周年でパレード 陸自富山駐屯地

27 富山商、国際大付が進撃 第１３７回北信越高校野球大会

北陸中日 21 陸自富山駐屯地 隊員らパレード 砺波、５５周年記念

21 県中学校選抜体育大会 大会結果

21 県ジュニアオリンピック中学陸上競技大会 大会結果

 １６日　月曜日
北日本 20 砺波市秋季学童野球 出町ボーイズV

20 野球 北日本新聞金鷲旗争奪グランドチャンピオン大会 大会結果

25 古里活性化へ アイデア発信 となみ青年会議所

25 １００歳おめでとう 横川久子さん（砺波市東中）

27 洋遊会が雅楽公演 優美な音色で魅了 砺波の拾翠苑 八田誓治さん宅

28 県短歌大会 天位に平岡さん（砺波） 入賞結果

28 山崎さんの功績たたえる 砺波で叙勲受章祝賀会

29 創立５５周年で行進や訓練披露 砺波 陸自富山駐屯地

富山 18 富山駐屯地５５周年 記念事業で訓練披露

18 山崎さんの叙勲祝う 元高岡保育園長

19 森井君栄冠 若林児童クラブグラウンドゴルフ大会 大会結果

19 砺波でなかよし合宿 県砺波青少年自然の家「なかよし合宿～秋の集い～」

21 地鳴り 体育の日に爽やかな汗 西川良子 ６４歳 砺波市

北陸中日 12 日中友好 秋のつどい 風船アート、日舞楽しむ 鷹栖公民館で開催

 １７日　火曜日
北日本 3 衆院選とやま２０１７ 期日前投票５日間 県内前回比１．６９倍

23 チューリップ開花 心待ち 児童が球根植え込み

23 四季彩館でハロウィーン 秋の花々紹介 仮装体験も

28 青年部が連絡協議会 砺波商議所と庄川町商工会 事業を共同運営

富山 21 わが町 朝市夕市 砺波市

23 来春の開花へ 球根植え込み となみチューリップフェア 来年４月２０日～５月５日
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23 赤ちゃん抱き、命を実感 砺波高１年生 とやまの高校生ライフプラン教育充実事業

