
　　　　　　　２０１８（平成３０）年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　月曜日
北日本 1 県内交通まひ　台風２４号列島縦断 新幹線・あいの風運休

10 追想ありし日 五島書店前社長　澁谷惠一さん（砺波市本町）

15 ６部門２８８人が熱戦 砺波で北信越小学生バド

16 秋季県高校野球３位決定戦 高岡第一　北信越へ

22 読者のひろば 最後の同窓会報　砺波市　小西文子（７４歳）

25 ふれあいレディーを委嘱 高齢者ふれあいレディー

25 仲間・地域づくり推進 第１４回砺波市老人クラブ大会

25 浸水被害　これで軽減！ 豊町公園地下　住民が調整池見学

25 交通安全　園児が誓い 太田幼稚園

25 カローリングで交流 砺波市高波地区の高齢者学級

28 とやまいろいろ図鑑１１９ 砺波郷土資料館３７ 「ボータ」① ボータ通し

31 キーボード　優しい音色披露 黒川音楽教室

33 ブルー（富山）Ａクラス初制覇 富山でビッグ碁　８クラス１８０人熱戦

34 情感込め　となみ散居節 砺波・のど自慢大会　石川さん（金沢）優勝

34 民謡や新舞踊　多彩に 庄川芸能発表会

34 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

富山 1 台風２４号　県内厳戒 新幹線、在来線が運休

2 女性安心の医院に 小矢部出身・生駒友美さん

7 地鳴り 無事に収穫　楽しく作業　河合泰　８５歳（砺波市）

7 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

14 潮間帯 光輝く「ありがとう」　（蠕動）

17 浸水対策の調整池　工事を住民見学 砺波・豊町公園地下

17 キクとハロウィーン 砺波・四季彩館で季節展

17 砺波地区小学生秋季ソフトテニス大会 大会結果

19 来春、シバザクラ祭り　南砺・ドリームやまだの会 国道で植栽１０年の節目　ウォーキングなど構想

19 高岡一が北信越進出 第７１回秋季県高校野球大会

19 県高校秋季柔道選手権最終日 大会結果

19 第７回秋吉アサヒカップ年齢別ダブルステニス大会 大会結果

20 空き家の活用例紹介 南砺でセミナー

23 「万一」警戒　駅、街閑散 台風続き「うんざり」　県内イベント多数中止

北陸中日 11 高岡第一　北信越進出へ 県秋季高校野球　３決制し１１年ぶり

11 JFA全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会兼ＫＮＢ杯県学童クラブサッカー大会 大会結果

11 県高校秋季大会 柔道 大会結果

読売 29 中学英語弁論県代表３人　来月２９日決勝予選大会へ 喜びの声　松田那穂さん（砺波市立出町中３年）

29 高岡第一３位北信越大会へ 秋の高校野球県大会

29 全日本Ｕ－１２サッカー　県大会 大会結果

朝日 29 高岡第一も北信越へ 秋季県高校野球

毎日 24 秋の高校野球　県大会 高岡第一　北信越大会へ

 ２日　火曜日
北日本 5 県知事賞に能作 富山産業観光ＨＰ大賞

18 仲間と集う 宮村一班親睦会(砺波市 山本晃一）

20 全国大会出場の出町小激励 砺波ロータリークラブ

21 タクシー「愛のりくん」ＧＯ！ 自宅乗車で乗り合い　砺波「デマンド」導入 庄東・雄神で本格運行

21 防災の専門員を採用 自衛隊ＯＢで市在住の齊藤修さん（５４）を「防災・危機管理専門員」

21 球根 丸々育って チューリップ感謝祭 園児３００球植え込み

22 とやまいろいろ図鑑１２０ 砺波郷土資料館３８　「ボータ」② ボータかち杵もみ通し

22 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市鷹栖小５年 野澤煌空君、小６年 柴田幸乃さん

26 「ふく福柿」品質良好 砺波栴檀山 収穫開始 豊作見込む

27 被災地支援 初動が重要 北海道と広島派遣 砺波市職員が報告会

富山 15 地鳴り 金沢の実家で父の一周忌法要 角栄一 ６６歳（砺波市）

24 「愛のりくん」も出発 砺波のデマンドタクシー
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24 ふく福柿初収穫 砺波・栴檀山地区の組合

25 チラシ仕分け真剣に 富山新聞砺波総局 出町中４人が職場体験

25 陸自ＯＢ齊藤氏が防災専門員に着任 砺波市

25 組合創設７０周年 球根の収穫に感謝 砺波で県花卉農業協組

26 最優秀賞に松井、赤畠さん 献血推進ポスター

28 被災地での経験報告 砺波市 北海道など派遣職員

北陸中日 12 災害 備え万全に 危機管理員新設 斉藤さんに委嘱

13 砺波「住民の足」本格運行 庄東、雄神地区にデマンドタクシー

24 砺波の球根 室内キット 県花卉球根農協が開発・発売

 ３日　水曜日
北日本 24 「チューリップ公園は成功例」 夏野市長 国際観光会議で紹介へ

24 防災行動計画 月内に改定 砺波市

24 ねんりんピック富山２０１８ 剣道選手に記念品 砺波市

25 春の彩り ４０００個献上 チューリップ球根箱詰め 砺波市 宮内庁へ来月持参

25 鷹栖小２０連覇祝う 子供自転車県大会 安全協会支部が記念品

26 とやまいろいろ図鑑１２１ 砺波郷土資料館３９ 「ボータ」③ 唐箕 

27 夢の平コスモス畑 砺波で６日開幕 本社で実行委ＰＲ

富山 17 地鳴り ひえに悩み除去に７日 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

17 地鳴り 良き伝統の獅子舞継承を 藤井昭通 ４６歳（砺波市）

25 皇室献上 球根箱詰め チューリップ６品種４千個 砺波市 来月、宮内庁に持参

25 生け花体験「難しい」 出町中４人 文化センターに理解

25 砺波ＲＣが出町小に激励金 全国大会に出場する合唱クラブと管楽器クラブに激励金として各２万円

25 民謡発表や趣味作品展 第１４回砺波市老人クラブ大会

27 ねんりんピックで記念品 法被形手ぬぐい 剣道会場の砺波

29 紙風船 砺波工高で後輩の指導

北陸中日 14 「受援力　強化したい」 砺波市長 むかわ町支援を総括

14 叙位叙勲 松本文雄、砂田重男

15 皇室献上チューリップ球根 砺波で４０００球丁寧箱詰め

15 「ふく福柿」作柄は良好 砺波で収穫始まる

読売 28 コスモス１００万本ぜひ見に来てね ６日から砺波

29 皇室献上 球根を箱詰め 砺波 チューリップ４０００個

朝日 3 春呼ぶ球根 皇室に４千個 チューリップ 砺波で箱詰め

24 催し なんと！となみのお気軽寄席

毎日 20 ゲレンデにコスモス１００万本 砺波・６日開幕 夢の平でイベント

 ４日　木曜日
北日本 12 なるほど！富山の高速道路 ①マニアの視点 地味だけど先進県 ＩＣ全１４市町に設置へ

16 ボランティアしませんか となみ庄川散居村縦断マラソンの運営スタッフ

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

20 サッカー 高円宮杯Ｕ－１５県リーグ 大会結果

20 サッカー県リーグ 大会結果

20 サッカー 全日本Ｕ－１２選手権県大会兼ＫＮＢ杯県学童クラブ大会 大会結果

22 仲間と集う ジントを囲んで（砺波市　黒田美紀子）

25 大祭へ「浦安の舞」稽古 来月１日比賣神社 東部小児童４人

26 とやまいろいろ図鑑１２２ 砺波郷土資料館４０ 「ボータ」④ ドーワ 

30 砺波２分団健闘を 全国消防操法大会 県内開催２００人が激励

30 最優秀賞に澤谷さん（大門中３） 国際理解作文コン県大会

富山 15 地鳴り 娘の育休終了 孫も保育園へ 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

25 イベント広場に活用 砺波駅前駐車場 出町中４人の取材で市長

北陸中日 12 全国消防操法出場へ 砺波市消防団を激励 １９日、県内初開催

12 チューリップフェア成功例韓国で発表へ 砺波市長ら観光会議

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

朝日 25 秋のスキー場でコスモス１００万本 砺波で６～２１日

毎日 23 カメラ探訪 富山県砺波市 年中開花 色鮮やか チューリップ四季彩館
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 ５日　金曜日
北日本 13 いえしごとの夜明け１４ 寿木けい ４０歳で初めての転職

