
　　　　　　　２０１５年（平成２７）１0月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）

     　　　　　　　　　　　                  保存版                  編集・発行

副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　　１日　木曜日
北日本 3 起債許可団体２年連続ゼロ 県内１４市町村で公債費率改善

11 情報かわらばん となみ野

11 県内朝市夕市 砺波市

15 作品集「欅」第２巻刊行 北日本詩壇の集い

36 かかりつけ医持とう 砺波　砺波総合病院連携委員コーナー設置

37 ケアタウンとなみ１０日開設 砺波　高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所

37 ざっくばらん 増山城跡開設ボランティア曲輪の会員　細畑綱一郎さん（砺波市・７８歳）

富山 2 市町村の実質公債費比率 起債許可団体なし

26 黒板で砺波の魅力紹介 道の駅庄川入荷野菜や料理店、イベント

27 赤ちゃんと触れ合う 砺波工高

27 庄川若者の館、住民運営へ まちづくり協議会発足

27 利賀でそば打ち認定大会 初段 内島勝二、南敏成（砺波）、二段 大谷隆（砺波）

29 デスク日誌 期待が膨らむ甘い新品種

北陸中日 21 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

　　２日　金曜日
北日本 3 いかるぎの大橋（砺波）着工 国道３５９号

4 会長に寺島氏 砺波商議所青年部

15 第３５回全国万葉短歌大会 大賞に刑部さん（射水）矢後さん（富山）

25 砺波地区中学新人大会 大会結果

29 看護の道へ志新た 砺波　砺波准看護学院

29 国勢調査ネット回答率 砺波市　50.8％県内２位

29 砺波のＬＣとＲＣがチャリティーゴルフ 千羽平ＧＣ

29 ふれあいレディ２人委嘱 砺波　砺波署と砺波安全運転管理者部会

35 チューリップ球根栽培に光 ３２歳農家・小幡さん（砺波）新規参入

富山 23 金沢での宣伝強化 チューリップフェア　砺波市長

23 となみＪＣ事業報告 ふるさと学んだ成果披露

23 国道東バイパスの安全祈願 国道３５９号

23 人形劇で思いやりの心 砺波人権擁護委員協議会の人権啓発人形劇

23 砺波准看護学院で載帽式 女子１９人にナースキャップ、男子３人にハンカチ

23 砺波でサロン交流会 砺波市社会福祉協議会

24 次期会長に寺島氏 砺波会議所青年部

25 初誕生 柴田翔色（しばた　かける）ちゃん　砺波市鷹栖

27 地鳴り 弟の四十九日法要でお参り　小倉慶子　７０歳（砺波市）

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 岩合光昭ねこ展１万人突破 砺波市美術館

　　３日　土曜日
北日本 5 県内４社「三ツ星」日本バス協会 一ツ星認定事業者　となみ観光交通

13 2015年神通峡美術展 きょう開幕　大沢野 入選　平面 江田孝寛（砺波）

19 相倉で美術展開幕 県内作家６人 平面・立体40点

19 ３団体が活動発表 砺波市社会福祉協議会のふれあい・いきいきサロン交流会

23 砺波 県花卉球根農協 ことしの収穫に感謝　園児が球根植え込み

23 おえかき田んぼで収穫 砺波　五鹿屋幼稚園

23 「飽食」テーマに１６点 砺波  ギャラリー無量

23 きょうから秋の大収穫祭 砺波  もりもりハウス

3 富山県中学校駅伝競走 大会　男子大会 第１回大会 出町が優勝

4 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 出町　庄西　般若　庄川

6 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　女子大会 出町・大沢野　最多５回優勝

7 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 出町　庄西　般若　庄川

富山 14 第31回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会 庄川野球スポーツ少年団　出町ボーイズスポーツ少年団

15 武者行列 りりしく 砺波で増山城戦国祭り

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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28 チューリップに感謝 球根、砺波・八咫壺神社

29 砺波の児童力作並ぶ ＭＯＡ美術館作品展

29 きょうから大収穫祭 砺波・もりもりハウス

33 地鳴り 常識超える金額にびっくり　　　藤井　昭通 43歳（砺波市・会社員）

33 〃 コント　砺波・越中之助

北陸中日 17 砺波・鷹栖小 アイデア賞 ＰＴＡ新聞作品展　金沢で６日から

17 田んぼアート稲刈り 秋の恵みに園児ら感謝　砺波

17 チューリップ球根を植える 県花卉球根農業協同組合

読売 27 よみうり文芸　　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　西能さとみ

　　４日　日曜日
北日本 18 北日本新聞金鷲旗争奪 女子区間記録　友好レース記録

19 〃 男子区間記録　友好レース記録

22 読者のひろば 魚釣りを楽しむ　　　　砺波市　　犀川　啓子（主婦　７３歳）

25 オリジナルリンゴ楽しみ 砺波

25 秋彩る１００万本 満開もうすぐ 砺波夢の平スキー場

25 建築家設計の住宅紹介 砺波

25 故郷への愛着深める 東海となみ野会

富山 19 県弓道連盟・第203回段級審査会合格者 ２級　砺波工高　他

19 県中学校駅伝大会 男子⑧庄西　区間成績１区②宮木（庄西）　他

20 奨励賞・山東さんら表彰 ＭＯＡ美術館砺波児童作品展

20 好天 １００万本映え　コスモスウォッチング開幕砺波・夢の平３連休見ごろ

21 リンゴにシール貼る 砺波・若林で児童

21 東海となみ野会がふるさとに愛着深め 南砺、砺波にバスツアー

21 砺波で消防秋季訓練 砺波市庄川町五ケ

23 第31回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会 出町ボーイズスポーツ少年団（砺波）など１６チームが２回戦に