23 砺波で日中「秋のつどい」 砺波市日中友好交流協会の「秋のつどい」を鷹栖公民館で開催

26 ４事業４４件に助成 教育公務員弘済会富山

27 地鳴り 開かずの間３室いつまで 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

北陸中日 18 期日前投票６９％増 前回比 学校行事と重複 影響

 １８日　水曜日
北日本 26 庄川の秋 満喫して ２２日 なんでも市

27 砺波「お食事処うえの」イノシシ肉でうどんや丼 人気のジビエ１０年ぶり復活 来月から販売

27 大正琴やバレエ ステージ楽しむ 砺波・東般若保育園 園児も踊りや演奏

27 「浦安の舞」奉納へ稽古 比賣神社来月大祭 東部小児童４人出演

27 兵器の骨格持つ龍描く 平井千香子さんの作品展「BABEL（バベル）」がギャラリー無量で

27 会長に潟沼さん 商議所青年部 １６日に砺波商工会議所青年部の臨時総会

27 県内彫刻家の陶芸など８８点 手のぬくもり展

27 空中カフェ２０１７秋７ 「ティラミス」 プティ ア プティ

32 ２１日の無料税務相談会などPR 北陸税理士会県支部連絡協

34 かがやき臨時便 新高岡 平日停車せず 冬ダイヤ 週末１往復のみ 市民ら驚きと落胆

富山 22 県電気工事組合と砺波市が災害協定 組合が公共施設の電気設備復旧や電気事故防止などの業務に取り組む

22 砺波で地域安全大会 県表彰者が市長訪問

23 砺波商工会議所 庄川町商工会 連絡協発足、共同事業へ 青年部結束 地域を活性

23 次期会長に潟沼氏 砺波商工会議所青年部

23 大正琴や洋舞楽しむ 東般若保育園

23 中村、南さんV 砺波市の柳瀬グラウンド・ゴルフ協会後期大会

27 地鳴り 話し相手に大切な先輩 犀川寮明 ６９歳 砺波市

北陸中日 5 発言 亮平西郷どん大河熱く期待 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

16 災害時速やか対処 砺波市と協定締結 県電気工事工業組合

読売 26 よみうり文芸 短歌 砺波市 井上房子

26 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

朝日 26 陸自富山駐屯地創立５５年を記念 観閲や模擬訓練など

 １９日　木曜日
北日本 22 県内美術館・博物館の催し（１０／１９～１０／２５） 松村外次郎記念庄川美術館

23 情報かわらばん となみ野

23 朝市夕市 県内 砺波市

28 藤森兼明さんの絵寄贈 母校 庄川中創立７０年記念 同級生が制作を依頼

29 災害時に電気設備を復旧 県電気工事工業組合と「災害時における応急対策業務に関する協定」を結ぶ

29 １００歳おめでとう 太田照子さん（砺波市中野）

29 地域包括ケア推進 市民が理解深める 市が研修会

29 空中カフェ２０１７秋８ ラ・ピニヨン ミッシュローゼ

34 緑化推進たたえる 花と緑の大会 個人・団体を表彰

35 不正軽油許すな 砺波 燃料抜き取り調査

富山 30 小中学生防火ポスター 砺波地域最優秀 永森、村松さん

32 小島環境対策協に北陸農政局長賞 豊かなむらづくり表彰

33 県中学校選抜体育大会 大会結果

34 功労、入賞者たたえる 富山で花と緑の大会

34 砺波の１１団体 個人、市長に報告 第４５回花と緑の大会で、県環境部門功労表彰

35 コント 砺波・たぬき

北陸中日 24 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

 ２０日　金曜日
北日本 3 となみ政経懇話会１０月例会 「電気自動車１００％の時代へ－どうなる今後のものづくり」

16 林さん（砺波）総合優勝 小矢部 北陸ウェルフェアゴルフ  ＧＣゴールドウイン 瑶子さま出席

22 新しい風になるデザイン 第４０回北日本新聞広告賞入賞作品 グランプリ 立山酒造「製品更新」

31 自慢のポーク食べて たかはた養豚  給食用に市へ寄贈

31 「秋のつどい」で日中友好 砺波市日中友好交流協会の「秋のつどい」

36 最高賞 月光さんら４人 ＣＯＳＭＯＳ書会北日本書道展  入賞・入選３６９点

36 記者ぶろぐ 権利を捨てないで

36 介護現場描く映画「ケアニン」あす上映 砺波と富山
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37 研修医 県内病院に７３人 本年度マッチング  過去２番目の多さ