16 県球速王コンテスト９月度 小学生②岩城祐貴（砺波北部６）

17 第３回石川歩カップ＆第１５回記念ＮＩＣＥ ＴＶ旗争奪少年野球大会 出町ボーイズスポーツ少年団（砺波）

19 グラウジーズあす開幕戦 Ｂ１・Ｂ２県関係選手  レバンガ北海道１７ 川邉亮平

22 第３８回全国万葉短歌大会 一般の部 柴田照子（砺波市） ジュニアの部 南部煌心、嶋田憩、石黒有由（庄川中１）

26 ロビー展 高岡市の公文市野瀬書写教室の作品展 県信用組合出町支店

27 散居村維持 先人の知恵 砺波の地域研が研究紀要発刊  江戸期の「田地割定書」分析

27 ５カ所で美化活動 ワイケイホーム

27 准看護学院で戴帽式 砺波准看護学院

27 個性光る絵画３７点 グループＴＵ作品展

31 球根まつり催し楽しんで 砺波 きょうから四季彩館

32 来年度会長に大谷さん 砺波商工会議所青年部

33 酒気帯び運転疑い ８３歳男逮捕 砺波署

富山 13 コント 砺波・越中之助

25 戴帽式で決意新た 砺波准看護学院

25 「１４歳の挑戦」で出町中生が取材 富山新聞社砺波総局

25 全国障害者大会選手７人を激励 砺波市

27 球根まつりに来て ＰＲ隊来社  砺波できょう開幕

28 事件・事故 酒気帯び運転容疑で逮捕

北陸中日 14 「となみ球根まつり」来て キャラバン、きょう開幕ＰＲ  本紙富山支局

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 24 催し 庄川ウォーキング  庄川水探訪ウォーク小牧ダム編

25 球根まつり「来場早めに」 ＰＲ隊が総局訪問

毎日 22 ギャラリーだより 第１４回砺波市美術展

22 「球根まつり来場を」 砺波  チューリップ四季彩館で きょうから

 ６日　土曜日
北日本 24 味わい深い墨彩画 太田無老会作品展

24 柔らかい色使い日本の名所描く 合同墨彩画展

25 ドライフラワー 魅力感じて 砺波市広上町の花店「ＬＩＮＤＡ ＯＦ ＦＬＯＷＥＲ（リンダ・オブ・フラワー）」

25 出前講座で生き方考える 砺波ロータリークラブが出町中学校で出前講座

25 県産球根 好み探して 砺波 チューリップ四季彩館でまつり １００品種超　割安で販売

25 サツマイモ掘り楽しいね 砺波市鷹栖小学校の児童と鷹栖地区長寿会

25 全国大会出場選手を激励 「第１８回全国障害者スポーツ大会」に砺波市から出場する７人の激励会

25 タイルや刺しゅうずらり ギャラリー・みかん堂で始まる

31 砺波で脚立から転落し重傷 安川、パート作業員、酒井建夫さん（７５）

富山 22 人権擁護で人形劇 南砺で砺波協議会

22 室井さん朗読童話 絵や感想文７８点 砺波で展示始まる

23 とやま型スマート農業 高岡で現地検討会 無人トラクターに関心 「ドローン」活用探る

23 次期会長に大谷氏 砺波商工会議所青年部

23 飯田氏が共同代表 連絡協議会

23 １４歳の挑戦「頑張りました」 出町中の４人 本社砺波総局で職場体験

24 チューリップ咲かせて 県産球根１００種販売 砺波でまつり開幕

27 「食べて、むかわ町応援」 砺波市観光協 特産１２品販売

27 事件・事故 脚立から転落、男性重傷

北陸中日 15 球根 圧巻の品ぞろえ チューリップ 砺波でまつり開幕

15 コスモス畑開花 きょうから催し となみ夢の平

読売 31 チューリップ球根 １００種販売 砺波 となみチューリップ球根まつり

 ７日　日曜日
北日本 1 注目のニュース 熱気球 砺波の秋空ふわり

4 むかわ町の特産品販売 姉妹都市の砺波市観光協 「食べて応援」

14 力いっぱいサーブ放つ 南砺市すてっぷあっぷジュニアテニス大会

14 本大会出場選手決まる 卓球 後藤杯県予選

15 石川歩杯＆ＮＩＣＥ ＴＶ旗争奪少年野球 １６チーム栄冠目指す

15 米原さんグランド王者 北日本四政経懇ゴルフ  
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15 上市・速星 総合Ｖ 県ジュニア五輪中学陸上