25 地鳴り いつかきっと親子孫で旅行を　　　山田　敏江　７３歳（砺波市）

読売 32 国勢調査ネット回答率全国２位 砺波市50.8％

　　５日　月曜日
北日本 10 読者写真コンクール　９月の入選作 三席　「雨の中の光芒」　　橋場　正夫　　砺波市太田

17 サッカー 高円宮杯県ユース（U-15）リーグ 八尾１-０出町

17 バスケットボール 県男女総合選手権 準決勝　BlueSkyDREAM92-45砺波クラブ

19 砺波北部スポ少Ｖ 小矢部で野球交流大会

19 歴史学習の成果 児童が報告 となみ青年会議所例会

20 読者のひろば おいしい米づくり　　　砺波市　　村中　正敏（無職　８５歳）

23 ソバの花摘み里山満喫 砺波の魅力発信ツアー　コスモス畑も散策

23 行進や訓練 住民に披露 陸自富山駐屯地　創立53年記念行事

23 中村澪さん（富山）最優秀賞 砺波  第２５回散居節のど自慢大会

富山 15 １回戦で熱戦　第９４回全国高校サッカー選手権大会 砺波2-0八尾

15 第３１回県高校新人水泳大会 女子　５０平②竹田（砺波）

15 第６９回県バスケットボール男女総合選手権第３日 女子　準決勝　DREAM92-45砺波クラブ

16 綱引きＶ 第１常会 砺波・五鹿屋

16 ３分団が３連覇 砺波・高波

17 農家レストランに美しいハーモニー 砺波でコンサート

19 庄川　稲積　海峰　伏木太田　４強 第３１回富山新聞社呉西地区新人少年野球大会第２日

20 模擬訓練や装備公開 砺波の陸自富山駐屯地

21 地鳴り 安全運転で楽しい秋を　　　浦　外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 14 陸自富山駐屯地創立５３周年祝う 砺波市鷹栖出

15 アユの気分で 風に乗って 庄川沿いサイクリング

15 公園ウォークみんな元気に クロスランドおやべ

読売 31 富山駐屯地５３年 陸自が記念行事

31 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 25 観閲行進など 市民1200人見学 富山駐屯地創立53周年

　　６日　火曜日
北日本 21 症状和らげるつぼ緩和ケアで紹介 砺波　砺波総合病院

21 万一の火災に対応しっかり 砺波　市消防秋季訓練
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26 渡邊さん（南砺）最優秀 介護川柳

27 県立高全日制 定員４０人減７１８４人

27 顔にワイヤ当たり重傷 砺波市千代、会社員、柏本昭仁さん（４８）

27 窃盗の疑い３７歳男逮捕 富山西署と砺波署

富山 3 マイナンバー制度 県内自治体広報誌で呼び掛け

19 すこやか 育児 坂本幸霙さん　長女知穂ちゃん（２歳）＝砺波市芹谷

21 砺波「１４歳の挑戦」始まる 消防の仕事学ぶ

22 わが町朝市夕市 砺波市

24 県立高全日制 募集定員４０人減の７１８４人

25 事件・事故 高圧洗浄機盗んだ疑い

25 事件・事故 利賀の工事現場で男性骨折

北陸中日 16 「緩和ケア知って」鍼灸師ら啓発運動 市立砺波総合病院

16 高圧洗浄機盗んだ疑い 富山西署と砺波署

17 県立高募集定員７１８４人 来年度全日制　大門で１学級減

読売 32 県立高全日制４０人減７１８４人 一般入試来年３月８日、９日

33 窃盗の疑いで逮捕 富山西署と砺波署

朝日 28 県立高全日制４０人減７１８４人 １６年度募集定員　大門普通科１学級減

　　７日　水曜日
北日本 13 県俳句連盟秋季俳句大会 砺波市　水野すみこ、田村浩美、水木柳子、田上眞知子

21 皇室へチューリップ献上 砺波　球根６品種を箱詰め

21 安全願いカラーコーン贈る 砺波  となみセントラルライオンズクラブ

23 散居村保全へ２団体が連携 砺波で屋敷林手入れ

26 日本民謡協会の発掘民謡優秀作品 庄川　「五ｹ種チョンガレ」選定　平野さん（砺波）全国大会で披露

富山 20 屋敷林支援隊が手入れ 砺波の１人暮らし高齢者宅

21 庄南小にコーン贈る となみセントラルＬＣ

21 皇室に献上の球根を箱詰め 砺波市　チューリップ６品種４千球

21 詩誌「洲」２１年の歩み１冊に 城端・山本さん復刻版を刊行

21 サツマイモ掘り歓声 砺波・中野幼稚園

北陸中日 17 「１１０番」コーン庄南小に贈る となみセントラルＬＣ

17 育てたサツマイモみんなで掘り出し 砺波・中野幼稚園

17 皇室献上へ球根を箱詰め 砺波、チューリップ農家ら

17 カイニョ清掃庭すっきり 砺波の民家で支援隊員ら

　　８日　木曜日
北日本 9 県議資産報告 瘧師富士夫、米原蕃

17 首都圏スポット富山ゆかりの地へ ２軒の「砺波」　店名は故郷に由来

22 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市　チューリップ６品種４千球

24 第１０回県年金受給者協会砺波支部大会 男子①高原昇（砺波）　女子①野見昌子（砺波）

28 「べるもんた」運航まであと２日 新高岡駅に特設コーナー　沿線４市特産ずらり

29 個性あふれる洋画・日本画 砺波　「どんぐりこ」作品展

富山 3 県議の資産公開 米原蕃氏、瘧師富士夫氏

29 １４歳の挑戦　本社総局で職場体験 出町中３人に夏野市長語る

北陸中日 5 テーマ特集　食欲の秋　下 栗ようかんを買いに長野へ　会社員　石丸秀幸　56　富山県砺波市

18 県議資産平均２００９万円 砺波市　米原蕃、瘧師富士夫

20 イベント となみチューリップ球根まつり、スカイフェスとなみ２０１５バルーン大会

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

読売 34 県議資産平均２０１０万円 米原蕃、瘧師富士夫

朝日 29 県議資産平均２０１０万円 砺波市　米原蕃、瘧師富士夫

　　９日　金曜日
北日本 3 県教委人事（９日） 砺波東部小学校教頭（西部教育事務所指導主事）砂土居良江

30 園児が剣道表情きりり 砺波

31 コスモス１００万本見頃 砺波　夢の平スキー場６品種咲き誇る

33 散居村の地方創生は 入善で全国サミット

33 庄川挽物木地で感謝状 庄川の加藤さん制作　北信越高野連が依頼
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33 となみチューリップ球根まつり来てね きょう開幕