富山 2 臨床研修医マッチング 過去２番目の７３人内定  充足率も過去２位

3 首長、投票率に気もむ 選挙区内で競い合い

4 北陸銀、来月から投信セミナー開催 「ほくぎん投資信託セミナー」

23 高齢者に携帯電話教室 砺波市教委

25 善意胸に親睦深め 北陸ウェルフェアゴルフ  小矢部  瑶子さま観戦

26 秋咲きのバラ 鮮やか 砺波の県花総合センターで見ごろ  来月１０日ごろまで

26 地鳴り 年相応の落ち着いた笑顔を  嶋村了吉 ５３歳（砺波市）

26 地鳴り コスモスを見て友の大切さ思う  木谷よしみ ６７歳（高岡市）

北陸中日 13 平和の俳句 砺波市  藤井健治  ６９

15 瑶子さま「来年は皆さんと」 小矢部で寛仁親王杯福祉ゴルフ

18 衆院選富山  未来へ私の願い届け 新政権に望む一語 下  砺波市千保 安田千香子さん（６９）

18 特殊詐欺被害防止 砺波署募集川柳で大倉さんが最優秀

19 砺波地域・小中学生防火ポスター最優秀 庄東小・永森さん  井波中・村松さん

読売 31 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館 

32 福祉ゴルフ  １２０人参加 表彰式に瑶子さま出席

32 県科学展覧会 一般公開始まる

32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

33 鮮やかに色づく秋 砺波でバラ見頃

朝日 26 富山古希クラブ７連覇 県生涯軟式野球・古希リーグ戦

 ２１日　土曜日
北日本 3 ３区午前１時１５分 開票完了見通し 砺波市２３時１０分

4 となみ政経懇話会 １０月例会 講師 環境経営コンサルタント 村沢義久氏 演題 電気自動車１００％の時代へ

5 現場拝見＜３＞ 北陸コカ・コーラボトリング 砺波工場 良質の軟水を無菌充填

5 シニア人材 取引先に紹介 県西部４信金が交流会

27 大賞に平木さん（日本画）ら きょうから市美術展

27 大倉さんが川柳最優秀 砺波署と市防犯協会

27 老若男女の書ずらり 北日本書道展が開幕

27 陶芸など力作並ぶ 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展

35 新高岡 週末のみ停車 臨時かがやき 冬ダイヤ 県西部６市長ら今後も運動

富山 24 ガス漏れの処置訓練 砺波市下中条のホームエネルギー北陸砺波LPGセンターで開催

25 大賞５人決まる 砺波市美術展きょう開幕

25 シニア知識活用へ 高岡で人材交流会 高岡、砺波、氷見伏木、石動の各信用金庫と中部経済産業局

25 昔ながらの脱穀作業 砺波・鷹栖小５年

25 詐欺防止川柳を表彰 砺波署

25 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で作品展

25 砺波工高で出前講座 県職業能力開発協会の「ものづくりマイスターによる出前講座」

28 柏樹、新中さん 都市緑化功労者 「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会で表彰

28 中部弁護士会連合会 消費者教育に力注ぐ 富山でシンポ

29 地鳴り ハーモニカの友 蛍の光で見送る 紫藤道子 ８３歳 砺波市

30 富山駐屯地２等陸曹 酒気帯びで停職１５日 ４０代の男性２等陸曹

読売 31 小選挙区立候補者 ３区

31 富山駐屯地２等陸曹 酒気帯び運転で停職 ４０代の男性２等陸曹

朝日 29 ８氏の論戦 最終盤 ３区

毎日 27 最後の舌戦 ３区

27 酒酔い運転の自衛官懲戒処分 富山駐屯地

 ２２日　日曜日
北日本 2 期日前投票１７万３１７人 県内小選挙区 前回比４７．１％増

3 衆院選 県内８陣営 戦い終えて ３区

3 県内有権者８９万９９５７人 男性４３万１４４１人 女性４６万８５１６人

16 富山第一・水橋が大勝 高校サッカー県大会

23 特殊詐欺被害の対策学ぶ 砺波市高齢者学級の研修会

23 マイスターから技能習得 「ものづくりマイスター」による出前講座 砺波工業高校で開催

23 キーボードの練習成果発表 「ふれあいコンサート」が北日本新聞砺波支社で開催

24 広告 空中カフェ２０１７
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25 創校７０年 一層の飛躍誓う 出町中 庄川中

