
　　　　　　　２０１９（令和元）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　火曜日
北日本 5 実質公債費比率　７市町村が悪化 １８年度　ワーストは上市町

5 歳入歳出とも減 市町村決算

16 声の交差点 古里は秋たけなわ　西出郁代　７７歳（兵庫県）

22 わが家のアイドル 斎藤奏太ちゃん　２歳８カ月　砺波市杉木

23 生徒作詞の１１０周年歌 砺波高　合唱コンクールで披露

24 寺で朗読と音楽鑑賞 「いこいのひととき」　砺波市三島町の瑞祥寺

24 秋の自然観察楽しむ 県ナチュラリスト大会　砺波市の県民公園頼成の森

富山 2 県内市町村の実質公債費比率 高岡市　４年ぶり　最高率脱出　昨年度　最高は上市町１５．６％

25 カローリング　親子が体験 砺波・高波地区

26 新聞社の事業に理解 出町中２年生が「１４歳の挑戦」　本社砺波総局に４人

27 砺波高　記念歌高らか 合唱コンクールで初披露

読売 31 軽減税率説明会 各税務署

　 ２日　水曜日
北日本 11 砺波のギャラリー無量　展覧会の企画を公募 美術シーンに  一石

15 声の交差点 捨てる大切さ学ぶ  砺波市 小西文子 （７５歳）

15 仲間と集う 「沃風会」造園Ａグループ　（砺波市　下保豊秋）

17 聖火リレー盛り上げ コカ・コーラ社制作　ピンバッジ紹介

17 「誠実な人だった」 上田元市長しのぶ

17 ナイフ・フォーク扱い学ぶ 庄東小で洋食マナー教室

18 立体映像施設　蒸留所に完成 若鶴酒造　三郎丸蒸留所内に完成

22 砺波　夢の平　スキー場にコスモス１００万本 ５日開幕　本社で実行委ＰＲ

22 きようの催し 砺波　

24 イノシシ２頭陰性 県内　豚コレラ感染検査

25 酒気帯び運転で陸自隊員停職 富山駐屯地

富山 4 来月の運転再開へ　乗客向け動画制作 べるもんた　城端・氷見線活性化推進協議会

13 地鳴り 鉄砲隊の演武　おいと見学　黒田和也　４２歳(砺波市)

13 地鳴り 一斉奉仕で草むしり　犀川寮明　７１歳(砺波市)

13 地鳴り 「なつぞら」で元気もらう  北清俊一 ６２歳（砺波市）

20 ウイスキーの魅力　音と映像で伝え 砺波・若鶴酒造

20 チラシ仕分け　苦労に触れ 本社砺波総局　出町中「１４歳の挑戦」

21 第７０回チューリップフェア　リッセ市に職員派遣 オランダ　花壇デザイン研究

21 聖火リレー記念バッジ５００人に配布 体育センター１周年

22 １００万本コスモス見て ５日開幕　砺波の実行委来社

24 紙風船　 国史跡増山城跡の御城朱印

26 豚コレラ、イノシシ２頭陰性 砺波市と立山町で捕獲された２頭

27 酒気帯び運転　３曹停職 陸自富山駐屯地

北陸中日 5 発言 北陸力士　秋場所熱戦を演出　上野亮平 ７６歳（砺波市）

9 旧糀室で３次元ＣＧ映像　ウイスキー造り　歴史や工程紹介 若鶴酒造三郎丸蒸留所に施設

14 洋食マナー　給食で学ぶ ナイフとフォークで舌鼓　砺波・庄東小

15 夢の平　コスモス見に来て 砺波、５日から　本紙富山支局でＰＲ

26 酒気帯び運転で３等陸曹を停職 陸自富山駐屯地

読売 26 砺波のゲレンデにコスモス１００万本 実行委ＰＲ

27 ３等陸曹を停職３か月 酒気を帯びた状態で運転

毎日 20 酒気帯び運転の自衛官を停職処分 陸上自衛隊富山駐屯地

 　３日　木曜日
北日本 11 なるほど！富山の高速道路 ⑫なぜ高岡通らない　宅地避け山寄りに　砺波との格差是正も

14 ボランティアしませんか 散居村マラソンの手伝い

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 声の交差点 楽しかった食事会　村中正敏　８９歳（砺波市）

19 仲間と集う 旧砺波北部中昭和４４年卒５０年目の同級会（砺波市 仁木久司）
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21 感謝祭で球根植える チューリップ球根の収穫感謝祭　

21 芸術性高い作品並ぶ 「写真アートペーパー展」　砺波市美術館

21 売り上げの一部を預託　 県洋画連盟砺波地区

22 石田さん（高岡芳野中）最優秀 花と緑のポスター　標語は月岡さん（朝日　さみさと小）

富山 22 チューリップ豊作感謝 砺波で県花卉球根農協

22 チューリップ公園　咲き誇る花に歓声 高岡の「やすらぎ」が遠足

22 園児と高齢者がサツマイモ掘り 砺波の庄下高齢者学級

23 「砺波のよさに自信を」　本社総局で「１４歳の挑戦」 出町中の４人　夏野市長にインタビュー

24 わが家 國澤考人さん（４５）　恭子さん（４１）　昂雅ちゃん（１）　小野田裕司さん（７１）　

25 ３２チーム、５日から熱戦 呉西地区新人少年野球大会

北陸中日 11 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

11 季節 となみ夢の平コスモスウオッチング

読売 27 球根豊作　うれしいな　砺波 県花卉球根農業協同組合の球根収穫感謝祭

日本経済 39 ウイスキーの工程、ＣＧに 若鶴酒造が展示施設　麹の育成室を再利用

 　４日　金曜日
北日本 16 第３９回全国万葉短歌大会 大賞に秋村さん（富山） 豊さん（東京）

29 「戦国米」で地域元気に 栴檀野産コシヒカリ ブランド化へ起業 砺波 増山の信田さん

29 秋の味覚たわわ 栴檀山 特産ふく福柿収穫

30 皇室へ 球根献上４５００個 チューリップ６品種箱詰め

30 看護師へ一歩 砺波准看護学院戴帽式

31 第４９回砺波地区中学校新人大会 大会結果

35 ニュースファイル 窃盗疑い看護師逮捕

富山 1 きょうから早期出荷 豚コレラ対策、県内２養豚場

2 社説 北陸の訪日旅行 富山、石川の連携不足が課題

13 地鳴り 日本の山野は荒れている 河合泰 ８６歳(砺波市）

20 ふく福柿 生育順調 砺波・栴檀山地区 収穫始まる

20 皇室献上 令和初 球根箱詰め チューリップ６品種４５００個 砺波市、来月宮内庁に

21 「１４歳の挑戦」取材を体験 砺波・庄西中２年生５人 サツマイモ農家に密着

21 「１４歳の挑戦」取材を体験 砺波・出町中生が准看護学院を訪問

21 戴帽式、１６人が決意 砺波准看護学院

23 吹奏楽、マーチング全国大会健闘誓う 小中高９団体激励会

23 砺波地区寿野球 定期リーグ戦 大会結果

24 事件・事故 窃盗疑いで女逮捕

北陸中日 15 〝口福〟のふく福柿 砺波で収穫 砺波市名産の「ふく福柿」の収穫始まった

15 令和初の献上球根箱詰め 砺波市 チューリップ、皇室に

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 23 スキー場舞台にコスモス１００万本 砺波であすから