15 児童６８７人力走 アルビス・Ｓ＆Ｂ杯マラソン

15 グラウンドゴルフ（５日） 県年金受給者協会砺波支部大会

15 バレーボール 第４０回県中学校選抜体育大会 大会結果

20 読者のひろば 富富富のおむすび  砺波市 北島嘉孝（４７歳）

20 仲間と集う 東山見・雄神共済友の会（砺波市 上野弘吉）

22 海の風景描く 吉川信一さんの絵画実技講座「風景を描く」

22 臨床美術に理解深める 第１０回臨床美術学会

23 水難事故の高齢者救助 南砺・砺波で発生  消防・警察 ４人に感謝状

23 歌や踊りで患者と交流 東部保育所園児が病院訪問

23 耕作放棄地の状況確認 砺波市農業委員会

27 パンより取り 食欲の秋 アウトレットパーク 県内外４６店フェス

28 天位に成瀬さん（魚津） 県俳句連盟秋季大会 

28 コスモス秋風に揺れ 砺波  夢の平に１００万本

31 スカイフェスとなみ 熱気球ふわり

富山 1 台風影響 県内真夏日 フェーン現象  富山、上市１０月最高

14 放課後どうする？ 走ってトライ醍醐味体験  となみラグビースポーツ少年団 砺波市

20 コスモス可憐 １００万本 砺波・夢の平  ウォッチング開幕

21 福澤さん総合２連覇 砺波市パークゴルフ協会第３回祖泉会堂杯ＰＧ大会

21 鷹栖チームＶ 第２３回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会

22 梶谷さん（野々市）優勝 富山で本社杯健康麻将

23 呉西新人少年野球 高岡で３２チーム熱戦  きょう２回戦、準々決勝

23 男女２４チーム熱闘 ミニバス・サザンクロス杯  砺波

24 熱気球 となみ野彩る スカイフェス  全国から３０チーム

北陸中日 1 砺波の青空 彩る熱気球 スカイフェスとなみ

11 県中学選抜体育大会 サッカー、バレーボール、ソフトテニス、卓球、ソフトボール、剣道

 ８日　月曜日
北日本 8 撮れたて富山 北海道地震 爪痕大きく 県人 ゆかりの地で支援

18 ２０１８ 福井しあわせ元気国体 第９日 やり投げ 大伴（南砺福光高）７位

28 元砺波広域圏組合消防監 松田さん（南砺）叙勲祝う

28 名誉宮司と宮司就任 高瀬神社氏子ら祝う 藤井秀弘名誉宮司と藤井秀嗣宮司の就任を祝う会

31 強風 倒木で道路寸断 台風２５号 県内に被害 砺波でけが人 列車運休

富山 7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

13 ２０１８ 福井しあわせ元気国体 富山勢の成績

23 松田さんたたえる 南砺で叙勲祝賀会

23 用水の高齢者救助　男女４人感謝状 砺波消防、砺波署

23 砺波・吉田さん、高岡で個展 イラストレーター吉田光里さんの個展

25 呉西新人少年野球 ４強 砺波東部 歌の森 万葉・成美 比美乃江稲積

25 ２０１８ 福井しあわせ元気国体 がんばる県勢

25 富国大、富大 コールド勝ち ２０１８年度北陸大学野球秋季リーグ戦第６週

28 ハウス破損や停電 台風２５号 県内の被害 砺波で男性が骨折

朝日 27 台風２５号被害 男性１人けが 各地で停電・運休

 ９日　火曜日
新聞休刊日

 １０日　水曜日
北日本 14 決勝　魚津工ＶＳ富山第一 全国高校ラグビー県大会

15 石川歩杯＆ＮＩＣＥＴＶ旗争奪少年野球 生地ラビット（黒部）優勝

20 レシピ手帳　 金糸瓜の酢の物（農家レストラン大門女将・境嘉代子）

22 第５３回郷土陶芸展　きょうから富山大和 伝統に新感覚注ぐ

26 ねんりんピック富山２０１８　来月剣道交流大会 のぼり旗手作り　応援へ準備着々

26 感謝伝えるコンサート マーチングバンド「ムジカグラート氷見」のサンクスコンサート

27 緩和ケアに理解深める ホスピス緩和ケア週間

27 秋晴れ４００人健康づくり 庄川水辺ウオーク

27 スポーツフェス　多彩な運動で汗 スポーツフェスティバルｉｎとなみ

31 １４歳の挑戦を写真で紹介 「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』」写真展

4 ページ



31 全国珠算学校連盟検定合格者 合格者一覧

31 第２６０回段位珠算検定試験 合格者一覧

31 第３１３回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

31 富山観光楽しんで 臨時新幹線　仙台ー金沢を直通運転

32 宮脇さん（射水）のパステル画紹介 銀座で個展

34 将棋　女流アマ名人戦　野原さん（岩瀬中３）連覇 史上８人目

富山 5 直通新幹線２９０人富山に 仙台ー金沢駅、５回目運行

24 名所巡って写真撮影　 上市でフォトロゲイニング 県内外１４２チームが参加

24 庄川沿いの自然満喫 砺波で水辺ウオーク

24 トランポリンやカローリング満喫 砺波でスポーツフェス

24 砺波で献血呼び掛け となみセントラルライオンズクラブ

24 浦安の舞　伝統継承 来月の例大祭へ練習　砺波東部小の児童４人

24 思いやりを考える 小矢部で人権人形劇

25 華やかな演奏で魅了 氷見でムジカグラート

25 中田のかかしで魅力発信 庄川峡観光協組　グランプリ作品飾る

27 のぼり制作コーナー開設 イオンモールとなみ

27 魚津工と富山一が決勝進出 第９８回全国高校ラグビー県大会第２日

北陸中日 14 東北から直通　ようこそ富山 新高岡など　新幹線の乗客出迎え

読売 28 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

28 県中学校選抜体育大会 卓球、サッカー、ソフトテニス、ソフトボール、バレーボール 大会結果

29 直通新幹線　乗客出迎え 仙台ー金沢間　新高岡など、関係者ら

29 コスモス　色とりどり となみ夢の平スキー場

毎日 22 全国高校ラグビー　県大会 富山第一速さで圧倒

 １１日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（１０／１１～１０／１７） 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 朝市夕市 県内 砺波市

20 硬式野球 県少年選手権 試合結果

24 読者のひろば 高岡高１２０周年祝う  砺波市 石崎弘毅（６５歳）

27 優しい気持ち大切に 砺波人権擁護委員協議会

27 美術作品 多彩に１３４点 第１４回砺波市美術展

27 デジカメ写真コンテスト 水木君（砺波東部小３年）最優秀

27 絶景とスイーツいかが 小矢部 クロスランド  ２７～２９日と来月３～５日「空中カフェ」

27 大蔵さん（砺波）最優秀 ハンギングバスケットコンテスト

27 欧州の風景鮮やかに表現 大野さん洋画展

32 府録さん（小矢部出身）銅賞 ジャパンケーキショー  「火牛の計」題材

32 １団体３人表彰 井波で水土里フォーラム

32 ボランティアの功労者たたえる 富山でフェス

32 安全な県へ誓い新た 富山で推進大会

富山 26 ヨガで心落ち着かせ 砺波総合病院で教室

27 １団体３個人に知事賞 南砺で水土里フォーラム

北陸中日 1 おとぎの国ピンクの夢 砺波でコスモス

13 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

 １２日　金曜日
北日本 3 四方県議　今期で引退　 元県P連会長・八嶋氏出馬へ 射水市選挙区

4 ドンキ　ユニー完全子会社化　 県内店舗ドンキ化「未定」 販売苦戦　テナント撤退

16 北信越高校野球　代表校の横顔　３ 高岡第一（富山３位）　「打ち勝つ野球」成熟

16 １８７人プレー通じ交流 ＴＳＴチャリティーゴルフ

16 県中学校選抜体育大会 大会結果

16 ゲートボール（１１日） 砺波地区オークス杯争奪大会

23 広告 空中カフェ２０１８

26 庄川温泉郷の魅力満載 観光組合がパンフ作製

27 国際ロボ大会へ意気込み ＷＲＯ（ワールドロボットオリンピアード）２０１８タイ国際大会

27 きょうからチャリティー展 砺波市文化会館「秋のチャリティー頒布展」

27 手話上達へ職員奮闘中！ 市の窓口サービスを向上
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27 丹精込めた７８点 きょうから盆草展

32 寺社８ヵ所巡り健康と幸福祈願 となみ野バスツアー

32 着物で庄川峡クルーズ 訪日客向けツアー　「霧かかり幻想的」

33 栗山さん最高賞 県高校定通制生活発表

富山 15 地鳴り いつまでも続けたい会　犀川寮明　７０歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

22 無差別殺傷　対応を訓練 イオンモールとなみ

22 強盗の対応確認 北陸労金砺波支店

23 職員が手話学ぶ 砺波市が講座

23 温泉宿、店の魅力紹介 砺波・庄川峡観光協組　新しいパンフ製作

23 砺波のウイスキー蒸留所を見学 「帰農塾」始まる

23 展覧会 社会に学ぶ「１４歳の挑戦」活動紹介写真展　アピタ砺波店

25 ロボット国際大会　出場篠原さん意欲 「世界一目指す」

27 紙風船 南砺市　レンタルビデオ店

北陸中日 12 国際大会で「表彰台を」 ロボット競技　篠原さん（砺波・出町中）抱負

13 砺波市美術展　市民の秀作並ぶ 砺波市美術館

読売 28 ラグビー　 第９８回全国高校ラグビー県大会

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

 １３日　土曜日
北日本 16 県俳句連盟秋季俳句大会 ６日 北日本新聞ホール 砺波市 地位 島倉千春、５位 寺島皎

20 車いすバスケ決勝に進出 宮島徹也（砺波市）

26 監査委員に吉田氏 砺波地方介護保険組合議会

26 地区の安全・安心見守り 下中条  防犯カメラ運用開始

26 となみ野アート ＣＯＳＭＯＳ書会８人展 特別展示－机上の文玩－

27 野球の楽しさ知って 砺波市連盟  トナミベースボールコミュニティ発足  園児指導や世代間交流

27 農村の暮らし体験 「とやま帰農塾・砺波塾」

27 秋彩る１１０品種 華やか 県花総合センター ハロウィーン飾り付けも

27 軸・額・びょうぶ 味わい深い２３点 県表具師文化協会作品展

27 万一に備え対応チェック 砺波署  イオンモールとなみで訓練

27 パークゴルフ 第２回県年金受給者協会砺波支部大会

29 第３１回危険業務従事者叙勲 県内２２人  瑞宝双光章  元県砺波地域消防組合消防司令長  佐野博之さん（６５）

29 秋の花々多彩  砺波 四季彩館でハロウィーン展

富山 15 地鳴り 米騒動の思い 後世に伝えたい  春川正人  ７１歳（砺波市）

15 地鳴り 「１０年日記」つけている  吉田メグミ  ６０歳（砺波市）

26 防犯カメラ運用開始 砺波・下中条

26 貢献の個人団体表彰 元気ボランティアフェス

27 最優秀賞に水木さん 砺波でデジカメ写真展

27 ４７人１９団体たたえる 県まちづくり推進大会

27 秋を彩るサルビア 砺波 県花センター花まつり

27 園児がボール遊び 砺波で教室

27 監査委員に吉田氏 砺波介護保険組合議会

28 危険業務従事者叙勲 県内から２２氏 瑞宝双光章 消防功労 佐野博之氏（６５）

28 大谷科学賞に９校 県発明協会

29 県学生競書展の入賞を 「こども書道」受講生

29 漢詩や文字 大胆に描く 砺波で富山奎星会展

29 前川が６位 第４９回ジュニアオリンピック陸上競技大会

30 舟橋さんが初入選 独立展

北陸中日 14 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章  消防功労 佐野博之 ６５

15 再読！週間ＮＥＷＳ ６日 スカイフェスとなみ

読売 26 危険業務叙勲に２３人 受章者  瑞宝双光章 佐野博之 ６５

27 ひろば 砺波市 伊藤満里子 ７２、土江田玲子

朝日 27 県内２２人が受章 危険業務従事者叙勲  瑞宝双光章 消防 佐野博之（砺波）６５

毎日 22 危険業務従事者叙勲 県内から２２人受章  瑞宝双光章  佐野博之 ６５

22 「新たな書」求めて あすまで 富山奎星会作品展  砺波

日本経済 33 危険業務従事者叙勲受章者 富山  瑞宝双光章 消防功労 佐野博之 ６５
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 １４日　日曜日
北日本 1 満開 花のじゅうたん 砺波 夢の平