25 永森さん・村松さん最優秀 防火ポスターの図案審査会

25 地域の安全誓う 「地域安全ｉｎとなみ」が市役所で開催

29 県内作家の作品一堂に 庄川美術館 かがやき☆はんが開幕

富山 2 期日前投票４３．７％増 １２万８２４０人 １１日から２０日までの県内投票者数

2 当日有権者数８９万９９５７人 １８歳選挙権導入で９６８５人増

20 学びやの７０周年祝う 砺波・庄川中 出町中

20 朗読やピアノ 琴演奏楽しむ 「いこいのひととき」を瑞祥寺で開催

20 砺波の３駅で花植え 城端線もりあげ隊

21 藤井、金子さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１０月度月例大会

22 福光で小学生リアル野球盤 木製バット かっ飛ばせ

22 ２回戦１６試合で熱戦 全国高校サッカー選手権県大会第２日

25 事件・事故 街路樹などに衝突、女性重傷

25 地鳴り 時代で違う 結婚式の様相 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

北陸中日 19 ふみの会 披露 朗読、音楽 安らぎ

20 「リアル野球盤」小学生熱戦 南砺・福光 県内外から３４チーム

読売 30 全国高校サッカー 県大会 富山第一３回戦へ

30 全日本少年サッカー 県大会 ＦＣひがしなど１６強

朝日 29 ２０１７衆院選 有権者 どう審判

 ２３日　月曜日
北日本 2 野党総崩れ 議席ゼロ 県内小選挙区の投票率  県内比例代表市町村別得票  県内小選挙区市町村別得票

3 県内小選挙区 開票結果分析 ３区 厚い支持基盤固める

15 庄川「秋の味覚」大人気 なんでも市 フリマ・木工体験も

15 太田公会堂の耐震化が完了 ２２日 完工式

17 会長杯争奪大会雨の中はつらつ 県ターゲット・バードゴルフ

17 サッカー  第９６回全国高校選手権県大会 ３回戦  富山商３－０砺波

20 日展 ８１歳出町さん（高岡）初入選  入選・出品者（県関係）

20 共生社会実現へ決意を新たに 富山で手をつなぐ育成会式典

20 秋の風情感じ一服 富山  北日本茶会１０月例会

22 橘さん盤石 富山３区  「地方創生 花咲かす」

23 富山・氷見で土砂崩れ 台風２１号  交通に乱れ 強風で１人けが

23 富山や射水 停電１万７４００戸 ２２日

富山 15 記念碑除幕 稚児参り 砺波 八咫壺神社 合祀１００年慶賀祭

15 砺波・太田公会堂 耐震化で地区拠点に  バリアフリー化も推進

15 小矢部、砺波、南砺 消火の連携確認 合同訓練

15 庄川でなんでも市 ビッグ庄川なんでも市

18 障害者支援考える 手をつなぐ育成会

18 ８強出そろう ２８日に準々決勝（全国高校サッカー選手権県大会第３日）

18 改組新日展・工芸美術 出町、志観寺さん新入選

19 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

19 コント 砺波・たぬき

20 各界の声 とにかく地方創生

21 自民 組織力で圧倒 市町村別投票率  小選挙区市町村別得票数

21 記者座談会 ３区  高岡市議選が影響

22 橘さん堂々の４期目 ３区 「６市のために頑張る」

北陸中日 12 投票の若者 思いさまざま 衆院選  県内の１８～２９歳に聞く

12 立候補者別得票数 ３区

13 全国高校サッカー選手権県大会 三回戦 富山商３－０砺波

読売 16 全国高校サッカー県大会 高岡第一など８強

17 市町村別得票 ３区

朝日 17 小選挙区候補者の市町村別得票 ３区

毎日 20 橘さん 安定の４選 ３区

21 悪天の投票日 未来託す 新議員に臨む－有権者の声

 ２４日　火曜日
北日本 27 JR城端線駅舎 住民と花壇整備 利用促進実行委
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28 仲間と集う 若神組十三日講 砺波市 高畑康子