 　５日　土曜日
北日本 8 北村会頭を再任 砺波商議所　砺波商工会議所臨時議員総会

8 現場拝見〈３５〉 新光硝子工業　砺波市太田　「曲げ」で美と機能追求

25 新図書館のイメージ描く 新図書館に親しんでもらう体験講座

25 女児４人が浦安の舞稽古 砺波市柳瀬の比賣神社の大祭

25 保育所訪ね園児と交流 砺波工高機械科の２年生３９人　鷹栖保育所

26 味わい深い墨彩画 太田無老会作品展

29 仲間と集う ペタンク　カローリング太郎丸クラブ　（砺波市　端保勇一）

富山 5 第３５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

23 地鳴り ひ孫の会話をこっそり収録　紫藤道子　８５歳(砺波市)

26 園児と「電車ゲーム」 砺波工高生、鷹栖保育所を訪問

27 ８０回目「浦安の舞」　砺波東部小の４人 来月奉納へ練習始める

27 「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

27 砺波・東野尻地区で訓練 砺波市東野尻地区の防災訓練　

29 富山新聞文化センター　アピタとなみスタジオ 県学生競書展へ練習　こども書道の受講生

北陸中日 7 車内食堂で富山の美食 来月運行再開　べるもんた新メニュー

14 チューリップ球根　砺波で収穫感謝祭 園児が植える　砺波市矢木の八咫壺神社
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毎日 20 ふく福柿収穫始まる 砺波・栴檀山地区

 　６日　日曜日
北日本 12 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝 出町３位　宮井主将「目標を達成」

18 コスモス　きれいだね　砺波　夢の平 満開　１２～１４日　「２０１９となみ夢の平コスモスウォッチング」

18 天位に四宮さん（富山） 県俳句連盟秋季大会　幼少期の息子詠む

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 大変な仕事で自分を褒めたい　春川正人 ７２歳（砺波市）

21 散居村を見学 砺波で帰農塾　県の農山漁村の体験型イベント「とやま帰農塾」

21 油田Ａが優勝 第２５回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会

23 呉西地区新人少年野球　氷見で３２チーム熱戦 比美乃江稲積など２回戦へ

23 コスモス１００万本可憐 砺波・夢の平ウオッチング開幕　「２０１９となみ夢の平コスモスウォッチング」

23 １６７人が熱戦 第１２回県小学生ソフトテニスフレンドシップ大会

北陸中日 5 発言 咲き誇る花　気持ちも和らぐ　島田栄　７１歳（砺波市）

9 ＰＴＡ新聞　力作並ぶ 金沢で作品展　砺波・出町小が入賞

25 コスモスの秋　始まる となみ夢の平スキー場　「となみ夢の平コスモスウオッチング」

 ７日　月曜日
北日本 4 自治体庁舎エレベーター　二重ブレーキ設置４５％ 財政難・コスト高理由

15 仲間と集う 聞願寺土曜学校　（砺波市　埴山明美）

17 「道宗道」駆け抜ける 南砺　山岳古道　トレイルランに５８６人

18 爽快　県西部巡り　 太閤山ランド発着　ロードバイクで９０㌔

富山 3 二重ブレーキ設置４５％ 自治体本庁舎エレベーター　県と８市町　設置ゼロ　富山

9 地鳴り 制度が複雑でついていけず　角栄一　６７歳(砺波市)

16 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（ＬＣ）

17 嶋さん（射水）が優勝 射水で本社杯健康麻将

17 ３００人が親睦 砺波・高波　砺波市高波地区の親睦体育大会

17 スポーツ祭り　９種目楽しむ 砺波・若林　砺波市若林地区民スポーツ祭り

17 １４種目で交流深め 砺波・庄下　砺波市庄下地区民運動会

19 呉西地区新人少年野球 石動埴生　宮田　二塚　牧野　４強

20 雨の道宗道駆け抜け 第６回世界遺産五箇山・道宗道トレイルラン大会

北陸中日 10 地域未来派　 道の駅庄川駅長　東亮輔さん　挑戦続々　止まらない

23 県内自治体庁舎エレベーター 二重ブレーキ　３３％のみ

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 20 全国高校ラグビー 富山第一　ＶＳ　高岡第一　来月２日、県大会決勝

　８日　火曜日
北日本 5 高岡武道館統廃合 県西部に配慮を 自民県連政調会議

6 県議資産 平均２０６６万円 １億円超  五十嵐・中川・米原氏 

21 行革の状況報告 市民会議

22 地域で生き生き過ごして 渓明会が整備 こごみ事業所  来年３月末完成予定

22 歴史や文化に触れる となみ野バスツアー  家屋や石仏見学

22 安全な県づくり 県推進大会

22 都市部の大学生ら農村の暮らし体験 「とやま帰農塾・砺波塾」

28 朝乃山「勝ち越し目指す」 砺波で大相撲秋巡業  ３０００人 取組に沸く

富山 1 朝乃山「九州で三役入り」 となみ野場所  地元で堂々

2 豚コレラ対策で殺処分を初訓練 砺波市であす

3 県議資産 平均１９３５万円 ４０人が公開  １億人超５人、マイナス１２人  上位１０人すべて自民

3 高岡に武道館整備を 自民県連  県西部で政調会長会議  射水はベイエリア 砺波は城端線で要望

18 障害者の高齢化に対応 小矢部 グループホーム整備  来年３月開設

19 団体運営補助見直し 砺波市  人件費や飲食費対象

20 ４７人１９団体が表彰 県安全なまちづくり大会

20 五鹿屋Ａが栄冠 第１５回砺波市老人クラブ連合会カローリング大会

北陸中日 12 県議資産 平均２０６６万円 ４年前から５７万円増  五十嵐氏最高額

13 朝乃山 白星に沸く 大相撲・ＪＡとなみ野場所  ファン大歓声

13 蘭・リッセ市のチューリップ公園 砺波市が来春、職員派遣

読売 28 秋巡業 朝乃山に声援 砺波

28 県議資産 平均２０６７万円 ６０万円増  １億円超３人
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28 皇室献上の球根 砺波で箱詰め 県産チューリップの球根の箱詰め作業