13 ＴＯＫＹＯ世代 五輪目指す期待の県勢 車いすバスケットボール 岩井孝義（県ＷＢＣ）

14 サッカー 高円宮杯ＪＦＡＵ－１５リーグ２０１８第１２回県リーグ ２部

16 車いすバスケ男子「銀」 アジアパラ大会が閉幕

17 前川（出町中３）６位 大橋（高岡西部中２）８位 陸上Ｊｒ．オリンピック

17 中学生が白熱ラリー 砺波市バドミントン選手権大会中学の部

21 仲間と集う 砺波市俳句協会吟行会（砺波市 大谷幸毅）

21 仲間と集う 北和会（砺波市 吉田光孝）

21 仲間と集う 鷹栖線花愛好会とグリーンキーパー合同研修会（砺波市 上田登昭）

27 砺波のスポーツ拠点に 市の体育センター完成  ランニングコース新設

27 出町こども園完成祝う 全工事終了  式典で踊りや歌披露

32 木目に光る匠の技 全国ろくろ木工芸展開幕  庄川美術館

32 若鶴酒造 発展誓う 砺波  創立１００周年祝賀会

32 ＪＲ氷見線・城端線観光列車 べるもんた３周年祝う

33 万葉植物園チップで再生 大雪被害 古城公園の折れたサクラ  十夢草野の会 苗木の乾燥防止にまく

33 省エネ機器ずらり 高岡  きょうまで環境フェア

34 砺波市最高齢１０７歳 福井ふみさん死去

富山 2 富山新聞社旗争奪 第４回寿野球県選手権 砺波エバーヤンガース

6 地鳴り 震災以来原発について考える  嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

6 コント 砺波・たぬき

13 第１８回富山あいの風リレーマラソン 出場チーム一覧

21 くらしの日記 思い出の名前  紫藤道子 ８４歳（砺波市狐島）

24 競技力向上に期待 砺波体育センター竣工

24 大規模事故を想定 能越道で合同訓練 氷見、高岡、射水３市

24 子育て拠点充実祝う 砺波・出町こども園

26 「走るギャラリー」快走 べるもんた運行３周年

26 創立１００年祝い飛躍期待 砺波  若鶴酒造が式典・祝賀会

26 富山新聞社杯呉西新人少年野球 砺波東部  初の栄冠

26 高岡でごみゼロ推進県民大会 とやま環境フェア２０１８

28 大規模災害時の連携確認 富山で初  １０県のＤＭＡＴ訓練

29 事件・事故 自転車で転倒、男性重傷

北陸中日 1 特報とやま 農家に選ばれる農協 道半ば 米買い取り ＪＡとなみ野２年目 コンビニなど受注 販路開拓手応え

11 鉄路の記憶いつまでも 県内廃線の写真展  金沢

11 新体育センター完成 砺波  アリーナ広さ１．４倍に

11 砺波の若鶴酒造創立１００周年祝う 大正蔵で

 １５日　月曜日
北日本 3 利賀大橋が完成 国道４７１号バイパスの一部  渡り初めで祝う

15 滑川ほたるいかマラソン 男子 中才さん（富山）Ｖ 女子は安川さん（石川）制す

15 サッカー 高円宮杯ＪＦＡＵ－１５県リーグ ２部

15 ロードバイクで砺波・南砺巡る 第３０回秋のネオセンチュリーラン

18・19 富山ゆかりの地 爪痕深く 北海道地震取材

24 読者のひろば 祖母思う曼珠沙華  砺波市 山田陽子（７３歳）

26 天位に根田さん 市文化祭俳句大会

26 学びやの節目祝う 児童・地元住民合唱や太鼓演奏 庄南小４０周年

26 ごみ袋手にウオーキング 大建工業井波工場の「ふれあいエコウオーク」

27 影絵の「赤ずきん」に喝采 １４日 庄川生涯学習センター

27 ６種の花でコンテナ飾る チューリップ四季彩館で

27 修復の大臣木彫像披露 五ケ神社秋祭り  総代「伝統引き継ぐ」

27 むかわ町（北海道）復興願う 庄川小学習発表会  行燈交流の劇上演

28 １４歳の挑戦 中学生は考える 砺波市庄西中

32 県ジュニア短歌大会 感性 発想力光る  優秀賞・佳作２３首表彰

32 通巻１１００号を記念 天位に藤井さん（砺波） 「辛夷」俳句大会

33 陸自富山駐屯地 創立５６周年の行進 砺波

33 支援の輪 砺波支社
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34 庄川木工協組が解散 任意団体が業務引き継ぎ  伝統の挽物先細り懸念

富山 7 地鳴り 仲代達矢さんの芝居に魅了され  戸田祐子  ５６歳（砺波市）

16 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波）

16 中田、伏木、新湊 ８強 寿野球県選手権が開幕

16 鷹栖が優勝 砺波市ミドル交友会親善秋季・第４５回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

16 前山、石川が制す 氷見市卓球選手権２０１８ふれあいオープン

17 花のコンテナ作り 砺波、樹木医招き

17 水彩画の力作２５点 南砺で「福彩＋α会」

17 初誕生 竹田歩未ちゃん ＝砺波市高波

18・19 第１８回富山あいの風リレーマラソン 成績

20 庄南小は創校４０周年 砺波

20 利賀ダム工事用道路・国道４７１号利賀バイパス 「入り口」７００㍍区間開通 国交省と富山県 大橋渡り初め

北陸中日 28 庄川に赤色アーチ 利賀バイパス  利賀大橋区間開通

 １６日　火曜日
北日本 1 児童虐待防止へ協定 県警と全１５市町村 全国初

5 ハサップ導入支援を 県商議所連合会 知事に要望

18 ボート 神通峡レガッタ ミックス 大会結果

18 ソフトボール 県ハイシニア選手権大会 大会結果

22 仲間と集う 砺波野の会総会（砺波市 中本敦子）

25 ねんりんピック 富山２０１８ ボードで「ようこそ」 アピタ砺波店 園児制作の２０枚展示

25 ヒヤリマップで危ない場所確認 高波幼稚園児が作成

25 色とりどり バラ見頃 県花総合センター ３つのアーチ華やか

26 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市鷹栖小６年 寺島龍伸君 樋掛圭也君

30 入善の森下さん 介護川柳最優秀 入選者

30 ４４団体・個人に助成 教育公務員弘済会富山

30 山田さん（南砺吉江中）最優秀 花と緑のポスター 標語は松下さん（朝日あさひ野小）

富山 3 ＨＡＣＣＰ導入促進 普及指導員１００人養成 知事、商工会議所と懇談

3 土木５２億４０００万円 県９月補正 農水２０億４７００万円 箇所付け

4 ５信金振り込み制限 ６５歳以上に引き下げ 富山全７信金でそろう

4 若い世代や女性に日本酒アピール 串田若鶴社長来社

15 地鳴り 千葉の同級生 富山新聞送る 紫藤道子 ８４歳（砺波市）

15 コント 砺波・越中之助

26 ４事業４４件に助成金 教育公務員弘済会富山

26 復興願い観光祭の劇 砺波・庄川小の４年生 むかわ町にDVD贈る

26 特殊詐欺 みんなで防げ 砺波・出町防犯組 被害ゼロ運動

27 秋のヒマワリ満開 砺波の中心部 耕作放棄地に１万本 ゲレンデにコスモス

27 祖父母と危険箇所を理解 砺波・高波幼稚園

北陸中日 12 醸造技術の向上へ県内酒造会社学ぶ 富山でセミナー

12 「となみ野」写真 水木君が最優秀 デジカメコンテスト

読売 28 新ブランド米 実り競う 北陸３県 青果も注目

28 陸自 心尽くしのイベント 富山駐屯地一般開放

29 北陸大紀行 秋の実り① 種もみ（砺波市） 先人の努力 稲穂豊かに

毎日 26 ボランティア募集 となみ庄川散居村縦断マラソンの運営補助

日本経済 31 産業観光の発信 最優秀賞に能作 富山のホームページ大賞

 １７日　水曜日
北日本 15 上野文化の杜から⑦ 国立科学博物館長 林良博 東西の至宝一堂に 最大規模フェルメール展

15 「越中讃歌」優秀句百選 県俳句連盟 テーマ「衣」

17 チャリティーゴルフで交流 となみセントラルＬＣと砺波ＲＣ

20 えんじゃら節踊ったよ 東部保育所 年長児２９人

20 チューリップ球根 植え込み 市内８小　児童順次 来春のフェアに向け

21 豚肉３５０キロ給食用に寄贈 たかはた養豚 たかはたポーク３５０キロ

21 庄川・般若中生が合唱交流 小規模校連携事業

21 特殊詐欺被害ゼロ地区目指せ 出町防犯組合が啓発

23 全面広告 空中カフェ２０１８

26 ガイドも堪能 チューリップ 県西部６市と金沢市観光推進協 砺波で研修会
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26 舟橋さん（富山）初入選 独立展