31 入学準備金 ３月支給 来年の新入生から前倒し

31 高校生が施設で清掃 砺波工業高校生が市南部デイサービスセンターと市福祉センター苗加苑で実施

32 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川南小６年 畑萌香さん

37 ３１校で推薦１２５３人募集 県立高１８年度入試 本年度と同数

37 来月６日から意見交換会 県立高再編

39 道路冠水 交通混乱 県内 魚津でリンゴ大量落果

富山 3 衆院選２０１７ とやま 比例代表

3 衆院選２０１７ とやま 小選挙区

30 わが町 朝市夕市 砺波市

34 入学準備金、３月支給に 砺波市の援助制度、前倒し

35 砺波学園訪れ親睦 となみセントラルライオンズクラブの会員

38 県立高入試 推薦枠は１２５３人 前年度と変わらず

39 地鳴り 温泉訪ねて禁酒の宴会 犀川寮明 ６９歳 砺波市

41 県産リンゴに打撃 ４６８トンが落果か 砺波市砺波図書館 雨漏り

北陸中日 17 砺波市美術展に市民ら力作７２点 市美術館で始まる

17 県立砺波学園訪れ昼食とゲーム交流 となみセントラルLC

読売 32 県立校推薦 ３１校６４学科で 全日制 県教育委員会が２３日発表

32 比例 立憲民主、希望 ２獲得 県内候補 復活ならず

33 衆院選２０１７ 野党 浮動票つかめず

朝日 32 ２０１７衆院選 野党 比例復活ならず 「民進分裂 自民利した」

33 本社出口調査 無党派層も自民支持 ２・３区は過半数を獲得

毎日 26 ２０１７衆院選 投票率５４.００％ 戦後２番目の低さ

26 県立高入試 推薦募集定員１２５３人 来年度前年と変わらず

27 比例代表北陸信越ブロック開票結果 富山県

 ２５日　水曜日
北日本 15 県芸術文化協会 表彰者５２人発表 邦楽＝瀬尾雅加寿（砺波）

20 放水訓練で連携確認 砺波地域消防連絡会

20 子育て中のパパ 絵本読み聞かせ ファーストブックの会

21 おにぎりおいしい！ 南部小５年生 収穫米 かまどで炊く

21 福祉障害児施設訪問 ゲームや食事で交流 となみセントラルLC

21 親睦深め生きる活力養う 砺波市身体障害者協会の錬成会

30 野上さん死去 創作に絶えず実験精神 評伝 仲間や後進に刺激

30 元砺波店長１２月出廷 えびす食中毒 賠償訴訟

31 利賀への国道 通行止め解除 国道４７１号の通行止めが２４日に解除

31 瑞龍寺を応急修復 総門屋根めくれる 増山城跡では小規模な土砂崩れ

富山 23 ねかべっつい実演 もみ殻燃料 昔の炊飯器 砺波南部小、おにぎり味わう

24 ５２人を表彰 県芸文協、来月２日 邦楽 瀬尾雅加寿（砺波）

24 新米パパ 絵本読み聞かせ 砺波図書館「えほんのじかん」 育児参加の意識高める

26 来月１２カ所で無料相談 県中小企業診断協会

26 県景観広告大賞に高岡信金本店選定 土の賞 となみ散居村ミュージアム 光の賞 新屋敷芝桜まつり活動

北陸中日 20 イクメン２人が読み聞かせ披露 砺波図書館、母子楽しむ

読売 30 よみうり文芸 短歌 砺波市 別所 武

30 ふるさと写真館 城端線（高岡、砺波、南砺市） 地域の足 １２０年

朝日 32 フォーラム とやま 季節展示「季節を彩る花々～秋の色・ハロウィン～」

 ２６日　木曜日
北日本 3 農地整備など国に新規要望へ 県公共事業評価委

13 広告 空中カフェ２０１７

16 県内美術館・博物館の催し（１０／２６～１１／１） 松村外次郎記念庄川美術館 ギャルリ・ミレー

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

18 越中讃歌 優秀句百選  二俣れい子ほか

18 宮本輝展 高志の国文学館 記念対談＜上＞ 一瞬の出会い 運命変える

29 大矢四郎兵衛の生涯や功績学ぶ 鷹栖小で授業

29 在宅医療支援に理解深める 市内の介護福祉関係者を対象にした「在宅医療支援講座」
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29 お年寄りと園児が交流 砺波市老人クラブ連合会の第１３回ふれ愛スポーツまつり