朝日 22 資産１億円越え３人 県議報告書 五十嵐氏トップ

毎日 22 県議 平均２０６６万円 資産公開  １億円超は３人

　 ９日　水曜日
北日本 17 最新ＭＲＩで診断精度向上 砺波総合病院

17 秋なのにヒマワリ満開 遊休農地に１万本

19 東京だより バラなど題材  藤森兼明さん個展

富山 3 優秀施工者８人 １１日に大臣顕彰 沖田透（５４）＝砺波市庄川町、岡部

20 農地の活用状況視察 砺波

20 ＭＯＡ美術館砺波児童作品展 最高賞 横井紗さん（庄川小４）  本社賞 横井杏、松田さん、横川君

21 秋のヒマワリ見頃 砺波・一番町に１万本

21 歌手の水田さん　砺波でショー 砺波市福祉センター北部苑

22 トップに聞く㉜ 販路開拓「無我夢中で」  若鶴酒造（砺波市）小杉康夫社長

23 高画質で検査時間短縮 砺波総合病院  最新のＭＲＩ導入

23 砺波でも激励会 ねんりんピックにも 砺波市出場選手激励会

北陸中日 10 砺波総合病院に新型ＭＲＩ ８日 報道陣に公開

11 秋も沈まぬ太陽 砺波中心部にヒマワリ畑

読売 28 よみうり文芸 短歌  砺波市 山田裕子  俳句 砺波市 源通ゆきみ

28 秋の花 ハロウィーン仕様 チューリップ四季彩館

29 夏残る車窓 砺波

朝日 23 秋の福 みんなに届け ふく福柿 出荷  砺波

  １０日　木曜日
北日本 11 県俳句連盟秋季俳句大会 ５位 砺波市 野村邦翠  ６位 砺波市 二俣れい子

15 声の交差点 孫が貴重な体験学習  砺波市 武部幹夫（７９歳）

14 県内美術館・博物館の催し（１０／１０～１０／１６） 松村外次郎記念庄川美術館

14 公演ガイド 演奏とトーク楽しむ

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 あす県女子アマゴルフ 富山ＣＣ 令和初代女王へ熱戦

26 てくてく風土記  砺波市増山地区 ①スマホアプリ  城跡で戦国時代体感

27 ボランティアの功労者・団体表彰 第３１回県民ボランティア・ＮＰＯ大会

28 中学生は考える  １４歳の挑戦 砺波市庄西中  吉澤僚大  山本健太  野田果奏

32 豚コレラ  月内にワクチン接種 県意向「なるべく早く手続き」

32 住宅の庭に子グマ 立山

32 クマ出没情報  ９日発表 砺波市

富山 13 地鳴り 明るい未来感じる記事  嶋村了吉  ５５歳（砺波市）

13 地鳴り 同年生まれの楽しい集まり  犀川寮明  ７１歳（砺波市）

19 すこやか育児 舘 幸恵さん＝砺波市杉木  次女 ここねちゃん

25 園児が歌や踊り 高齢者元気づけ 砺波・東部保育所

26 最優秀賞に才崎さん あすから展示始まる 小中学生写真コンテスト

30 感染豚殺処分 防護服で訓練 豚コレラで県演習

30 クマ出没情報（９日） 砺波市庄川町金屋

北陸中日 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

読売 29 家畜伝染病に備え訓練 県・１４市町など  防疫へ手順確認

毎日 20 黄金色  大輪映える 砺波 秋のヒマワリ

21 カメラ探訪 富山県砺波市 風にゆらり１００万本  コスモスウォッチング

  １１日　金曜日
北日本 1 富山など８県早期接種 豚コレラワクチン 指針改定案了承

5 県の地域医療構想 病床削減 容易に進まず 再編必要 県内５病院

15 仲間と集う 雄神小昭和３７年度卒同級会（砺波市 坂井栄作）

24 てくてく風土記  砺波市増山地区 ②城跡公園  往時の祭り懐かしむ

28 きょうからチューリップ四季彩館 球根まつり来てね キャラバン隊本社でPR

30 住宅街でも猟銃駆除 県警方針「現場で適切に判断」

富山 3 市町村の補助金拡充 クマ対策で県 限度額最高６倍に

18 井波をコースに追加 庄川町、１９日にウオーキング
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20 ＮＰＯ大会 ２００人が交流 富山 ボランティア活動に貢献した個人、団体、企業に対する表彰