富山 15 地鳴り 落とした鎌 台風後に発見 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

21 くらしの日記 米寿のお祝い 犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

26 チューリップフェア彩る 砺波南部小３年生が２千個 来春開花楽しみ 球根植え込み

28 清掃活動に汗 全国クレーン建設業協会富山支部の地域美化活動

28 十三夜で茶会 砺波誠友病院

29 県西部の８社 シニア人材と面談 ４信金、高岡で交流会

29 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権県予選大会 大会結果

30 砺波の名所でガイド研修 金沢・富山県西部広域観光協

30 砺波市の発注工事 労災防止へ視察 市建設業安全パトロール

33 県境越え消防連携 土砂災害や不明者捜索 砺波地域（南砺・砺波・小矢部）と金沢

北陸中日 14 チューリップで迎えよう 砺波の児童が球根植え

 １８日　木曜日
北日本 1 県内３公共施設で使用 不正免震装置  富山中央署 射水市庁舎 砺波総合病院

1 北日本新聞文化賞 地域社会賞  井波彫刻協同組合

3 県厚生部門功労に８人 社会福祉施設従事者＝石黒雅子（砺波市）

15 映画ここは退屈迎えに来て公開記念 富山プレミアムセッション 第１部 山内マリコさん×富山出身タレント  村岸優希さん／砺波市出身

21 北日本新聞文化賞 地域社会賞 日本遺産の中核守る  井波彫刻協同組合

26 県内美術館・博物館の催し（１０／１８～１０／２４） 松村外次郎記念庄川美術館

27 情報かわらばん となみ野

27 朝市夕市 県内 砺波市

28 読者のひろば 氷見の新公園期待  砺波市 高田建一（６１歳）

28 仲間と集う 砺波市老人クラブ連合会（砺波市 端保勇一）

31 工事現場で安全意識高める 砺波市建設業協会 １６日

31 「庄川太郎」見にコイ 砺波 道の駅庄川「中田かかし祭」グランプリ作品展示

31 「交通事故に気を付けて」 砺波市交通安全協会

31 奈良テーマの水彩画展示 林清納さん（８２）の水彩画展

35 洋画・彫刻など会員の力作並ぶ 末広美術展

36 名古屋だより 創立７０周年祝う  東海富山県人会

39 こんな身近な施設にも 不正免震・制振装置  県や市 交換要求検討へ

富山 1 富山中央署など６件 免震装置改ざん  県内のＫＹＢ製  射水市庁舎、砺波総合病院、新湊大橋と民間施設２件

3 土地改良予算の確保を 自民県議  北陸農政局に要望書

13 地鳴り 進まない麦の種まき  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

17 すこやか育児 秋本渚ちゃん＝砺波市小杉  

22 安全なまちへ決意 砺波で受賞報告

22 租税教室の配布物 砺波税務署に贈る 砺波法人会

23 最優秀賞に井山、吉田さん 砺波地域防火ポスター

24 秋咲きのバラ鮮やか 砺波・県花総合センター

北陸中日 1 県内３公共施設で使用 ＫＹＢ免震不正  県の調査で判明

12 越中春秋 熱気球

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

読売 28 東海富山県人会９０人親睦深める 東海富山県人会の総会・懇親会

28 柔道 県高校秋季大会

29 免震不適合製品５施設で 富山中央署など公共３件

朝日 29 不適合疑い製品 県内６カ所 免震・制振検査データ不正

毎日 25 ５件中３件公共施設 ＫＹＢデータ改ざん  県が公表

 １９日　金曜日
北日本 1 天地人 ＫＹＢと子会社による免震・制振装置のデータ改ざん

1 ゲレンデに彩り 福光 イオックス・アローザ

14 郷土検定 第１３回越中富山ふるさとチャレンジ 「ねんりんピック富山２０１８」  １１月３～６日、県内初開催

20 赤ちゃんと触れ合い体験 砺波高校「高校生の赤ちゃんふれあい体験」

21 安全に牛岳楽しんで 砺波登高会  登山道に案内看板設置

21 防犯組合員ら地域の安全誓う 「地域安全ｉｎとなみ」 １７日

21 独創的表現の書 市美術館で１０人展

21 最優秀賞  井山さん（大谷小６） 吉田さん（石動中１） 砺波地域防火ポスター
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21 税金関連グッズ配布依頼 砺波法人会

26 豊かで温かい地域へ努力 県社会福祉大会

27 きょう富山で全国消防操法大会 ９００人健闘誓う

27 ２階から転落し大工骨折 １８日午後４時５０分ごろ

28 研修医 県内病院に８０人 本年度マッチング７人増加  救急医療教育充実が奏功

29 ２施設で使用の恐れ 「安心覆りかねない」  ＫＹＢ免震・制振装置不正

富山 1 免震装置データ改ざん データセンター（富山）使用  県内 富山労災病院（魚津）も

2 社説 県内施設に免震不正  県境超えた消防連携

3 ８０人内定、過去２番目 県内の臨床研修医マッチング  充足率も過去２位に

22 牛岳、安全に登山を 砺波市と登高会  案内看板を設置

22 赤ちゃん抱き育児を学ぶ 砺波高生徒が体験授業

25 フェアプレー胸に交流 北陸ウェルフェアゴルフ  小矢部 瑶子さまを迎え

25 全国９００人防災に決意 激励会  きょう富山で消防操法大会

25 ねんりんピック富山 総合開会式に炬火リレー  海、川、里、山の祭りで採火

25 砺波で花と緑のコンクール表彰式 チューリップ四季彩館で

25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

27 事件・事故 工事現場で大工転落、骨折

北陸中日 13 牛岳に道案内看板 砺波登高会が設置 登山愛好者らでつくる砺波登高会

読売 24 最優秀６点中央審査へ 学生科学賞県予選  

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 24 前衛書家 表現競う ２１日まで  地元の１０人が新作  砺波

 ２０日　土曜日
北日本 3 都市緑化功労者表彰に県内２人 野澤俊嗣さん（８２）

24 読者のひろば 深山のクマ対策　砺波市　柏樹　直樹（８３歳）

24 仲間と集う 砺波登高会　（小矢部市　遠藤志朗）

26 教育用図書購入資金贈る 砺波法人会

27 住吉神社の歴史後世に １００周年で記念誌作製　砺波２８日慶賀祭で配布

27 個性豊かな陶芸や木工 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展

27 空中カフェ２０１８秋１ マルジョレーヌ　プティ　ア　プティ（砺波市）　芋・栗・カボチャ秋の味覚のクレープ包み　ミッシュローゼ（砺波市）

30 タイムスリップ　明治のとやま２８ 中越鉄道の開業　日本海側初の私鉄誕生

34 となみ野アート 書・篆刻に思い込め　ＣＯＳＭＯＳ書会　新作３２点を展示

34 県発明とくふう展 最高賞に宮崎君（黒部石田小）　一般・企業は大栄建材（射水）

35 クマ出没情報　１９日 砺波市　井栗谷

36 富山で全国消防操法大会 ポンプ車の部　庄下分団（砺波）２位　小型は栴檀山（砺波）優良賞

富山 17 地鳴り 再生可能エネ世界で増加へ　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

17 地鳴り 江戸時代の宿坊料理再現　黒田和也　４１歳（砺波市）

26 砺波・太田地区の住吉神社　合祀１００周年歴史の記念誌 ２年かけ完成　２８日の慶賀祭で配布

26 高齢者の力作１００点 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展

29 富山で全国消防操法大会 火消しの技競い士気高め　４８チーム参加１万人交流

29 知事賞に庄谷君　 県未来の科学の夢絵画展

30 叙位叙勲 正五位　元砺波市長岡部昇栄氏（９９）

31 クマ出没情報　 １９日 砺波市井栗谷

北陸中日 5 モーニングサロン 感動のあいさつ文（島田栄　富山県砺波市　７０歳）

14 県内初の全国操法大会 火消しの精鋭　すご技

15 合祀１００周年を記念　住吉神社史が完成 砺波、２８日の慶賀祭で配布

読売 26 県科学展力作１０１点 第７７回県科学展覧会

26 叙位叙勲 正五位　岡部昇栄氏（元砺波市長）

26 平成３０年度都市緑化功労者国土交通大臣表彰 野沢俊嗣（農業）砺波市

 ２１日　日曜日
北日本 6 図書館の自習席拡充 県内 専用スペース・机に仕切り・・・

24 仲間と集う 砺波市老人クラブ白寿会（砺波市 大橋勝雄）

26 住民の趣味の作品並ぶ 東山見公民館ふれあいまつり

27 庄川峡 眺め抜群 紅葉楽しみウオーキング

27 親子ら動物と触れ合う となみ夢の平コスモスウォッチングで移動動物園
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32 献血ポスターと薬事功労を表彰 県と薬剤師会