34 全国大会出場の生徒ら活躍誓う 県庁で激励会

富山 3 県教委人事（９日） 砺波市砺波東部小教頭（西部教育事務所指導主事）砂土居良江

19 １４歳の挑戦出町中３人 カラオケ教室体験

19 元気に園児「め～ん」 砺波・庄川４保育所「５歳児のつどい」

19 全国大会の健闘誓う 第２８回全国健康福祉祭やまぐち大会第１５回全国障害者スポーツ大会砺波市出場選手激励会

20 地域安全に決意 富山で大会

20 浅村さん初優勝 第１０回健康麻将となみ大正蔵杯

21 県高野連　庄川木工で感謝状 砺波の加藤さん制作

21 チューリップ球根そろえ きょうから砺波でまつり　

21 吹奏楽など全国大会出場へ決意 小中高６校の激励会

22 現地審査で活動確認 県農村文化賞６団体が対象

22 散居村を世界遺産に 入善町で全国サミット

23 地鳴り 米作り昔より楽になったが…　河合泰　８２歳（砺波市）

23 〃 大切な朝の時間に読書　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 15 チューリップ球根限定品も 砺波、きょうからまつり

19 庄川挽物木地・加藤さん制作 「○型」円盤の感謝状

19 音楽の全国大会小中高生が抱負 県庁で激励会

19 コスモス秋風に咲く 砺波・夢の平スキー場

19 教頭に砂土居氏 砺波東部小

19 砺波チューリップ好みの球根育てて 富山支局訪れＰＲ

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

28 となみチューリップ球根まつりをＰＲ 砺波市中村のチューリップ四季彩館

29 「公共施設半減」の案行革委に南砺市提示 市行政改革推進委員会

朝日 29 希少品種植え「春、楽しみに」 きょうから砺波でまつり　 となみチューリップ球根まつり

毎日 22 「球根まつり」２００品種超販売 きょうから砺波で

　１０日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会　１０月例会 マイナンバー　「低所得者対策活用を」

27 第２５回危険業務従事者叙勲 瑞宝単光章　元警部　河合徳昭さん（７０）　砺波市宮丸

33 砺波・チューリップ四季彩館 「球根まつり」始まる

34 読者のひろば 出港と女優の姿　砺波市　黒田和也（会社員　３８歳）

36 有料トレーニング室利用者６０万人超え 砺波　県西部体育センター

36 砺波駅前に臨時交番 砺波

37 味わい深い墨彩画 砺波

37 ３グループ個性豊か 砺波　墨雅会と墨苗会、雅の会の合同墨彩画展

37 市内の空き家１３増え３５１戸に 砺波　再生等推進協で報告

37 砺波ロイヤルホテル 地元出身宮永さん総支配人に

37 県洋画連盟砺波地区 砺波　きょうから小品展

38 大谷さん（南砺）最高賞 庄川美術館公募展きょう開幕

富山 27 「１４歳の挑戦」頑張りました 砺波市出町中２年生３人

27 チューリップ四季彩館まつり開幕 砺波　２００品種超球根品定め

27 砺波駅前に臨時交番 砺波署

27 砺波でデジカメ写真展 第９回デジカメ写真コンテスト写真展

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

27 県西部体育センター６０万人 第１、第２トレーニング室の利用者

28 富山新聞文化センターアピタ砺波スタジオ こども書道

28 危険業務従事者叙勲　県内から２４氏 瑞宝単光章　警察功労　河合徳昭氏（７０）＝元警部　砺波市宮丸

31 地鳴り 薄くて便利助かるルーペ　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

33 街を歩くと 五郎丸の謎にトライ　川や地名…富山は最多

北陸中日 18 危険業務従事者叙勲＝県関係分 瑞宝単光章　警察功労　河合徳昭 ７０ 元警部　砺波

19 どの球根見ても お得だな～♪ 砺波・１２日まで　チューリップ２００品種超

19 世界遺産20周年 美術で彩る 県内作家6人 相倉で記念展

読売 33 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波　西能さとみ、俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

34 危険業務叙勲３２人 瑞宝単光章【警察】河合徳昭 ７０（砺波市）

朝日 29 県内２４人受章 危険業務従事者叙勲
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毎日 22 危険業務従事者叙勲 県内から２４人受章