20 県産チューリップずらり 砺波 きょうから球根まつり

20 キクとバルーンでハロウィーン演出 砺波・四季彩館展示

21 笑顔で元気 秘けつ理解 富山で健康と長寿の祭典

21 表彰や芸能大会 県老人クラブ大会

北陸中日 12 お気に入り見つけてね きょうからチューリップ球根まつり

12 補助金限度額増へ 県、クマ大量出没受け方針

13 聖火リレー記念バッジ先着順５００個あす配布 砺波体育センター

13 カブとネズミのえとちなみ木彫 井波彫刻師・音琴さん

読売 26 「プリンセス」ら球根まつりＰＲ 砺波、きょうから

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 県、クマ対策補助拡充へ 緊急対策会議

朝日 23 砺波のチューリップ「好きな色咲かせて」 きょうから球根まつり

毎日 24 チューリップ球根１００種超が大集合!! きょう砺波で開幕

　１２日　土曜日
北日本 1 台風 今夜県内最接近 猛烈な雨 史上最多予測  北陸新幹線３２本運休  東京便 すべて欠航

23 孫の顔や風景 水彩で繊細に マドカグループ展

24 てくてく風土記  砺波市増山地区 ③上和田緑地キャンプ場 心休まる穴場スポット

24 千歯こきで児童が脱穀 砺波市砺波北部小学校の５年生８３人

24 丹精込めた盆栽・山野草 砺波市盆草協会の市文化祭盆草展

25 入賞・入選 力作ずらり ＣＯＳＭＯＳ書会  北日本書道展開幕

25 球根詰め放題に行列 となみチューリップ球根まつり

25 １７人１６団体など表彰 県老人クラブ連合会

32 糖尿病テーマに講演 県と県腎友会が公開講座

富山 1 台風１９号 大型で非常に強い  今夕から県内最接近 猛烈な風雨の恐れ  新幹線３２本運休決める

1 営業時間短縮や催しの中止続出 コスモスウオッチング

22 県産独自品種 安さに列 となみチューリップ球根まつり開幕  「皇室献上」など１７０種

23 麻と砺波の発展紹介 郷土資料館で先人展

24 砺波で殺傷事件対応訓練 砺波署の無差別殺傷事件対応訓練

29 ふく福柿に支柱設置 砺波・栴檀山地区

北陸中日 14 詰め放題が復活 初日から大盛況 チューリップ球根まつり

読売 31 聖火トーチを展示 砺波  ピンバッジ５００人に配布

朝日 29 映像で学ぶウイスキー 若鶴酒造  「室」にスクリーン

29 咲き誇る〝夏〟 砺波

 １３日　日曜日
北日本 1 台風猛威 県内  １人重傷２５４人避難  きょう昼ごろまで雨

23 １周年で無料開放 スポーツに親しむ 市体育センター

23 画塾仲間で作品展 女性作家６人 多彩な分野

24 てくてく風土記  砺波市増山地区 ④蔵蕃そば 地産地消心掛ける

25 砂漠の空と大地表現 庄川美術館 小堀四郎洋画展  画業たどる秀作

25 島倉さん（砺波）天位 市文化祭俳句大会

30 不安な夜 身寄せ合う 県内１１市町に避難所  イベント中止きょうも相次ぐ

31 暴風雨 暮らし直撃 県内台風  ４７３０戸停電 倒木相次ぐ

31 県内 交通機関まひ 鉄道運休 空の便も欠航

富山 1 台風１９号 首都圏直撃 富山市で７０代女性重傷  射水で７４世帯に避難勧告

1 交通乱れる きょうも運休

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 台風過ぎて深まる秋　小倉慶子 ７４歳（砺波市）

15 東京五輪のトーチ持って記念撮影 砺波体育センター

16 古典臨書展の奨励賞 県内  梅基、佐竹、木本さん

17 男子 小杉 女子 博労  予選１位 砺波でミニバス・サザンクロス杯  県内外２１チーム熱戦

22 広告 「となみパルピテーションカレッジ」

北陸中日 1 射水 ７４世帯に避難勧告 台風１９号  ４市町、３２００戸で停電

読売 27 台風接近 不安な一夜 射水など避難所開設

朝日 19 住民避難 列車も運休 台風１９号  イベントなどに影響
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毎日 20 北陸ひと模様 「のぶた農城」社長  信田浩光さん（４０）  「戦国米」で増山城をＰＲ

 １４日　月曜日
北日本 10 声の交差点 旭日旗容認に疑問  砺波市 上野亮平（７６歳）

22 天位に齊藤さん 「辛夷」年次大会

22 天位に渋谷さん（小矢部） 県短歌大会  地位 萩中・村山さん（富山）選ぶ

富山 13 地鳴り 草刈り後に見た一輪のアサガオ  西川良子  ６６歳（砺波市）

13 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

24 女子・博労（高岡）準優勝 砺波でサザンクロス杯  男子は小杉３位

24 糖尿病に理解深め 砺波で県腎友会講座

26 県内各地で被害 リンゴ落果、ネギ曲がる／のり面や護岸崩れ／５７００戸停電

北陸中日 5 発言 砺波駅「花と緑」にほど遠く  貝渕文夫 ７０ 富山県砺波市

 １５日　火曜日
新聞休刊日

 １６日　水曜日
北日本 6 中西氏が次年度会長 砺波商議所青年部

23 声の交差点 子供の受難に思う　沖田信一　７１歳(砺波市)

26 ２４１人健康ウオーク となみ庄川水辺ウオーク

27 多彩な運動で汗 スポーツフェスティバルｉｎとなみ

28 チューリップフェアが名所賞 オランダ　世界サミット　「最も旅する価値のあるチューリップの名所賞」

28 屋敷林を掃除 砺波カイニョ倶楽部

28 特殊詐欺気を付けて 砺波市出町地区防犯組合や同地区自治振興会

28 悪天候で競技中止 熱気球イベント・スカイフェスとなみ

36 砺波の路上窃盗　懲役２年６月求刑 地裁高岡で検察　

37 高岡・砺波で新たに被害 新湊のボートは撤去

富山 28 カローリングやトランポリン満喫 砺波でスポーツフェス　第１９回スポーツフェスティバルｉｎとなみ

28 屋敷林の枝葉処理 砺波カイニョ倶楽部

28 砺波は中西氏に 砺波商工会議所青年部臨時総会

29 砺波市長、オランダ訪問　リッセ市長　出席に前向き　 ２１年のチューリップフェア

29 庄川の自然満喫 第１３回となみ庄川水辺ウオーク

29 太田さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会第４回祖泉会堂杯ＰＧ大会

29 創業１００周年で寄付 笹谷工業、射水市に

30 特殊詐欺被害ゼロ呼び掛け 砺波・出町防犯組合

34 強制わいせつと窃盗　懲役２年６月求刑 地裁高岡支部

読売 12 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

32 よみうり文芸　短歌 砺波市　井上房子

 １７日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（１０／１７～１０／２３) 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 朝市夕市　県内 砺波市

20 北日本新聞文化賞　地域社会賞 富山県太鼓協会　会長　本田勝也氏　事務局・砺波市三島町

25 市政に役立てて 笹谷工業が１００万円寄付

27 世界チューリップサミット 四季彩館（砺波）に「今年の展示」賞　夏野市長が出席

27 市役所に募金箱 魚津・砺波・氷見・射水

27 １９日のホーム開幕戦ＰＲ バレーボールＶリーグ１部（Ｖ１）女子のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

30 きょうの催し 砺波　写真展（国展出品者グループ展２０１９）

32 コスモス　秋風に揺れ となみ夢の平

32 県内３河川　一時氾濫注意 台風１９号接近

富山 13 地鳴り 中心市街地の再生を期待　北清俊一 ６２歳（砺波市）

13 地鳴り 富岩運河の知識を深め　 黒田和也 ４２歳（砺波市）

13 コント 砺波・越中之助

19 くらしの日記 思わぬ再会　紫藤道子　８５歳（砺波市）

25 職員研修を受け入れ 姉妹都市リッセのチューリップ園

25 租税教室配布物　税務署に贈る 砺波法人会

25 桜ケ池周辺で桜植樹 砺波ＬＣ

27 Ｖ１リーグ　ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 砺波で勝利へ一丸　１９日、トヨタ車体戦で抱負
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30 金づち男　鑑定留置終了 砺波・温浴施設襲撃で地検