富山 12 地鳴り 行事に参加しうれしい偶然 春川正人 ７１歳（砺波市）

19 砺波の獅子舞 映像で保存 郷土資料館 ＤＶＤ化、貸し出し

19 穂先タケノコ試食 商品化考える 砺波で集い

19 小林、今井さんＶ 砺波市柳瀬地区グラウンドゴルフ後期大会

北陸中日 11 全国高校サッカー選手権県大会 大会結果

読売 30 病院の実力 ～富山編１２７ 乳がん 患者の５～１０％が遺伝性

30 全国高校サッカー 県大会 ２回戦 １６試合熱戦

30 ソフトボール 第１０回県ハイシニア選手権 大会結果

 ２２日　月曜日
北日本 10 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市  中井溥子

17 滑川など８強 県高校サッカー

18 庄川ＪＢＣが優勝 第３５回秋季学童選手権大会

18 ターゲット・バードゴルフ楽しむ 会長杯争奪大会

18 ねんりんピック富山２０１８ ディスクゴルフ７０人が腕競う  クロスランドおやべ

22 電波の正しい使い方学ぶ 「子ども電波教室」

22 新聞エコバッグ教室 砺波市の秋南公民館

23 若林地区 市の枠超え交流 砺波市若林地区の公民館祭りと敬老会

23 ３４人 盤上で熱戦 第４６回砺波市文化祭将棋大会

23 きょうもにっこり 砺波市地域おこし協力隊  渡辺千恵さん（砺波市・４４歳）

24 とやまいろいろ図鑑１３２ 砺波市郷土資料館４１ 電話① 交換手を通す電話

28 天位に福島さん（黒部） 県短歌大会  

28 江守さんの叙勲受章祝う 元砺波市議会議長

29 砺波工 全国Ｖ 高校ロボット競技大会

30 日展特選  洋画越谷 工芸美術十二町さん 改組新第５回日展

富山 9 地鳴り 手紙のやりとり心がほっこりと  戸田祐子  ５６歳（砺波市）

9 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

21 ３消防団などが南砺で合同訓練 砺波地域連絡会

21 江守氏の叙勲祝う 砺波で祝賀会

21 萩原君が優勝 砺波市若林児童クラブグラウンドゴルフ大会

22 中部日本ダンス県大会 ２５０組 華麗なステップ

22 県の薬事功労者山本さんら表彰 県献血推進ポスターの入賞者の表彰

22 北陸税理士会が無料相談 ９日 イオンモールとなみ

24 高齢者ら競技楽しむ ディスクゴルフ、小矢部で大会

26 砺波工チーム全国優勝 高校ロボット競技  県勢２５年ぶり

26 改組新日展 高岡から２人特選

北陸中日 11 ビーチボール男女熱戦 高岡で市連盟秋季大会

11 井山さんと吉田さん 防火ポスター最優秀 砺波地域３市小中生

 ２３日　火曜日
北日本 1 不適切算定 県内２７機関 障害者雇用  ７９．５人多く計上 不足１４２．５人

3 瘧師県議が３選出馬表明 砺波市選挙区

3 うるおい環境とやま賞５件 農家レストラン大門（砺波市）  景観広告とやま賞優秀賞  さわだクリニック（砺波市）

5 北陸産の食材拡充 富山・高岡大和  歳暮商戦へ出陣式

15 卓球  後藤杯選手権（名古屋オープン）県予選会 大会結果

19 安全安心へ決意新た 全国操法大会 活躍を報告  砺波市消防団 庄下２位 栴檀山優良賞

19 来年度末に再編計画 砺波市  公共施設 点数化し評価

19 住宅耐震化率９０％に 来月  改修促進計画施行

20 とやまいろいろ図鑑１３３ 砺波郷土資料館４２ 電話② 有線放送集団電話

20 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市鷹栖小６年 今井颯太君

25 県立高推薦１２４６人募集 １９年度入試  水橋体育コース４人増

26 児童虐待で情報共有 県警と県内全市町村が協定

富山 3 ふるさと眺望点見直し 指定から１０年余 景観の環境変化  県審議会  あり方、種別検討

3 屋外広告物の落下 上市、黒部で計２件

3 知事日誌 ２２日

3 景観広告大賞にフレッシュ佐武 景観広告優秀賞  さわだクリニック（砺波市）  うるおい環境とやま賞緑の賞 農家レストラン大門（砺波市）
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3 瘧師氏が出馬表明 県議選砺波市選挙区