日本経済 37 危険業務従事者叙勲受章者 富山　瑞宝単光章　警察功労　河合徳昭 ７０ 元県警部 砺波

　１１日　日曜日
北日本 17 富山で県ジュニア五輪中学陸上 雄山（男子）奥田（女子）総合Ⅴ

22 読者のひろば 無駄そぎ取る知恵　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

25 庄川美術館で公募展開幕 庄川流域の表情多彩に　一般・小中学生の部に１６１点

30 学生のデザイン展示 県インテリアコンクール

31 まちなみアートｉｎいなみ開幕 美の文化民家に商店に

33 熱気球ふわり秋空彩る スカイフェス砺波で開幕

富山 3 北陸受信環境協議会長賞に籠浦さん 図案コンクール

19 近藤さん総合Ｖ 砺波市パークゴルフ協会の第１回清流杯ＰＧ大会

20 地域ボランティアに貢献 県民大会　２３人２３団体を表彰

21 本社杯呉西地区新人少年野球 決勝　庄川1-2伏木太田

21 第１１回魚津しんきろう杯小学生バレーボール交流会第１日 庄川男子、萩浦少女などチャンピオンリーグへ

22 砺波でスカイフェス開幕 熱気球散居村に舞う

北陸中日 14 熱気球大集合大空へふわり 砺波・スカイフェス

読売 31 マイナンバー 安全対策 課題は「費用」　全国調査で県内８市

　１２日　月曜日
北日本 1 マイナンバー通知開始 カード郵送県民に「不安」　市町村に問い合わせ続々

10 追想　ありし日 砺波市議を８期務めた 前田喜代志さん（砺波市栃上）

15 ソフトボール　県小学生大会新人戦 ①ダイヤモンドキッズ

15 テニス　県秋季ジュニア選手権 １４歳以下シングルス②長山真凛（砺波市ＴＡ）

15 グラウンドゴルフ　鷹栖クラブ１０月度例会 ①中村健②脇田吉隆③中西章子

15 県中学校選抜大会 卓球、ソフトテニス、柔道

16 滑川ほたるいかマラソン 上條さん（黒部）４連覇

16 多彩な競技で住民交流 水舞流越中八幡太鼓保存会（砺波市）によるアトラクション

17 県安全なまちづくり推進大会・全国地域安全運動県民大会表彰 表彰者一覧

18 ボランティア功労者ら表彰 富山　活動推進県民会議

18 ３部門で色・泳ぎ方審査 立山

18 読者のひろば 「秋本番」真っ盛り　砺波市　横川實（造園士　７２歳）

19 天位に吉野さん（富山） 富山　俳句結社「辛夷」年次大会

21 森に感謝し植樹 南砺　北陸コカ・コーラなど

25 「べるもんた」城端線へ ＪＲの観光列車　４駅で住民ら歓迎

25 特選受賞者ら表彰 最後のとなみ野短歌大会

富山 20 わが町朝市夕市 砺波市

21 魚津しんきろう杯小学生バレー 庄川男子（砺波）初Ｖ

24 ＪＲ西の観光列車べるもんた 城端線歓迎の人波　砺波駅プリンセスが笑顔

　１３日　火曜日
新聞休刊日

　１４日　水曜日
北日本 3 来月の伝統的工芸品富山大会 知事が方針　バイヤー招き本格商談

5 県内繊維関連企業 自社ブランド確立に注力

16 スポーツイベント多彩 第１５回スポーツフェスティバルｉｎとなみ

17 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果

17 ソフトテニス 第11回射水市ジュニアオープン大会 大会結果

17 グラウンドゴルフ　第２５回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会　 大会結果

20 わが家のアイドル 山田楓雅（やまだ　ふうが）ちゃん　２歳　砺波市小杉

22 ４０周年催事の収益預託 砺波　サンエー建工

23 砺波・ナラティブホーム 古民家を〝まちの保健室〟に　１９日に「診療所太田」開設

23 雇用創出などに目標値 砺波　創生まちづくり委

23 来店６０万人目に記念品 砺波　道の駅砺波となみ野の郷24

24 ２０１６となみチューリップフェア 英語・台湾版ポスター完成

24 加工用キャベツ水田活用し初収穫 砺波　ファーム東宮森

24 耕作放棄解消農地を確認 砺波市農業委員会

24 ５３６人が爽やかな汗 砺波　第９回となみ庄川水辺ウオーク

5 ページ



30 砺波出身・村岸さん 東京でミュージカル初主演 夢追う姿に自ら重ね

31 クマ出没情報 砺波市

富山 3 地方拠点強化税制 全市町村が条例改正検討

24 空き家改築 診療所に 砺波・１９日開業　懐かしい趣で患者に安らぎ

25 道の駅となみ野の郷 来場６０万人

25 砺波・ファーム東宮森 加工用キャベツ初出荷

25 庄川沿いをウオーク 第９回となみ庄川水辺ウオーク

25 木の香まつりの１０万円預託 サンエー建工（砺波市）

25 砺波でスポーツフェス スポーツフェスティバルｉｎとなみ

30 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 20 人口ビジョン素案ほぼ了承 砺波のまちづくり委

20 砺波の直売所来場者６０万人 沖田さんらに記念品

読売 30 岩合光昭写真展ねこ閉幕 入場者１万６５６０人 砺波市美術館

朝日 28 入善で全国散居村サミット ７市町が参加 結婚支援策など紹介

　１５日　木曜日
北日本 5 県商議所連合会 新幹線利便性向上を

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 宮島（砺波出身）９得点の活躍 車いすバスケリオ五輪予選　日本男子準々決勝へ

31 欄間イメージのキルト展示 砺波教室　かいにょ苑で

31 欄間イメージのキルト展示 砺波教室　かいにょ苑で

27 砺波・千光寺の歴史継承へ 土蔵修復心込めて

31 県代表作品に１８点 ＪＡ小中学生書道

32 県ＰＴＡ三行詩コンクール 小学生 上原君（入善２）最優秀

富山 33 大谷科学賞に８校 県発明協会

北陸中日 32 来店者数好調続く イオンとなみ開業３カ月

21 放課後教室のあゆみ冊子に 砺波で開所１０年

　１６日　金曜日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

北日本

1 インフルワクチン値上げ ６５歳以上自己負担 県内９市町村引き上げ

3 マイナンバー 説明会を追加開催

5 「大吟醸２３号」限定２０００本発売 若鶴酒造

13 浄瑠璃・稚児舞を上演 １８日黒部

25 砺波の洋画家・故川辺外治さん企画展 砺波郷土資料館 教育者の視点で紹介

25 製作中のソーラーカー見て 砺波　砺波工業高電気工学部

25 個性豊かな１００点展示 砺波市美術協会　１８日までチャリティー展

25 丹精込めた盆栽並ぶ 砺波　市文化祭盆栽展

25 地域の安全へ結束 砺波　地域安全ｉｎ砺波

富山 31 砺波・庄西中でネット焼く 不審火か８、９月には窓破損　東部小も窓割られる

3 マイナンバー制度で県内４会場で説明会 県、民間事業者向けに

25 田辺さん、旅先描く 富山銀砺波チューリップ

28 「仕込み２３号」新発売 若鶴酒造本社でＰＲ

29 地鳴り 硬筆教室通う小学１年の孫　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 31 庄西中でネット焼く 砺波署捜査　未明のグラウンド不審火か