30 ４観測所　注意水位超え １２～１３日　小矢部、庄、熊野川

北陸中日 11 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

13 砺波市ダブルでチューリップ賞 オランダでサミット

読売 26 県科学展　受賞作品 中学校

 １８日　金曜日
北日本 4 研修医 県内病院に７９人 マッチング結果公表 過去３番目の多さ

12 つなぐ とやまデータ探偵団 図書館の蔵書・貸出

24 広告 空中カフェ２０１９

26 「謙信の秘刀」もらおう 増山城跡巡るスタンプラリー 先着５０人にミニチュア

26 印象的な写真並ぶ 砺波地区の写真家グループの作品展

26 租税教室で役立てて 砺波法人会

富山 1 豚コレラ対策 自衛隊ヘリでワクチン投下 農水省方針 イノシシ用

3 県内７９人内定 過去３番目に多く 臨床研修医のマッチング結果

23 増山城アプリ発信を 「謙信の秘刀」を進呈 砺波市教委

23 施錠の徹底など推進 砺波市防犯協会

23 最優秀賞に伊藤さん 中学生は松井さん 砺波地域防火ポスター

23 金子さんが優勝 砺波市太田地区パークゴルフ大会

27 県内いじめ１４００件 ３年ぶり増 ２番目に多く

北陸中日 15 コスモス おとぎの国 夢の平スキー場で最盛期

15 小中生の感性と技 写真コンテスト展 散居村ミュージアム

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 １９日　土曜日
北日本 5 県と１４市町村の施設 ８３％が全面禁煙  改正法施行後

5 うるおい環境とやま賞５件 若鶴大正蔵（砺波市）

13 私が見た小倉遊亀  名都美術館長 石丸正運（砺波出身） 修行重ね「仏」のよう  耳に残る品ある声

13 北日本俳壇の集い 佳作  野村邦翠  二俣れい子

21 声の交差点 畑岡プロに感銘  砺波市 石崎弘毅（６６歳）

24 ダリア 色鮮やか 砺波市の県花総合センターで秋を彩る花まつり

24 犯罪のないまちへ一丸 「地域安全ｉｎとなみ」

24 佐武さん川柳最優秀賞 砺波署

25 県発明とくふう展 最高賞にＹＫＫ（黒部）  児童・生徒の部 西田君（高岡東五位小）

25 県内から４人入賞 統計グラフ全国コンクール

25 県立高推薦１２４５人募集 ２０年度入試  再編校の学科 統合先へ

25 令和元年度生活衛生功労者厚生労働大臣表彰 坂井彦就（５８）（県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長）＝砺波市

32 砺波で豚コレラ感染イノシシ 県内 計２１頭

33 連休の痛手 挽回したい 北陸新幹線２５日再開  県内観光地 ほっと  企業 出張の利便性確保

富山 2 がん診療の連携拠点 ４病院、国指定更新推薦へ  県対策協

3 登壇 税務、子育て 走りながら  砺波税務署長  保井久理子氏

24 詐欺防止川柳 佐武さん最優秀 砺波署

25 今井さん優勝 砺波市柳瀬地区グラウンドゴルフ後期大会

26 統合で２７校６３学科に 県立高入試推薦枠  募集人員は１２４５人

27 ダリア  咲き誇る 砺波で花まつり

28 ピンクや白色 コスモス見頃 砺波・夢の平スキー場

28 令和元年度生活衛生功労者厚生労働大臣表彰 坂井彦就（５８）（県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長）＝砺波市

32 砺波のイノシシ陽性 豚コレラ、県内２１頭目

北陸中日 16 １００品種１４００株の花園 砺波で「花まつり」

16 令和元年度生活衛生功労者厚生労働大臣表彰 坂井彦就（５８）（県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長）＝砺波市

30 砺波のイノシシ豚コレラ感染確認 県内２１頭目

読売 20 令和元年度都市緑化功労者国土交通大臣表彰 菊池武雄（農業）砺波市

20 アプリと増山城散策しよう ゲームクリアで賞品

20 ひろば かれん秋風にそよぐ　高岡市・棚田洋子

朝日 25 ニュース短信 野生イノシシの豚コレラ感染２１例に
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 ２０日　日曜日
北日本 17 みんなのＶＯＩＣＥ 「身近なクマ対策」 砺波市 ２０代 男性 戻らぬお金勿体ないね  ６０代 農業 そういう人じゃな