35 全国高校ロボット競技大会 砺波工業高チーム３位

35 県発明とくふう展 最高賞に内呂さん（桜井中１）  砺波市長賞＝関敬美（砺波東部小６）

35 プロ棋士８人と交流 ２９日 富山で将棋フェスタ

36 砺波の用水に８８歳女性遺体 ２５日午後７時１０分ごろ、砺波市石丸の用水

富山 2 遼寧省訪問団が副知事らと懇談 中国・遼寧省訪問団

2 ３市６カ所農地整備へ 県が来年度 大区画化、ＩＣＴ活用

2 庄川左岸の防災事業完了見通し 県側は庄川左岸四期地区の防災減災事業にも着手するとした

27 富山文芸  １０月賞 歌壇 佐伯裕子選  二位 砺波市庄川町三谷 山森和子

33 木彫の人形や盆栽 新創造の会作品展 高岡大和

33 家庭ごみ考える 砺波北部小で環境学習

33 砺波、高齢者が競う 砺波市老人クラブ連合会の第１３回ふれ愛スポーツまつり

35 知事賞に岡田さん 県未来の科学の夢絵画展 

35 ロボット全国３位 砺波工高 秋田で大会「来年こそ優勝」

37 地鳴り 県民カレッジ１００単位修了証書  嶋村了吉  ５３歳(砺波市）

37 コント 砺波・たぬき

38 砺波の用水に８８歳女性遺体 ２５日午後７時１０分ごろ、砺波市石丸の用水路で

北陸中日 20 越中春秋 新幹線駅

21 砺波工  全国３位入賞 高校ロボ大会

22 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  砺波市庄川美術館

読売 33 用水路で８８歳死亡 ２５日午後７時１０分頃、砺波市石丸の用水路で

 ２７日　金曜日
北日本 3 うるおい環境とやま賞に５件 となみ散居村ミュージアム、新屋敷芝桜まつり

5 事業主報酬制度求める決議採択 砺波で青色申告会北陸大会

25 読書の奥深さ再認識 第６０回読みなかまのつどい県大会

26 ロボ国際大会頑張ります 「ＷＲＯ２０１７国際大会」に出場する砺波南部小学校６年の篠原君太くん

26 子供は褒めて認めよう 射水市 地域子育て支援者研修会

26 消防行政に役立てて となみ衛星通信テレビが砺波地域消防組合に

27 公民館優良職員表彰を報告 第５４回東海北陸公民館大会で表彰

31 南砺・砺波の魅力満喫 県西部秋の探訪バスツアー  彫刻・工芸を鑑賞

31 金賞の児童表彰 川の絵画コンクールの表彰式

32 記者ぶろぐ 感謝し感謝され

33 ジャクエツ富山店を指名停止 砺波市

34 横山さん（井波彫刻）日展特選 日本画で県内２人再入選

35 減便ショック 新高岡と臨時かがやき＜中＞ かすむ定期化 ６市連携「粘り強く」  戦略を見直す契機

富山 4 自動車など功労者発表 北陸信越運輸局

5 果実酒、３１日発売 若鶴酒造

18 富山夏の読書感想文・感想画コンクール 入賞したみなさん  

24 般若公民館太田さん優良職員表彰を報告 砺波・庄川支所

25 砺波南部小・篠原君  来月、国際大会出場 ロボット大会世界一目指す

25 北川さん優勝 第３２回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

26 奨励賞３人、特選１人 古典臨書展、県内から

26 読書の魅力再確認 県立図書館

26 横山さん（南砺）初の特選 日本画で２人入選

26 産業活性化の寄付に感謝状 県が贈呈式

28 青色申告特別控除３０万円引き上げを 砺波で北陸大会

29 ジャクエツ富山店指名停止 砺波市

29 地鳴り 環境保全研修旅行で能登へ  黒田和也  ４０歳（砺波市）

29 地鳴り 柔らかくて美味な干し柿  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集 秋色（下） コスモス咲く夢の平の絶景  原田公久  ６９ 富山市