読売 31 砺波・庄西中で野球ネット焼く 敷地内に花火かす

29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

29 ほくりく情報交差点 【富山】秋を彩る花まつり2015～ハロウィーン　砺波市高道の県花総合センターエレガガーデン

　１７日　土曜日31 砺波の中学校で防球ネット燃える １５日午前５時１５分頃、砺波市矢木の市立庄西中学校

北日本

31 カボチャや草花でハロウィーン演出 砺波・エレガガーデン

32 仲間と集う ファーストとなみ会　　　　砺波市　佐伯美智子

35 チューリップ満開楽しみ 砺波 来年のフェアに向け　児童が球根植え込み

富山 35 農村の暮らしを体験 砺波

33 来年のチューリップフェアへ砺波の会場周辺 球根植え込み　児童始める
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33 ハロウィーン　草花彩る 県花総合センター　砺波

33 砺波の自然、農業満喫 とやま帰農塾 地元食材に舌鼓

34 知事賞に和泉君 第２４回県未来の科学の夢絵画展

35 デスク日誌 今後の勉強に生かして

37 地鳴り 春と秋に白い可憐な花咲く　　西川　良子 62歳（砺波市）

37  〃 自然界は学びの宝庫   石川  祐惠 67歳（砺波市）

北陸中日 19 チューリップ球根街路樹脇に植える 砺波・庄川小３年生

読売 19 ハロウィーン仮装 花まつり彩る 砺波

29 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 砺波市　　井上　房子

29 〃　　　　　　　　俳句　　長沼美津夫選 【秀逸】　　砺波市　　源通ゆきみ

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　１８日　日曜日
北日本 1 北日本新聞文化賞等受賞者・団体 地域社会賞　となみミュージカルキッズを応援する会　代表・永井保氏（事務局・砺波市太田）

3 環境フェア開幕 リレー清掃に１０万人超

15 車いすバスケパラ五輪予選 宮島（砺波出身）「一丸でやれた」

16 ７０人が激しいラリー 砺波市バド中学の部

20 北日本新聞文化賞　地域社会賞 となみミュージカルキッズを応援する会　代表・永井保氏　事務局・砺波市太田

23 琴奏者・長野さんの芸歴９０年祝い演奏会 砺波　砺波市出町子供歌舞伎曳山会館で

26 庭園で雅楽楽しむ 砺波　砺波市頼成の八田誓治さん宅の庭園「拾翠苑」で

27 きょうから砺波市美術展 高木さんら５人大賞

27 ４０人練習の成果披露 砺波　クロカワキーボードが公演

32 大賞・大谷さんらたたえる 庄川美術館公募展の表彰式

富山 18 日本男子３位リオへ 車いすバスケット　宮島「一丸となって」

25 市展大賞に５人 きょうから砺波市美術展

25 伝統民家に雅楽の音色 砺波・拾翠苑

25 花と緑のコンクール表彰 表彰式は、砺波市のチューリップ四季彩館で

25 庄川地区で児童館まつり 第11回庄川地区児童館まつり

28 富山新聞社旗争奪第１回寿野球県選手権 初代王座めざし きょう開幕　砺波エバーヤンガーズ、オール庄川

31 地鳴り 夢中になった運動会の玉入れ　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

33 コスモス ゲレンデ染める　 砺波　砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

北陸中日 19 ソーラーカーで来夏鈴鹿挑む砺波工生 レースに向け製作中

読売 29 パラリンピック　宮島選手貢献リオ切符 車いすバスケ　県内関係者喜びの声

　１９日　月曜日
北日本 7 北日本俳壇の集い　【兼題　コスモス・天高し】 特選　廣橋玉枝、二俣れい子

20 郷土芸能ぼくらが主役 砺波・出町子供歌舞伎

23 災害時の安否黄色旗で確認 砺波　般若自主防災会初の訓練

29 日展　 県内から３人初入選

29 高岡で自転車の女性が重傷 １８日午後０時５分ごろ、高岡市醍醐の県道交差点で

29 砺波でも自転車の男性はねられ重傷 １８日午前９時半ごろ、砺波市徳万の信号機のない市道交差点で

30 ノーベル街道ウオークツアー 祝賀ムードの神岡散策

31 県内下水道に紙おむつ・衣類… トイレはごみ箱じゃない！　ポンプ不具合自治体苦慮

富山 16 歩きながら地域学ぶ 砺波・東野尻

16 五鹿屋が優勝 砺波市ミドル交友会親善秋季・第４０回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

17 舞台や抽選会楽しむ 砺波・祖泉会堂

17 砺波・般若防災会 黄色い旗で安否確認　訓練で全世帯に配布

18 砺波で中部日本ダンス県大会 アマスタンダードＢ級 坊田・清野組Ｖ

18 ふく福柿収穫学生が協力 砺波・栴檀山地区

20 県内の３人新入選 改組日展　工芸美術と書

21 事件・事故 高岡で車と自転車衝突

21 〃 砺波でも衝突事故

21 地鳴り キンモクセイの香りに季節感じ　山田敏江　７３歳（砺波市）

21 月曜川柳 源通ゆきみ（砺波）  川辺久松（砺波）

北陸中日 14 日展入選 県は４２人 工芸美術　織田定男、名取川雅司（砺波市）、洋画　大野一秀（砺波市）

16 ６部門市民とプロの力作 「砺波市美術展」始まる

朝日 21 砺波、きょう開所 地域医療を古民家で
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　２０日　火曜日
北日本 23 チューリップ球根生産に若手参入 砺波の小幡さん初の植え込み