26 「とやまっ子夢の家」絵画コンクール 松田さん・辻屋君 最高賞

富山 6 コント 砺波・越中之助

9 第１９回富山あいの風リレーマラソン 出場チーム一覧

23 ３市消防団が訓練 砺波地域

23 来月の全国操法大会活躍を期待 砺波市女性消防隊

23 高波１～３位独占 第２回砺波市カローリング協会長杯カローリング大会

24 未来描く児童の１１０点 富山で絵画展  知事賞に森井さん

25 金利の仕組みを理解 砺波でマネー講座

25 ドラゴンプロレス 来月８日に砺波大会 本社総局でＰＲ

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

33 秋を飾るダリア 砺波市高道の県花総合センター

毎日 20 行政ファイル 砺波で新たに豚コレラ感染のイノシシ発見

 ２１日　月曜日
北日本 3 社説 県内に兵隊地蔵１１体  戦争伝える「野の史料」

3 堤防計画未達成３割 国管理河川  台風１９号の決壊地点も

18 滑川など８強 高校サッカー県大会

21 キーボードで多彩な楽曲 北日本新聞砺波支社カルチャー教室「気軽にキーボード音楽教室」受講生によるふれあいコンサート

21 広告 空中カフェ２０１９

22 ごみ拾ってウオーキング 大建工業井波工場の「ふれあいエコウオーク」

22 空中カフェ２０１９　秋　－３－ 「高道焼き芋ロール」糀ＡＳＯＢＩ（砺波市） 「さつま芋の米パフェ」プティ ア プティ（砺波市）

23 県内から４人初入選 日展洋画工芸美術  井黒・位寄・田村・中山さん

23 英語の発音話しぶり競う ＩＫＵＥＩコンテスト

23 地元産の農産品販売 「ＢＩＧ庄川なんでも市」 

23 専門学校生企画の結婚式 富山情報ビジネス専門学校のホテル・ブライダル学科の生徒が企画

31 砺波 田園地帯にクマ １頭駆除  「まさか」住民驚き

31 クマ出没情報 砺波市

富山 16 となみ太極拳倶楽部 創立１５周年を祝う となみ太極拳倶楽部の創立１５周年の集い

16 寿野球県選手権が開幕 福光 城端 伏木 砺波 ８強

16 富山の翁さん夫婦 庄川渓谷で愛誓う 鯉恋の宮で結婚式

17 暗唱最優秀は立野君 スピーチは嶋さん 英語コンテスト

19 あいの風リレーマラソン 成績 フルの部⑱やなぜ苑ｆｕｎランクラブ

20 改組新第６回日展 県内から４人新入選 洋画・工芸美術

22 砺波でクマ駆除 成獣、用水に転落

北陸中日 1 堤防計画 ３割未達成 国管理河川  台風１９号で一部地点決壊  県内庄川水系は３２％

5 発言 庄川の秋を堪能してほしい  上野亮平 ７６ 富山県砺波市

9 砺波支えた麻布と問屋 郷土資料館展示  「神田商店」に焦点

読売 27 全国高校サッカー県大会 富山第一 準々決勝へ

　２２日　火曜日
北日本 6 若鶴酒造蒸留所　英専門誌で特集 世界初の鋳物蒸留器紹介

13 声の交差点 天性の詩人・朔太郎　砺波市 春川正人（７２歳）

19 砺波　市内児童が球根植え込み チューリップフェアには満開　きれいに咲いてね　

19 雅楽と庭園美共演 八田さん宅で演奏会　「拾翠苑の雅楽」

20 空中カフェ２０１９　秋　－４－ 「クッキークリームのパイタルト」　ミッシュローゼ

20 ３市消防団が連携確認 砺波地域消防連絡会が消防訓練

26 ４会場で無料税務相談会 北陸税理士会県支部

富山 22 来春のフェアへ球根 砺波　児童が１５００個植える

22 手入れ困難な屋敷林を整備 砺波でカイニョ支援隊

23 学校給食に豚肉贈る 砺波のたかはた養豚

23 砺波市に１００万円寄付 創業１００年の笹谷工業

24 砺波・杉木　子ども増え太鼓新調 児童ク１００人超　あす秋祭りで演奏

24 シベリア抑留者に祈り　高岡で慰霊祭 県ソ連強制抑留犠牲者慰霊碑奉賛会の第１５回慰霊祭

25 男女フリーはおにぎり制す 第１９回メルヘンカップビーチボール大会

29 ３人殴打金づち男起訴 砺波の温浴施設　地検、殺人未遂で
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北陸中日 13 お年寄り宅の屋敷林　砺波で支援隊手入れ カイニョ（屋敷林）お手入れ支援隊

読売 25 殺人未遂罪で起訴 砺波市内の温泉施設

朝日 22 ハンマーで男性３人殴打、殺人未遂罪で起訴 砺波市内の温泉施設

　２３日　水曜日
北日本 16 わが家のアイドル 木村颯花ちゃん　１歳５ヵ月　砺波市若草町

17 砺波学園児童らと昼食・ゲームで交流 となみセントラルＬＣ

17 出町子供歌舞伎頑張ろう 役者の児童が顔合わせ

17 ブランドポーク贈る 砺波市頼成のたかはた養豚

18 青パト２台更新 砺波市出町自治振興会が出発式

18 高齢者宅の屋敷林守れ カイニョお手入れ支援隊がボランティア

18 笹谷工業１００万円寄付 創業１００周年記念

冨山 7 若鶴酒造の三郎丸蒸留所 英ウイスキー専門誌表紙に

13 地鳴り バラの花を咲かせたい　戸田祐子　５７歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

18 子供歌舞伎　６人意欲 砺波　初顔合わせ、配役へ面談

18 人形劇で思いやり学ぶ 砺波地区人権擁護委員協議会

19 来月２日に婚活イベント 砺波、小矢部、南砺連携

20 屋敷林保全の全国ネット あす砺波で設立大会

20 庄川の農産品人気 ビッグ庄川なんでも市

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 19 ハンマー殴打の男　殺人未遂罪で起訴 地検　砺波市の温泉施設

　２４日　木曜日
北日本 12 仲間と集う 笑楽一座の集い　（砺波市　沖田信一）

16 県内美術館・博物館の催し（１０／２４～１０／３０） 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

23 最優秀賞に才崎さん（福野中２） 小中学生写真コンテスト　となみ野田園空間博物館推進協議会

24 最優秀賞　伊藤さん（大谷小６）　松井さん（津沢中３） 小中学生防火ポスター

24 空中カフェ２０１９　秋　－６－ 「昔ながらのベイクドチーズ」　ミッシュローゼ

24 風景描いた水彩画並ぶ 富山市の岡田邦康さんの水彩画展

25 クマ出没に備え連絡体制見直し 夜間・休日

25 名古屋だより 古里の懸け橋に　東海富山県人会総会

32 シクラメン　冬にパッと彩り きょう霜降　砺波で出荷

富山 13 地鳴り 信州小布施を訪ねて散策　黒田和也　４２歳(砺波市)

21 富山文芸　１０月賞 俳壇　稲畑廣太郎選　佳作　源通ゆきみ（砺波市）　

25 新調の太鼓で新曲披露 砺波・杉木　青竹会、勇壮に

25 砺波老人ク会員が園児と大玉転がし スポーツまつり

25 ロビー展 朝倉志津子押し花展　富山銀行庄川支店

25 ロビー展 庄川クラフト会の仕事展

26 循環型の散居村創造を ８市町参加　南砺で全国サミット

27 空き家の未然防止策理解 砺波でセミナー

28 休日夜間　連絡体制強化 砺波市　クマ出没で緊急会議

28 紙風船 砺波市防災訓練

北陸中日 11 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

13 チューリップ　春に見に来て 砺波　児童が球根１５００球植え

読売 27 学生科学賞　最優秀を表彰 県予選　６点　中央審査へ

毎日 24 出町子供歌舞伎　６人思い新たに 砺波・顔合わせ会

　２５日　金曜日
北日本 25 声の交差点 継続こそ生きがい　砺波市　武部幹夫（７９歳）

27 老人クラブ員と園児交流 砺波市老人クラブ連合会が「ふれ愛スポーツまつり」

28 観光スポットで研修会 「金沢・富山県西部広域観光推進協議会」の観光ボランティアガイド研修会

28 福祉充実へ決意新た 県社会福祉大会

28 空中カフェ２０１９　秋　－７－ 「栗ひろい」　ラ・ピニヨン

28 新調太鼓で奉納演奏 砺波市杉木の杉木日吉社秋季例大祭

29 改組新第６回日展　横山さん（南砺　彫刻）２度目特選 日本画　小野さん（砺波）初入選
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29 高木さん（射水）最高賞 第７２回南画院公募展