19 文芸喫茶 短歌  海潮砺波歌会

21 とやま童話 絵・みやばやしともこ

25 再編へ公共施設採点 ５０点未満は統合、廃止  砺波市議会全協  耐震改修計画を改定

25 砺波消防組合に寄付 となみ衛星通信テレビ

26 県生協が富山市と協定 地域見守り活動  全市町村と締結

26 県立高入試 推薦枠７人減１２４６人 水橋・体育コース４人増

27 砺波・庄下が準優勝報告 全国消防操法、知事たたえる  栴檀山分団も  砺波市にも訪問

27 ねんりんピック４０選手が健闘誓う 砺波で激励会

27 明星、大島など８強 第４回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権大会第２日

27 投げる打つを楽しむ 砺波市野球連盟

29 事件・事故 車同士衝突で男性重傷

30 虐待防止へ情報共有 全国初  県警と全市町村が協定

30 県内１０市町 法定満たさず 障害者雇用率  採用拡大 早期達成目指す

北陸中日 1 砺波工 全国Ｖ 高校ロボ競技大会

5 発言 報徳精神持つ二宮尊徳尊敬  春川正人  ７１ 富山県砺波市

15 カッパのかかし 見にコイ 砺波に自治会大賞作 展示

15 日本海マスターズ水泳大会富山 大会結果

読売 29 １３自治体 法定率下回る 障害者雇用  昨年分再調査  １４２人不足、採用へ動き

29 県立高推薦 ３１校６４学科 全日制

29 児童虐待 情報共有を強化 県警、全市町村協定  連絡の基準明確に

29 車同士衝突 １人重傷 ２１日午後４時４０分頃

朝日 26 県と８市町で水増し 障害者雇用再調査

毎日 24 １１機関で法定雇用下回る 障害者水増し  再点検結果を公表  富山労働局

 ２４日　水曜日
北日本 13 レシピ手帳 ニシンとジャガイモの煮物（農家レストラン大門女将・境嘉代子）

15 同人誌「千尋」第７号が刊行 県内外７人８編発表

15 県ジュニア短歌大会 高志の国文学館 素直な感動みずみずしく

17 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会最終 大会結果

23 ゲーム・食事で交流 となみセントラルライオンズクラブ

23 炭焼き体験 最後の窯出し ２３年間 庄東小（砺波）児童に指導  ９０歳竹部さんに感謝込め

23 ３市消防が訓練 砺波地域消防連絡会 

23 砺波工高に祝い金贈呈 砺波ＲＣ 全国ロボット競技Ｖたたえ

23 手のぬくもり展 多彩な３８点並ぶ 県彫刻家連盟

23 ＴＳＴが消防組合に寄付 第１３回ＴＳＴチャリティーゴルフ大会の収益金など２２万円

24 とやまいろいろ図鑑１３４ 砺波郷土資料館４３ 電話③ 黒電話

28 国営庄川左岸農地防災事業 洪水対策施設完工祝う  砺波で式典

28 下保さんの画業伝える 県水墨美術館  追悼作品展が開幕

28 文科大臣表彰 優良ＰＴＡに横田小・入善中  ＰＴＡ活動振興功労者 藪道子氏（砺波市）

富山 3 農地の湛水被害防止 庄川左岸防災事業が完工  砺波など４市

15 地鳴り 秋の実りをいただく  吉田恵  ６０歳（砺波市）

24 最後の窯出し 竹部さんらに感謝 砺波・庄東小６年生  炭焼き体験「ありがとう」  メンバーが高齢化

25 自然の風景重厚に 水墨美術館  下保昭氏の追悼展

25 高齢者が洋風しめ縄を制作 砺波でいきいきサロン

26 工事現場３カ所高校生が巡る 県建設業協会

27 奨励賞３人、特選３人 古典臨書展、県内から

31 イノシシ対策モデル集落 半数の４地区 被害ゼロ  今年度から指定  電気柵、ヤブ除去奏功

北陸中日 12 国営庄川左岸農地防災事業の完工式 砺波で２３０人出席

12 ＮＨＫ音楽コンクール優良賞 小杉中合唱部 市長に報告

13 日本海マスターズ水泳大会富山 大会結果

 ２５日　木曜日
北日本 13 故野上・善本さんに特別功労 県芸文協 表彰者４６人発表

15 卓球通じ６０人親睦 県精神障害者交流会

17 サッカー 県リーグ 試合結果

17 パークゴルフ 柳瀬第１０回交流大会 大会結果
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20 県内美術館・博物館の催し（１０／２５～１０／３１） 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 朝市夕市 県内 砺波市

24 公民館祭りへしめ縄作り 砺波市栴檀山地区の中尾そくさい会

25 小学校卒業の記念品廃止 市行革会議  使用頻度減 理由に

25 電気科対象に出前講座 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

26 とやまいろいろ図鑑１３５ 砺波郷土資料館４４ 電話④ 赤電話

30 ねんりんピック富山２０１８ 歓迎ブースで選手もてなす  砺波市 ２０ヵ所に設置

30 米沢さん（高岡）南画院賞 南画院公募展

30 名古屋だより 県花チューリップ植え方教室でＰＲ

30 中田かかし祭写真コンクール 最高賞に杉山さん（高岡）

30 県「お米とわたし」作文・図画 最優秀特別賞に澤田さん・中西君

富山 15 地鳴り 車の運転で反省する  嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

23 富山文芸 １０月賞 歌壇 佐伯裕子選  二位 山森和子

26 ＪＡとなみ野人事 （１１月１日）

27 小学校卒業記念品を廃止 砺波  行革市民会議で方針

27 写真コンクールで高岡の杉山さん特選 中田かかし祭

27 高齢者と園児交流 砺波でスポーツまつり

29 宿泊や観光施設にＰＲコーナー設置 砺波で実行委

29 特別功労に野上、善本氏 県芸文協、２日に表彰式

30 四角ますの寿し人気 毎週金曜に近畿富山会館

32 砺波の死傷事故運転の男を起訴 地検高岡支部

北陸中日 19 イベント 庄川なんでも市

19 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 28 県科学展 受賞者を表彰 「第７７回県科学展覧会」の表彰式

朝日 25 旧満州引き揚げ記憶朽ちさせぬ 「在満報国農場隊」慰霊碑が老朽化  建立から７０年以上 保存へ支援訴え

25 児童虐待防止へ協定 県警・１５市町村  情報の共有強化

 ２６日　金曜日
北日本 5 アゼルバイジャンで販路開拓へ商談会 県商工会連

12 アイドル「Ｃｈｕｌｉｐ」 ２８日富山マラソン  応援ソング聞いて

19 富山マラソン２０１８ あと２日 本紙新人挑む  砺波支社編集部  芝井悠太記者

27 消費増税時の支援要望 砺波商工会議所

27 砺波の魅力ふんだん 名取川さんアトリエ展

27 スポーツ通じふれあい 砺波市老人クラブ連合会

27 パークゴルフ２０６人熱戦 第１回庄川温泉郷杯パークゴルフ大会

27 ＪＡとなみ野人事 （１１月１日）

28 とやまいろいろ図鑑１３６ 砺波郷土資料館４５ 電話⑤ 押しボタン式電話機

31 郷土描く２６点 築山さん作品展

32 県土緑化推進功労者を表彰 富山で花と緑の大会

34 改組新第５回日展 入選・出品者（県関係）

別16 広告 おとなのえほん時間  図書館ＣＡＦÉ

富山 13 地鳴り 称名滝近くに駐車場整備を  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

13 地鳴り 過度な延命断りたい  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

16 くらしの日記 戸出中の思い出  紫藤道子 ８４歳（砺波市狐島）

21 中段さんが優勝 第４３回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

22 功労、入賞者たたえる 富山で花と緑の大会

23 男女７８チーム熱戦 県秋季ミニバス  富山で抽選会

24 学校図書充実に砺波市に２５万円 砺波法人会が寄贈

24 「移住者の意見大事に」 富山新聞政経文化懇   本紙連載 酒井順子さん語る

25 森田さん（富山）２度目特選 日展・彫刻  日本画 富山出身２人新入選

26 豪華 白鵬の化粧まわし 砺波市美術館  あすから松尾敏男展  紅白「牡丹」と「日に霞」

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 28 企画展「松尾敏男展―毎日が常に出発である―」 ２７日～１２月２日、市美術館

毎日 26 ギャラリーだより 第３９回企画展「こころ届ける絵手紙展」
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 ２７日　土曜日
北日本 22 仲間と集う 東山見小昭和２６年度卯辰会（砺波市 山田幸夫）

24 たかはたポーク ぺろり 小中学校などで特別給食

24 篆刻・書の力作３１点 第９回槇冬菫・篆刻と書のサークル展

25 花嫁のれん見に来て 来月４日 砺波「東般若公民館まつり」

25 整備に３０～５０年で１５０億円 公共下水道来年１月に方向性

32 となみ政経懇話会 １０月例会 講師 関西学院大総合政策学部客員教授 大崎麻子氏

33 ３４中学７高校表彰 県カギかけコンテスト 受賞校

33 ４Ｋデラックス導入 １２月からＴＳＴ

富山 1 日本画 多様さ追求 「能登の太鼓」など５０点 砺波市美術館　松尾敏男展 きょう開幕

2 中川、澤田氏に高齢者叙勲伝達 元庄川町議会議員の澤田純三氏（８８）

22・23 富山夏の読書感想文・感想画コンクール 感想文高学年・金賞 飯田梨央さん 砺波市庄南小５年

26 ３４中学７高校表彰 カギかけコンテスト

26 １７人１団体に高岡市教育功労 １日表彰式

27 合併浄化槽で１５億円に 砺波市下水道検討委が試算

27 上映会の募金寄付 北陸労働金庫砺波支店の地域推進委員会

27 中段さんに栄冠 となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

28 砺波産豚肉「おいしい」 幼稚園、小中学校の給食に

30 資格取得目指し配線技術学ぶ 砺波工業高で講座

31 射水市庁舎「不正不明」 免震データ改ざん ＫＹＢ、追加公表

朝日 27 「介護なし」県内も 県と８市 障害者採用に条件

 ２８日　日曜日
北日本 9 ニュースの今 とやま３０年 焼肉酒家えびす集団食中毒事件

16 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

22 らいちょう 富山県高文連新聞専門部 マーチング ２チーム出場

23 北日本文芸 歌壇 俳壇 入選作品

26 庄川町菊花展 入選者

27 大火災想定し対応確認 市が訓練 ミキサー車で給水も

27 秋の植物あしらう 市華道展

27 気多神社１００周年 改修完了 千代獅子方若連中が奉納舞

32 らいちょう編集局開局 本社 高校生が取材・紙面制作

32 記者ぶろぐ 「見せる警戒」で防犯

33 テクノホール食の王国開幕「富富富」ずし人気 富山の味 極上

33 多彩な花並ぶ 県品評会

33 環境守る決意新た 婦中で県大会

富山 1 日本画の枠超えた傑作 松尾敏男展 開幕 砺波市美術館

7 地鳴り フリマに初めて出店 角栄一 ６６歳（砺波市）

20 １００周年祝い獅子舞、餅まき 砺波・氣多神社

20 メルギューくんとメルモモちゃんの「お友達」 ご当地キャラ大集合

20 ロビー展 砺波まなびや友の会書道展 富山銀行砺波支店

21 秋の風情伝わる５７点 砺波 砺波市華道協会の華道展

22 創造性伝わる３８８点 砺波児童作品展

22 功労者たたえる 県環境保健衛生大会

23 黒部、砺波 高岡、糸魚川 ４強 北信越少年野球大会第１日

23 丸岡、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

26 柔らか花鳥画に見入る 松尾敏男展 開幕 長女・由佳さん「砺波と縁」

 ２９日　月曜日
北日本 1 男子 荒山 女子 廣瀬Ｖ 富山マラソン２０１８ 過去最多１万２２５５人完走

2 けさの人 １位でゴール驚いた 富山マラソン２０１８男子の部で優勝した 荒山博樹さん

9 追想 木材運搬に意地と誇り 全国で活躍した元流送夫 片山良雄さん（砺波市徳万新）

25 荒山 中盤で一気 持久力強化 初の頂点

35 合祀１００周年 盛大に祝う 住吉神社 大神楽や獅子舞奉納

37 リンゴ収穫しパイ作り 砺波市社会福祉庄東センター

37 地震想定し避難訓練 東山見地区

38 ろくろ使った木工楽しい 庄川なんでも市 家族連れでにぎわう 旬の味覚も販売
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38 金屋石採掘 先人敬う 語る会など 洞穴に新しいしめ縄