23 魚料理のこつプロが伝授 砺波　「おもしろお魚講座」

29 推薦募集１８人減１２５８人 １６年度県立高入試３１校６４学科で実施

富山 23 チューリップ球根植える 砺波・新規生産の小幡さん

23 絵本や人形劇親子で楽しむ 砺波

23 ブログで活動発信 砺波市連合婦人会となみブロ活用

24 県警最前線　＞１１５ 県警本部警衛対策課課長補佐　高瀬次郎さん（５１）

24 わが町朝市夕市 砺波市

26 推薦枠１８人減、１２５８人 県立高入試３１校６４学科で実施

29 チューリップ病害予防を 土壌測定ウイルス量でリスク診断

北陸中日 16 チューリップの栽培 砺波の小幡さん新規参入

　２１日　水曜日
北日本 17 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子、中井溥子

20 仲間と集う 南部ブロックペタンク交流大会　（砺波市　端保勇一）

22 名匠に旋盤技術学ぶ 高岡　

23 豚肉のおいしさ知って 砺波　たかはたポーク市教委に３５０㌔寄贈

30 県内チューリップ 砺波 ネット栽培機で省力化

富山 2 県産チューリップ球根 砺波で「ネット栽培」

18 文芸喫茶 となみ野川柳会９月句会

21 となみ野バル街拡充 砺波、南砺  ３０日から６１店舗

27 地鳴り レモンの鉢に実が付いた　榊登志子　６８歳（砺波市）

北陸中日 19 県産チューリップ生産性アップ 球根ネット栽培機導入

読売 30 チューリップ 球根生産増へ機械栽培

朝日 27 めざせ世界一の球根産地 ネット栽培機でチューリップ　砺波で試運転

　２２日　木曜日
北日本 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

22 となみ野バル街 ３０日から砺波・南砺６１店参加

23 お年寄りと園児７００人交流 砺波　砺波市老人クラブ連合会の第１１回ふれ愛スポーツまつり

23 健康づくり協定締結 砺波　市と協会けんぽ富山

23 新宝物庫で防犯強化 砺波　常福寺 重文・阿弥陀如来像守る

23 デイ施設などで清掃奉仕 砺波　砺波工業高校

23 最優秀賞に山田さん 砺波　となみセントラルライオンズクラブの薬物乱用防止ポスター展

28 富山の食や観光発信 さいたま・イトーヨーカドー

28 ５０周年の節目祝う 庄川町商工会青年部

31 野焼きで消防出動１３０回超 県内誤認通報・苦情相次ぐ

富山 27 砺波市長に来店呼び掛け となみ野バル街主催者

27 健康づくり協定締結 砺波市と全国健康保険協会富山支部

27 大玉ころがしなどで交流 砺波市老人クラブ連合会の第１１回ふれ愛スポーツまつり

27 砺波工高生が清掃奉仕 砺波市福祉センター苗加苑と同市南部デイサービスセンター

28 節目祝い飛躍誓う 庄川町商工会青年部５０周年

28 ２３０年前の建築 砺波の千光寺 伝統工法で土蔵修復

28 宝物庫の防犯強化 砺波の常福寺　本尊の立像安置

33 砺波の三助焼独へ進出 急須と湯呑み６０セット　来月、ベルリンで販売

北陸中日 5 テーマ特集　スポーツの秋　下 私流三冠王で至福の人生を　上野亮平　７２　富山県砺波市

17 園児と高齢者がスポーツで交流 砺波でふれ愛まつり

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

　２３日　金曜日
北日本 22 読者のひろば 自己管理の必要性　　砺波市　　別所　武（無職　76歳）

22 仲間と集う 庄川中昭和６２年度卒同窓会　　（砺波市　　原　智行）

25 ざっくばらん 砺波工業高校生徒会副会長　　竹田　悠人君（南砺市・17歳）

25 総合戦略案をおおむね了承 砺波　市総合計画書

25 いすや人形など木彫作品展示 砺波市表町のギャラリー和音

8 ページ



25 ロビー展 北陸銀行　砺波支店

29 自作ロボ大会出場 坪本君（出町中１）が意欲砺波市役所訪問

29 チャリティー展の収益金 善意銀に 県洋画連盟砺波地区

32 日展小西さん（彫刻南砺）２度目特選 入選・出品者（県関係）【準会員】岡本明久（砺波市出身、千葉）他

富山 2 社説 富山産チューリップ

22 砺波・出町中　坪本君、３年連続出場　 ロボット大会世界一に意欲

22 岡本君、窪田さん最優秀 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

23 ロビー展 安田由美子さん押し花教室押し花展　富山銀行庄川支店

23 総合戦略など協議 砺波市総合計画審

23 島田清、村岡さんＶ 砺波市パークゴルフ協会の１０月度月例大会

24 「県民家庭の日」コンクール　知事賞に７人 11月24日～30日に砺波市イオンモールとなみで展示

25 選手とサッカー交流 砺波・庄南小

26 改組新日展 小西さん（南砺）彫刻２度目特選【彫刻】出品 審査員・会員 齋藤尤鶴（砺波）

26 特別功労者 尾上、本保氏を表彰 感謝状 華道 瀬尾翠鳳（砺波） 他

27 地鳴り 食べてほしい卵の「カラザ」　　　島　清美　44歳（砺波市）

27 〃 大型店よりも近くのスーパー　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

読売 26 第65回全国小・中学校作文コンクール 優秀賞　砺波市立砺波東部小4年　　中山 慧羽　他

朝日 30 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ 砺波シニア13-6小矢部メルヘン義仲ク

31 マンション傾斜 旭化成建材工事 富山、砺波両市は「調査中」

　２４日　土曜日
北日本 24 読者のひろば 特産市場があれば　砺波市　山田敏江（主婦　７３歳）

26 岡本君・窪田さん最優秀賞 砺波　砺波地域の小中学生を対象にした防火ポスターの審査会

27 要支援者の避難へ情報共有 砺波　市のシステム来月スタート 災害時住民が活用

27 除雪機オペレーター永年従事の住民表彰 砺波市

27 砺波新生会 地域見守る太子像修復

27 個性豊かな書並ぶ 砺波　書道グループの書遊会の作品展

34 庄西中・東部小の窓破損や不審火　 砺波　両校の防犯強化

富山 13 「避難行動要支援者」情報 砺波市　システム化来月提供　個人台帳、一覧表、地図をセット

13 庄西中・砺波東部小窓ガラス破損 砺波市　防犯カメラ増設へ　不審火の前、投石

13 市町村議会（２３日）　砺波市 除雪功労者を表彰

13 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作品展・即売会