29 屋敷林保全考える 「全国屋敷林ネットワーク」設立会議

富山 14 広告 祝　富山県立砺波高等学校　創立１１０周年

15 地鳴り 千曲川が早く元の流れに　北清俊一　６２歳(砺波市）

23 卒業生招き総合調理実習 高岡龍谷高　

23 前田さん優勝 第７回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

24 全国屋敷林ネット設立 砺波で総会　保全で連携を　情報交換、ＨＰで発信

24 砺波消防組合に寄付 となみ衛星通信テレビ

24 砺波・若林地区に笹谷工業が寄付 創業１００周年記念

26 改組新日展　彫刻　横山さん（南砺）特選　 日本画　小野さん（砺波）新入選

26 空想の楽しさ伝える 小野美恵子さん

26 小矢部の名所　知識深め 県西部、金沢のガイド研修

　２６日　土曜日
北日本 8 ＩＣパークに新本社工場 戸出化成 拠点集約で効率化

8 善徳寺道場改修へ調査 県西部観光社

29 連携深め水害に備え 中学生が園児誘導 庄川中 青島保育所 合同で避難訓練

29 連携深め水害に備え ダムや用水巡る 柳瀬・太田の自治振興会 バスツアー共催

29 未来へ前進 決意新た 砺波高校 創立１１０年祝い式典

29 大賞に重原さんら きょうから市美術展

30 カルチャー受講生 掛け軸や小物４０点 「裏打ちと表装」教室

30 笹谷工業が地元に寄付 創業１００周年を記念し若林地区に計１５０万円を寄付

30 ＴＳＴは消防組合に チャリティーゴルフ大会の寄付金２０万円を砺波地域消防組合に寄付

31 庄川小にこども手帳寄付 日本公衆電話会北陸統括支部 １５０冊寄付

31 日本教育公務員弘済会富山支部教育振興奨励助成 課題研究奨励 窪田稔彦（砺波東部小）

富山 25 地鳴り 「歩こう会」に今年も参加 犀川寮明 ７１歳（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

25 地鳴り 素晴らしかった地区の敬老会 紫藤道子 ８５歳（砺波市）

27 ギャラリー 砺波市合併１５周年記念 脇田和展

30 努力続け「未来に前進」 砺波高１１０周年 ８００人節目祝う

31 大賞に４人 砺波市美術展 きょう開幕

31 ＪＡとなみ野人事 １１月１日

32 砺波・庄川小にこども手帳寄贈 日本公衆電話会

32 園児、祖父母と危険な場所確認 砺波・出町こども園

33 ものづくり作家対象にツアー 県西部観光社 交流や移住の契機に

読売 32 散居村の景観守ります 支援隊が屋敷林手入れ

32 一生懸命球根植え 砺波の園児 黄色いチューリップ

 ２７日　日曜日
北日本 3 自治体チェック　3⃣　砺波市 「活気」の先に人口減不安　財政　施設再編で先手

3 記者の直言 市民と行政　意識共有を

9 広告 空中カフェ２０１９　ミッシュローゼ他

21 洋画展でギターの調べ 砺波市庄川美術館　小堀四郎洋画展

21 砺波市表彰 市功労者に３５人２団体

21 秋の草花あしらう 四季彩館で市華道展

21 庄川町菊花展（～１１月２日） 砺波市庄川水記念公園

22 切り花や鉢花　多彩な３９点 第４９回県花き品評会

22 ６０周年記念誌発行 砺波市公民館連絡協議会

25 みんなのＶＯＩＣＥ「キャッシュレス決済」 砺波市　３０代　男性他２名

25 仲間と集う となみ野ウオーキングクラブ（砺波市 四十万忠史）

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り ウオーキングで金沢の街を散策　西川良子　６６歳(砺波市)

9 コント 砺波・越中之助

17 くらしの日記 赤飯で祭り祝う  犀川寮明　７１歳（砺波市）

20 ３５人２団体を表彰 砺波市、３１日に式典

20 砺波でも６０点 砺波市華道協会華道展

21 久田、吉田さん制す 砺波市パークゴルフ協会１０月度月例大会
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21 ポスターや図録展示 砺波工業の「印刷の魅力展」

22 花き品評会も開催 県花き品評会

22 県部門功労など表彰 県部門功労表彰と県農林漁業振興会長表彰

23 ベスト１６決まる 第７２回高校バスケットボール選手権県予選第１日

北陸中日 3 この人 チューリップ球根の生産省力化に取り組む　清都和文さん

毎日 22 改組新第６回日展初入選者 【日本画部】

 ２８日　月曜日
北日本 7 第６１回県短歌大会入賞作品　東直子選 【作品参加賞】

8 北日本文芸 歌壇 俳壇  柳壇

9 仲間と集う 庄西中第１３回卒同級会（砺波市　林憲一）

13 ＴＯＹＡＭＡ　ＭＡＲＡＴＨＯＮ　２０１９　 完走者の記録　女子（上位）

22 ＴＯＹＡＭＡ　ＭＡＲＡＴＨＯＮ　２０１９　 完走者の記録　男子（上位）

25 男子年代別上位成績　 ２９歳以下

30 小中学生２５０人熱戦 砺波で県柔道大会

30 児童１３２人競う 卓球　後藤杯県予選

35 デザインや印刷技術紹介 砺波工業コミュニティスペース　山田写真製版所による「印刷の魅力展」

35 砺波北部小　 創校５０周年祝う

35 クラス別に２７人対局 砺波市文化祭将棋大会

37 砺波工２位　魚津工は３位 全国高校ロボット競技

41 高速バスと衝突　男性死亡 高岡の国道　乗客１４人けがなし

富山 18 栴檀野の未来話し合う　砺波 まちづくり計画の参考に　「徒歩圏で生活」「若者流出しない」

19 ５０周年祝い校歌 砺波北部小

20 砺波工が準優勝 全国高校ロボット　魚津工は３位

21 吉本・萩原組が女子４年以下制す 第１０回ハマナスカップ小学生ソフトテニス大会町長杯

21 泊がシード桜井破る ベスト４出そろう　第７２回高校バスケットボール選手権県予選第２日

21 決勝は高岡－黒部 北信越少年野球大会第１日

22 戦争やテロ回避へ　「闘争の社会学」　長年の思索を集成 砺波の大西さん出版

22 沿線８市の物産市　ステージにぎわう 羽咋で能越道フェス

25 高速バスに衝突　死亡 高岡　２１歳男性、車線はみ出す

読売 25 仕事びと 経験も品ぞろえも豊富　道の駅「庄川」駅長　東亮輔さん

朝日 21 １１０・１１９ 乗用車と高速バスが衝突し１人死亡

毎日 18 事件・事故 高岡で高速バスと衝突した乗用車の男性死亡

　２９日　火曜日
北日本 19 声の交差点 ワンチームに感動　北島嘉孝　４８歳(砺波市)