39 移転前に感謝のアート 五鹿屋公民館 壁やふすまに描く

39 城端線の３駅で住民ら環境整備 砺波・砺波工業高に感謝状

富山 1 １万３７１８人駆ける 富山マラソン２０１８

14 砺波・住吉神社で慶賀祭 合祀１００周年 華やかに

14 ２９人に記念品 長寿と健康願う 砺波・高波で敬老会

15 壁やふすまに感謝のアート 砺波・五鹿屋公民館

16 ４選手が捕球送球を指導 砺波北部小で教室

17 高岡３年ぶりＶ 砺波に７－３

18 本社賞に水上さん 育英センター 英語コンテスト

18 新米、リンゴ販売 木工体験が人気 砺波で庄川なんでも市

21 他の大会と連動、定着 富山マラソン

21 初優勝に「まさか」 男子・荒山さん 昨年６位から躍進

北陸中日 11 富山マラソン ２０１８ 砺波の荒山さん 男子Ｖ

11 伏木錬成館 全国大会へ バトン １８歳以下と１２歳以下の部

読売 25 小雨の越中路 疾走 富山マラソンに最多１万２７１１人

朝日 29 秋風と駆け抜ける 富山マラソン １万３千人出場 フル男子 砺波の荒山さんＶ

毎日 22 １万２７１１人 越中路疾走 富山マラソン２０１８

 ３０日　火曜日
北日本 16 陸上 北信越高校新人大会・県関係分 大会結果

16 サッカー 高円宮杯Ｕ－１５県リーグ 試合結果

17 高校野球 １年生県大会 大会結果

17 バスケットボール 全国高校選手権県予選会 大会結果

22 高齢者宅のカイニョ手入れ 砺波市のカイニョお手入れ支援隊

22 県西部 魅力いっぱいやで 関西の旅行会社招きツアー ６市商品化へＰＲ

22 色使い優しいイラスト並ぶ 吉田さん作品展

23 危険空き家に指導 砺波市  市内１０戸 改善なければ勧告

23 種田地区農地整備事業の安全を祈願 砺波市土地改良区種田地区委員会

23 園児に「付いてきて」 庄川中と青島保育所  生徒 避難訓練で誘導

23 雷鳥軍団選手に基礎学ぶ 富山ＧＲＮサンダーバーズの選手を招いた野球教室

28 柿林さん（富山短大）最優秀 県食肉惣菜創作発表会

28 最優秀賞に山本・道具さん 県万引防止ポスター

31 民意と歩む 女性目線 議会に新風 県内女性議員８．４％  ３議会は男性のみ  

富山 15 地鳴り 環境保全研修視察会に参加  黒田和也  ４１歳（砺波市）

19 文芸喫茶 川柳  となみ野川柳会９月句会

24 小矢部、南砺市に図書購入資金寄贈 砺波法人会

24 種田地区の農地整備起工 砺波で安全祈願祭

25 空き家４４戸増の４６７戸 危険度高い５３戸  調査の方針  砺波市議会特別委

25 租税のクリアファイル贈る 砺波税務署に間税会

25 生徒と園児が一緒に避難 砺波で訓練

26 松尾敏男の世界㊤ 砺波市美術館  画業の最後飾る牡丹

26 知事賞に小中生７人 「県民家庭の日」作品で審査

26 女子大生が現場見学 県建設業協会

27 最優秀賞に柿林さん 食肉惣菜創作県大会

27 最優秀に山本、道具さんを選ぶ 万引き防止ポスター

27 高志の国文学、先人に学ぶ 児童生徒７５人を表彰

27 明星 砺波 伏木 高岡西部 ４強 第４回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第３日

27 安達が連覇 第２３回北信越高校新人陸上競技大会

29 １人暮らしの屋敷林整備 砺波のカイニョ支援隊

29 旅行会社対象にモニターツアー 県西部６市

北陸中日 13 「惣菜創作発表会」県大会 「肉巻き高野豆腐」絶品  柿林さん（滑川）最優秀

13 「子どもの教育に」砺波法人会２０万円 小矢部市に寄付

13 県高校野球一年生大会 大会結果

読売 26 弓道 第３７回全国高校選抜大会県予選

26 陸上競技 第２３回北信越高校新人大会
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26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ３１日　水曜日
北日本 3 ふるさと紀行我がまち砺波市 砺波市長 夏野修

12 手軽さ手頃さが魅力 日帰りバスツアー人気 本紙記者体験記

12 レシピ手帳 ニンジンのスムージー（農家レストラン大門女将・境嘉代子）

18 テニス  コーセル・あすなろ倶楽部杯オープン大会 大会結果

18 弓道  全国高校選抜大会県予選 大会結果

23 てくてく風土記 高岡市吉久地区②さまのこ屋  古民家カフェに変身

23 となみブランド認定 金屋石・三郎丸蒸留所ウイスキー  砺波市１９事業者１７品目

23 教育用図書資金に２０万円 砺波法人会

23 ２４人１団体たたえる 砺波市「文化の日の表彰」

23 チャリティー展の収益預託 砺波市美術協会

25 庄川ゆずまつり「豊作の年」ＰＲ 来月１０、１１日

27 県功労に４５人１３団体 あす表彰式  山下泉（６３）、𠮷川信一（６８）、五鹿屋花と緑の推進協議会

28 わたしの新聞コンクール 岡峯さん（高岡市平米小３）ら金賞 ３部門入賞作決まる

28 最優秀に中島さん（富山岩瀬中） 緑化ポスター  １２点を全国出品

29 介護の質向上へ研修 富山短大

31 視点２０１８ 耐震化遅れ 批判少なく 富山市の公立小中  県内市町村の小中学校耐震化率

富山 1 紅葉のトンネル 砺波  県内、きょう寒く

2 県功労表彰 ４５人１３団体が受賞  過去最多、あす県庁で式典

15 地鳴り 「高校入試」と聞くと思い出す  戸田祐子 ５６歳（砺波市）

15 地鳴り 年金の請求手続き書類  北清俊一  ６１歳（砺波市）

24 ２４氏１団体を表彰 砺波市  ３部門、２日表彰式

24 空き家対策を学ぶ 砺波でセミナー

25 金屋石と若鶴のウイスキー 市がとなみブランドに認定  １９業者１７品目に

25 五鹿屋Ｂが優勝 第１回砺波市カローリング協会長杯カローリング大会

25 住民らが消火訓練 砺波  砺波市消防秋季訓練

26 松尾敏男の世界㊥ 砺波市美術館  憧れの回転木馬

27 ゆずまつり来て 本社砺波総局でＰＲ  １０、１１日「今年は収穫順調」

北陸中日 16 県功労  ４５人１３団体 平昌パラ４位 川除さん最年少受賞

16 砺波市功労者ら２４人、１団体受賞 自治功労者、市民功労者、産業奨励賞の受賞者

17 若鶴酒造・ウイスキー  庄川伝統の金屋石 となみブランド新たに２点

読売 24 よみうり文芸 短歌  源通ゆきみ

24 県功労表彰 ４５人と１３団体に 山下泉、𠮷川信一、五鹿屋花と緑の推進協議会

毎日 24 県功労者に４５人１３団体 山下泉 ６３、𠮷川信一 ６８、五鹿屋花と緑の推進協議会

日本経済 35 値上げサケられず 北陸の地酒 苗加屋や加賀鳶 「輸送費・電気代が重荷」

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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