25 奨励賞に今井、吉居さん 古典臨書展

25 草塩の１４位が最高 第４６回ジュニアオリンピック陸上大会第１日

25 左手で描いた絵手紙展 砺波　半身不随の埜村さん　誠友病院初の個展に１００点展示

33 県内で２等２本 オータムジャンボ

33 地鳴り 午後に赴く公園の足湯　西川良子　６２歳（砺波市）

北陸中日 19 自作ロボ世界一狙え 高岡、砺波の中３チーム国際大会出場へ

23 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　二席　砺波市　源通ゆきみ

　 23 〃 歌壇　三井修選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

23 〃 俳壇　井村和子選　二席　砺波市　源通ゆきみ

23 〃 俳壇　松本松魚選　一席　砺波市　源通ゆきみ

23 〃　 柳壇　北村幽犀子選　三席　砺波市　源通ゆきみ、【評】

毎日 24 今月の二首 砺波市　伊藤和世

　２５日　日曜日
北日本 17 滑川が富山工下す 第94回全国高校サッカー選手権県大会（北日本新聞社後援）

17 高校野球　県1年生大会 Bブロック　砺波工7-8伏木

17 柔道 県高校秋季選手権 団体 男子 ③ 砺波工

17 愛知チームと交流 砺波市ソフトボール協会

21 指定文化財の樹木見学 砺波

25 欧州の聖堂など油彩水彩で表現 砺波　大野さん洋画展

32 夢の家絵画コンクール最高賞 【上学年の部】北日本放送賞柏逞（砺波・砺波東部４）他

33 杉谷・宮野さん最優秀賞・県高校英語プレゼン 奨励賞　高田朋花（砺波２）他

富山 13 水橋、大勝発進　第94回全国高校サッカー選手権県大会第２日 砺波2-2（PK5-3）南砺福野

19 ４流派76人創造豊か 砺波市華道展

19 砺波　市ソフトボール協会60周年記念 愛知・安城　女子児童、白球交流
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19 無差別の部 綿貫さんV 高波囲碁大会

19 小杉優勝 第17回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会

19 林、丸岡さん優勝 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ秋季選手権

19 砺波学園で学園祭 福祉型障害児入所施設「県立砺波学園」の学園祭「杉の子祭」

19 砺波・太田で赤米収穫 太田公民館と赤米を育てる会の稲刈り

北陸中日 5 ミニコント 砺波・越中之助

5 すくらんぶる コスモス美しく感激

14 城端線の３駅 美しく 砺波・高校生ら球根植えや清掃

19 茶席やステージ地域住民と満喫 砺波学園杉の子祭

19 砺波と愛知の児童ソフトボール交流 砺波市ソフトボール協会

19 県高校野球一年生大会 砺波工7-8伏木

読売 35 全国高校サッカー　県大会 第94回全国高校サッカー選手権大会県大会（読売新聞社など後援）

　２６日　月曜日
北日本 14 水橋など８強 第94回全国高校サッカー選手権県大会

14 高校野球　県1年生大会 砺波8-8高岡龍谷

14 柔道 県高校秋季選手権 女子個人 ５７㌔級 ③青嶋咲良（砺波工）

23 砺波駅コミュニティプラザ 新装オープン 地域ブランドを発信

23 県内外の民謡多彩五ヶ種チョンガレも 砺波　義正会が発表会

23 27人が盤上で熱戦 砺波

23 錬成会で親睦深める 砺波

27 シバザクラの名所に となみ夢の平スキー場

27 大賞に藤井さん（富山） フォトコンテスト 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１５フォトコンテスト 特選 斉藤司（砺波）他

富山 15 北信越４県選抜少年野球大会第１日 １回戦　古川0-1砺波選抜

15 第1回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第２日 大島タートルズ0-3砺波エバーヤンガーズ

15 第21回1年生県高校野球大会 砺波8-8高岡龍谷

17 シバザクラの新たな名所に 砺波・夢の平スキー場に５千株

17 球根、大門素麺 お土産いかが 砺波駅のプラザ改装開店

19 庄川男子Ｖ 第14会河北カップ小学生バレーボール交流大会

　２７日　火曜日
北日本 18 わが家のアイドル 藤井陽智（ふじい　ひさと）ちゃん　２歳　砺波市庄川町青島

20 庄川町菊花展 審査結果　～１１月３日、砺波市庄川水記念公園

21 国際ソロプチミストそれいゆ砺波 「エコキャップ」運動１０年　世界の子ども救いたい

21 幼保一元化を推進 砺波　市行政改革市民会議多様なニーズに対応

26 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 25 それいゆ砺波が寄贈 キャップ「ワクチンに」

25 「つくりもん写真」最優秀に上野さん 福岡のコンテスト

25 行革大綱案市民が議論 砺波市役所

25 ウイルス対応で抜き打ちテスト 砺波市役所

26 わが町朝市夕市 砺波市

28 全国豊かな海づくり大会 作文、絵画、習字コンクール　児童生徒７６人入賞、入選

28 砺波の林さん北陸農政局長賞 表彰式は１１月２７日、金沢市の北陸農政局で

29 地鳴り 特殊詐欺に注意しよう　石黒陽子　７９歳（砺波市）

29 〃 孫の言葉に慰められた　西川良子　６２歳（砺波市）

読売 32 平成27年自動車関係功労者国土交通大臣表彰【自動車整備関係】太田昭生（カーペイントとなみ代表取締役）

　２８日　水曜日
北日本 3 新幹線開業後の交通調査 県内２４ｶ所一斉 外国人も対象に

13 北日本文芸 歌壇、詩壇、俳壇、柳壇

17 日本ハム竹田球団社長（福光出身） 出町中で講演　「夢に向かい自分磨きを」

18 仲間と集う 砺波北部中昭和３８年卒同級会

20 全国珠算学校連盟検定合格者第２９６回 準１級、２級、準２級、３級

21 母子保健で全国表彰 砺波　

21 中学校にエアコン検討 砺波　市が１６年度にも導入へ

23 トランペット演奏高橋さん（南砺出身）披露 砺波・庄東小

23 チャリティー頒布展収益金を善銀に預託 砺波市美術協会

23 作文・土居野さん（砺波）図画は田中君（射水） 「ごはんコンクール」県知事賞
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24 砺波の魅力タイへ発信 国・県誘客へ現地記者招く