22 秋の魅力　南砺いっぱい 本社探訪バスツアー　井波彫刻や庄川峡満喫

22 日本一の健康や環境づくり決意 県保健衛生大会

22 栴檀野の未来考える 砺波市栴檀野自治振興会が「せんだんの未来会議」を開く

富山 3 知事選へ本格議論始動　自民党県連の常任総務会 自民・各市連でも意見続々　保守分裂選挙避け一本化必要　砺波市連

15 地鳴り 昔の元気がまだ戻らない　春川正人　７２歳(砺波市）

19 くらしの日記 千曲川に思う  佐野嘉江  ７４歳（砺波市）

22 日本画や彫刻　力作１２０点並ぶ 砺波市美術館　第１５回砺波市美術展

22 市内２１公民館の６０年の歩み紹介 砺波市公民館連絡協議会が設立６０周年記念誌「砺波市立公民館の今」を製作

24 城端線３駅の花壇植え替え 盛り上げ隊７０人　城端線砺波市利用促進実行委員会

24 砺波、南砺、小矢部　障害者団体が作品展 県の地域障害者作品展

25 伏木海陸　Ｖ候補に惜敗　社会人野球日本選手権 ＮＴＴ東に３－４　延長十回サヨナラ

25 災害に備えて手信号を訓練 砺波署

25 ２３人９団体を表彰 県環境保健衛生大会

北陸中日 14 砺波市功労者の３５人２団体発表 砺波市　受賞者

15 砺波工チーム　全国準Ｖ 高校ロボ大会　魚津工３位

読売 10 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

26 園児と祖父母ら作成「事故ヒヤリマップ」 砺波市立出町認定こども園

26 北陸大紀行　オンラインで 「万葉集」編　順次公開
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　３０日　水曜日
北日本 18,19 第５４回　日本北陸書道院展　各賞受賞者 【奨励賞】　【日本北陸書道院賞】高校１年生　【特選】小学６年生

23 災害時での手信号訓練 砺波署

23 ６部門に多彩１２０点 第１５回砺波市美術展

23 ＪＡとなみ野人事 １１月１日

24 「えんじゃら節」踊り上達 東部保育所　来月３日敬老会で披露

34 イノシシ２頭　豚コレラ感染 八尾と砺波

富山 19 地鳴り どうか心を強く持って　砺波市　嶋村了吉（５５歳）

20 えんじゃら節　園児「楽しい」　砺波・東部保育所 来月３日　敬老会へ練習　「おどらん会」指導

20 赤ちゃん抱っこ　ママの苦労知る 砺波高で体験授業

23 消費税紹介クリアファイルを贈る 砺波税務署に間税会

24 事件・事故 侵入、窃盗で懲役２年求刑

26 富山、砺波の２頭　豚コレラ陽性確認 イノシシ、県内２５頭目

北陸中日 14 来月３日「東京キャラバンｉｎ富山」 県内パフォーマー　練習に汗

14 屋敷林の手入れ カイニョ（屋敷林）お手入れ支援隊

15 伊藤さんと松井さん　防火ポスター最優秀 砺波地域の小中学生

朝日 25 ニュース短信 野生イノシシの豚コレラ感染２５例に

　３１日　木曜日
北日本 2 最大雨量のマップ 公表自治体３３％止まり 市区町村　洪水想定進まず　県内マップの改定が進む

5 経営革新計画２件承認 県内中小企業から申請

12 県内美術館・博物館の催し（１０／３１～１１／６） 松村外次郎記念庄川美術館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市　県内 砺波市

16 「素粒」１６号刊行 県内在住６人 小説や詩

25 地元産豚肉 おいしい！ 砺波北部小 児童と生産者会食

25 頒布展収益金を預託 砺波市美術協会が収益金の一部を砺波善意銀行に預託

26 松倉城の発掘 調査成果を紹介 歴史民俗博物館

26 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）９月実施 第２６７回段位珠算検定試験　３段

26 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）９月実施 第３２０回３級～１級珠算検定試験 １級ほか

27 緑化推進に貢献　２５個人８団体表彰 花と緑の大会

28 県功労に３７人１４団体　あす表彰式 世界バド銀　保木・小林さんら　県花卉球根農業協同組合代表理事組合長　清都和文

28 緑化・育樹運動ポスター 最優秀賞　髙橋さん（砺波市　出町中１）

32 砺波で３日に薪フェス 砺波市頼成のもりもりハウス

33 ニュースファイル ９月に砺波で水質事故

35 風車 県建設業協会が砺波、南砺市両市内の建設現場で見学会を開く

富山 1 「千年に１度」雨量想定　３３％ 市区町村公表の洪水マップ

2 県功労表彰　３７人１４団体が受賞 あす県庁で式典　県花卉球根農業協同組合代表理事組合長　清都和文

3 台風被害受け河川整備要望 国交省に各期成同盟会

21 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会９月句会

22 寄贈の豚肉に感謝 砺波　４園１２校、給食で味わう

24 北陸コカ会長「挑戦を」　富山新聞文化センター寄付講座 富大で県内企業の魅力伝え

24 ２５個人８団体たたえ 富山で花と緑の大会

北陸中日 11 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 特殊詐欺防止川柳　佐武さん最優秀賞 砺波

読売 24 県功労表彰　３７人と１４団体に 県功労表彰　県花卉球根農業協同組合代表理事組合長　清都和文

25 はるｐｙｏｎのラビットＪＵＭＰ 庄川の公園　四季感じて

毎日 18 県功労者に３７人１４団体 県美連常任理事　阿波加蒼岳さんら

＊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

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。
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