16 ジャクエツ富山店を砺波市が指名停止に 金額間違え契約辞退

17 ロボット国際大会「優勝を」 砺波南部小・篠原君 市長に誓う

27 砺波の用水路に８８歳女性の遺体 ２５日午後７時１０分ごろ、砺波市石丸で

読売 31 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館 

32 寺君、山本君、家城さん最優秀 作文コンクール県審査  優秀賞 砺波市立砺波東部小６年 中山慧羽君
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毎日 26 ギャラリーだより 第１３回砺波市美術展

 ２８日　土曜日
北日本 20 北日本文芸 入賞作品 歌壇 俳壇

22 読者のひろば 台風一過のわが家 砺波市 島田栄 ６９歳

25 豚肉やわらかいね たかはたポーク 給食に

25 米寿記念し墨彩画展 小野田芳子さんの米寿記念墨彩画展がギャラリーみかん堂で始まる

25 消費喚起へ補助求める 砺波商議所 市に要望書

25 ごみの削減考える 砺波北部小

35 砺波の女性遺体は水死 砺波市石丸の用水 亀田よし子（８８）

富山 28 地元産、豚肉の給食 たかはた養豚が寄贈

29 砺波市に要望 砺波会議所

33 事件・事故 砺波の８８歳女性も 司法解剖の結果、溺死とみられると発表

33 地鳴り 地域一円にコスモス咲く 竹部誠孝 ７６歳 砺波市

34 小矢部川、庄川 史上３位 台風２１号で観測水位

北陸中日 23 食欲の秋 満喫 寄贈の豚肉２２０キロ、児童らペロリ

朝日 30 児童らコアラ通じ環境学ぶ ロッテと本社 砺波で「地球教室」

 ２９日　日曜日
北日本 3 人口増・教育環境に力点 射水市長選 夏野氏 事務所開き

3 北陸信越運輸局長表彰（県関係分） 表彰事業所一覧

16 高校野球 １年生県大会 大会結果

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会第５回砺波市長杯大会 大会結果

21 広告 庄川遊覧船株式会社 「大人の社会見学」～庄川峡と井波～

27 生け花 色鮮やかで優雅に 第４５回砺波市華道展

29 らいちょう編集局開局 本社 高校生が取材・紙面整理

富山 2 活力あるまちづくりを 射水市長選 夏野氏が事務所開き

21 浅長、福沢さん優勝 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ秋季選手権

21 砺波では７０人出展 第４５回砺波市華道展

22 ミニバスケット サザンクロス・カップ 塚原（射水）決勝Ｔ進出 砺波で２４チーム熱戦

23 黒部ジュニア連覇 黒部で北信越少年野球 大会結果

23 瀬川４位 男子Ｂ１５００メートル 第４８回ジュニアオリンピック陸上競技大会

23 第２３回一年生県高校野球大会第１日 大会結果

24 環境保健衛生功労者ら表彰 南砺で県大会

25 地鳴り 息子の彫刻が美術展で奨励賞 小倉慶子 ７２歳 砺波市

25 地鳴り 受講者に能登の実家近くの人 松本健治 ７６歳 高岡市 

北陸中日 14 一年生県高校野球大会 大会結果

読売 30 ドローン活用 多様に 災害時や観光動画撮影

３０日　月曜日
北日本 5 社説 新高岡「かがやき」減便

13 富山マラソン ２０１７ 完走者の記録 女子１～５００位

21 富山マラソン ２０１７ 完走者の記録 男子１～１０００位

30 小中学生が技競う 砺波で県柔道大会

33 縄ないや機織り体験 砺波で「民具デー」国文化財指定を記念

33 文化財の活用を 文化庁調査官が講演

33 北陸の７組出演 巧みなマジック 庄川 マジシャンコンプレッサー手品祭り２０１７

35 新鮮野菜・グルメ尽くし 食彩ふれあい市「富富富」販売も

35 ハーバリウム新講座 北日本新聞砺波支社カルチャー教室

37 砺波市 文化の日 表彰 ３９人晴れやか