富山 21 大豆の初検査「合格」 ＪＡとなみ野

21 日本ハム球団・竹田社長（福光出身）が講演 砺波・出町中

21 砺波市母子保健推進連協と佐藤さん報告 大臣表彰など、市長に

22 ４事業４７件に教育振興助成 公務員弘済会支部

22 第６１回県高校秋季柔道選手権 大会結果

23 中３教室にエアコン 砺波市 来年度、学習環境を整備

23 土居野さん、田中君　最優秀特別賞 「ごはん」作文・図画表彰式

北陸中日 17 南砺出身の竹田球団社長 砺波・出町中で講演

読売 31 いじめ２０９件増の８６８件 １４年度公立校再調査で２４０件加算

31 ２０６０年人口 砺波市４万人目標

　２９日　木曜日
北日本 3 ３０㌔圏外避難策明示を 県西部６市規制庁などに要望

3 庄川左岸地区の農地防災推進を 対策協農水副大臣に要望

11 平成広徳塾　第６期７回 北陸経済連合会名誉会長北陸電力相談役 永原功氏

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

22 仲間と集う 中野希生会（砺波市　藤井成正）

23 水橋・和合・呉羽の四季フォトコン 富山　佳作＝加藤福蔵

24 文部科学省後援第３６９回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

25 カリン風呂でポカポカ 砺波　砺波市福祉センター麦秋苑

25 榮田さんの１００歳祝う 砺波　砺波市三郎丸の榮田タキさん

30 椿さん（黒部）に無鑑査特別賞 書道・奎星展

32 第１２回わたしの新聞コンクール ３部門入賞作決まる

富山 3 ３０㌔圏外の避難「具体化を」 指針改正で県西部６市

3 防災事業推進農水省に要望 庄川用排水対策協

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

24 〃 俳壇 稲畑廣太郎選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

29 榮田さんの１００歳祝う 砺波市三郎丸の榮田タキさん

29 ロビー展 デイサービスセンターいなみ作品展　北陸銀行庄川支店

北陸中日 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

毎日 24 奎星展 椿さん弦巻記念賞

　３０日　金曜日
北日本 24 読者のひろば 平和と安全考える　　砺波市　横井　君子（主婦　73歳）

26 砺波市文化の日の表彰 自治功労者ら２８人表彰

27 地元産豚肉おいしいね たかはた養豚寄贈　350ｷﾛ学校給食に

27 チューリップ四季彩館 砺波　家族の入館無料に

32 洪水調整池で太陽光発電 砺波・高波

32 緑化への貢献たたえる 富山で花と緑の大会　個人や団体を表彰

富山 24 富山夏の感想文・感想画コンクール 中学年銀賞　竹田一輝（砺波市砺波北部小４）他

27 珍しいはがきや切手 砺波郵便局で展示会

27 炭窯出し「軽かった」 砺波　花とみどりの少年団員体験

27 砺波市２日式典 自治功労など２８人表彰

27 用水見学 砺波・庄東小

27 砺波誠友病院文化祭楽しむ 砺波市大窪　

29 ふるさとの幸 給食に 砺波育ちの豚「柔らか」市内１９施設で提供

31 調整池に初の太陽光発電 砺波・岸渡で北陸農政局

31 功労者や入賞者たたえ 富山で花と緑の大会

　３１日　土曜日
北日本 20 第５０回記念　日本北陸書道院展 【秀作賞】安達　爽風（砺波市）　他

26 仲間と集う 東海大同窓会　　（砺波市　坂井勇雄）

29 農家レストランの旅 販売 市観光協会 旅行会社に働き掛け

29 古民家の建築構造調査 福井大生　入道家や旧中嶋家巡る

29 となみ野バル街食べ歩きスタート 砺波と南砺61店
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29 編み物作品８０点発表 砺波市の市指定文化財・かいにょ苑

35 県功労 最多５５個人・団体 団体　鷹栖花と緑の推進協議会

36 県内から稲垣さん梅澤さんが会友賞 日本版画会展

37 県産チューリップ輸出再開へ 台湾・嘉義市へ球根8000個

38 ストップ　特殊詐欺被害 なりすましで20万円被害　70代男性

富山 2 県功労表彰　４日に式 【団体】鷹栖花と緑の推進協議会（小幡勝義会長、砺波市）

富山こども 17 ロボット大会世界一目指す 坪本くん　砺波・出町中

31 伝承料理 旅行商品に 農家レストラン大門

31 砺波「なんぶの家」１０周年記念誌発行 放課後児童教室

32 金屋ゆず　香り豊か 庄川で収穫始まる

33 砺波・太田保存会 新幹線開業祝い 「Ｗ７系獅子舞」披露

33 砺波のチューリップ 台湾に 市長訪問、嘉義市で誘客

33 優秀安全運転の１７事業所を表彰 県警

33 デスク日誌 チューリップに「バラ色」

35 地鳴り 親の背中を見て育つ子供　　石川　祐惠　67歳（砺波市.）

36 特殊詐欺 砺波の男性２０万円被害

北陸中日 13 現地集合型の旅　砺波の伝統食を 砺波市観光協会

17 県功労　３９個人１６団体 4日表彰式　85年以降で最多

17 ファイル110番 ニセ電話詐欺で20万円被害

読売 29 よみうり文芸　　　短歌　　田中　   譲選 砺波市　　　別所　武

29  〃                  川柳    脇坂  正夢選 砺波市      源通 ゆきみ

30 県功労表彰に39人16団体 【団体】鷹栖花と緑の推進協議会（砺波市）

毎日 22 県功労者に39人16団体 団体　鷹栖花と緑の推進協議会＝砺波市

      　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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