37 ４１人 盤上で熱戦 市文化祭将棋大会

37 １００歳おめでとう 大井すみさん（砺波市庄川町三谷）

37 庄川町菊花展 入賞者

38 亀ヶ谷さん（砺波）声高らかに 北日本民謡大賞 受賞２０周年記念 出演者ら節目祝う

38 高岡・万葉の里囲碁大会 「高岡とんぼ支部◆風」制す 団体戦４３チーム１２９人対局

38 室田女流二段（砺波出身）が解説 富山で将棋フェスタ  トークや公開対局

38 多彩なプログラム 仲間の輪を広げる 砺波ビーバースカウト

38 発音や話しぶり競う ＩＫＵＥＩ英語スピーチ 入賞者
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富山 2 慢性腎臓病の重症化予防を 砺波で講演会

19 「食彩」でにぎわい増す 砺波・駅前商店街で「ふれあい市」

19 自治功労など３９人 砺波市・文化の日表彰

19 長寿と健康願う 砺波・高波公民館

19 百歳 大井すみさん（砺波市庄川町三谷）

20 ミニバスケット サザンクロス・カップ 塚原ラビッツ（射水）３位 大会結果

20 久郷さん（富山南高）最優秀賞 育英センター英語スピーチ

20 ４年以下男子 中谷・吉藤制す 第８回ハマナスカップ小学生ソフトテニス大会第１日

21 重文の生活用具紹介 砺波「民具デーに来てみられ」

22 能越道沿線の味覚を一堂に 輪島でフェス

23 地鳴り 企画たくさん 公民館祭り 犀川寮明 ６９歳 砺波市

23 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

北陸中日 15 昔の農具 当時の暮らしは？ 砺波・庄東小 展示室で民具デー

16 砺波産食材たくさん 食彩ふれあい市、大盛況

 ３１日　火曜日
北日本 1 富山米 新時代 「富富富」生産者を募集

14 バスケットボール 全国高校選手権大会県予選会 大会結果

14 軟式野球 東日本県大会２部 大会結果

15 グラウンドゴルフ 砺波市協会第３回チャンピオン大会 大会結果

19 仲間と集う 雄神小同級会 砺波市 広谷悦子

20 わが家のアイドル 長田治親ちゃん １歳 砺波市大辻

23 ラジオ製作や収録 子どもたちが参加 県電波適正利用推進員協議会ととなみ衛星通信テレビが開催

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年 瀬戸楓さん

29 県功労 ３７人１２団体を表彰

31 器物破壊容疑で高岡の男逮捕 市内のショッピングセンターで乗用車に傷を付けたりパンクさせたりした疑い

富山 2 富富富 生産者募る 来月末まで 県、栽培要件設け

2 県功労表彰 ３７人１２団体たたえ あす県庁で式典

19 わが町 朝市夕市 砺波市

22 金田一耕助の畑に黒いチューリップ 砺波信金、岡山へ球根１００個贈る

23 あす秋季大祭 浦安の舞奉納へ仕上げ 砺波・比賣神社 砺波東部小４人

23 砺波間税会が啓発グッズ 砺波税務署に寄贈 管内の小中高校で開かれる租税教室で配られる

23 北親会が女性サロン 北陸銀行砺波支店の顧客親睦会が若鶴酒造大正蔵で開催

25 西から東から ものづくり 頼もしい活躍

27 事件・事故 車傷つけた容疑で逮捕

27 地鳴り がん再発の被害妄想に 紫藤道子 ８３歳 砺波市

北陸中日 17 文書でたどる中越鉄道 南砺で企画展「課長心得」や起工式起案文

17 砺波文化の日表彰 自治功労者に１８人 １１月１日に市役所で表彰する

読売 30 県功労表彰 ３７人と１２団体に

朝日 30 今年度の県功労表彰 ３７人１２団体決まる

毎日 24 県功労者に３７人１２団体 表彰式は１１月１日、県庁で

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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