
　　　　　　　２０１８（平成３０）年７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　日曜日
北日本 9 ニュースの今 とやま３０年 ２０００（平成１２）年 とやま国体 普及・強化の転換点

16 軟式野球 高松宮賜杯全日本大会（２部） 北信越ブロック予選会・県関係分 大会結果

16 ソフトボール 全日本壮年県大会兼日本スポーツマスターズ男子県大会 大会結果

16 ラグビー　県民体育大会 大会結果

富山 9 富山フォトコーナー ６月 入選作品

11 地鳴り 健康だから味わえるアユ 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

11 地鳴り 季節の変わり目 体を慣らす苦労 藤井昭道 ４６歳（砺波市）

11 コント 砺波・越中之助

27 ホープスで菊池、島田Ⅴ 砺波市学童卓球大会

27 庄下と栴檀山 ３年連続優勝 砺波市消防団操法大会

読売 24 少年野球 となみ野リーグ（６月２４日）

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 ＠記者席 ３０分の船旅 民謡で趣深く

 ２日　月曜日
北日本 1 暑さ日本一 秋ヶ島（富山）３６．９度

3 東京リポート　予算確保へ地元と連携 農地整備巡り県在住国会議員

8 読者写真コンクール　６月の入選作 コンクール結果

11 追想ありし日 元県警警部　武田晃さん（富山市百塚）

13 自己ベスト目指す　 全国小学生陸上県大会

20 仲間と集う 金岡親睦会（砺波市　布袋精三）

23 流木乗り楽しんで 来月庄川水まつり　参加者を募集

23 栴檀山　花でいっぱいに 住民コスモスの種まく

23 庄下・栴檀山V 市消防操法大会

23 伝統守る大切さ　婦人会役員学ぶ 指導者砺波地区研修会

26 富山は第二の古里 まんまる女性倶楽部 沢村一樹さんトーク

26 夏の風情感じ一服　 砺波で北日本かたかご茶会

27 １１９番も多言語対応 五輪向け１００％整備へ

富山 9 地鳴り 地の塩として生きる自覚　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

9 月曜手帳 草刈り場か火薬庫か

16 流木乗り　熱い戦いを 来月４、５日　庄川水まつり

16 コスモスで観光客歓迎 砺波・栴檀山地区　住民種まき

17 城端蒔絵など歴史文化学ぶ 県婦人会砺波地区

17 新役員 砺波ロータリークラブ　となみセントラルライオンズクラブ

19 豊田が女子初V　男子奥田、女子小杉が２位 第８回氷見ブリンスカップミニバスケットボール大会最終日

北陸中日 13 第１４回砺波市消防団消防操法大会 大会結果

13 県スポーツフェスタ県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

24 富山３６．９度　全国最高 南砺、砺波でも猛暑日に

読売 27 夏の花　色とりどり 砺波市中村チューリップ四季彩館

朝日 23 １１６団体演奏順決まる 県吹奏楽コン２８～３０日、魚津で

23 選考委員奨励賞にコール麗 おかあさんコーラス中部支部大会

 ３日　火曜日
北日本 1 県内路線価 富山駅前４年連続上昇 標準宅地２６年連続下落

11 ２０１７年分 所得と資産補充報告書公開 石井知事２０１６万円

24 新聞エコバッグ教室 砺波市の三島町公民館

25 ＨＰ作成に補助金制度 市が企業の人材確保支援

25 １０月１５日から利用開始 新体育センター

25 不審者情報 迅速に共有 市教委

25 南砺でＣＡＴＶ光ファイバー化 砺波広域圏事務組合議会

25 版画とオブジェの作品展 作品展「揺らめく光と精霊展」

25 新役員 砺波ロータリークラブ

28 小中学生対象に講座 砺波ＲＣ

31 厚生連高岡側に６９００万円賠償請求 砺波 死亡患者の遺族
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富山 2 県内首長、前首長、県議の所得・資産等補充 知事、県議、市町村長

2 １７年所得公開 県議平均１４６０万円

5 富山県内の路線価 高岡駅南「まだら模様」 金沢国税局管内各税務署の最高路線価

5 砺波、魚津とも横ばい 砺波市三島町国道１５６号は２年連続で横ばい

21 くらしの日記 親鸞聖人の生涯に理解 犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

23 わが町朝市夕市 砺波市（３日～９日）

27 外国人出前講座に注力 砺波ＲＣ、新役員が抱負

27 ケーブルＴＶの光ファイバー化推進 砺波広域圏臨時会

29 ホームページ作成補助 砺波市が制度新設

29 新体育センター １０月１３日竣工 １５日から一般利用を開始

29 新卒看護職員 仕事へ意欲高め 高岡で研修会

29 中部日本卓球選手権（ホープス・カブの部）県予選会 大会結果

29 スタジアムカップ争奪野球大会 大会結果

北陸中日 14 県議所得 平均１４５９万円 前年比１５万円増 ２０００万円超 自民５人

14 新体育センター １０月にオープン 砺波市長が表明

14 中小や個人事業主ＨＰ作成に補助金 砺波市、申請９日から

14 議会だより ２日 砺波広域圏事務組合

読売 31 知事所得 ２０７万円増２０１６万円 県議平均は１４６０万円

朝日 30 県議・市町村長の所得一覧 県議 市長

毎日 24 １８年路線価 駅前広場通り２．１％上昇 富山 県内最高 変動率は縮小

日本経済 37 ３県路線価 石川、２年ぶりマイナス ３県全て下落 新幹線効果に一服感

 ４日　水曜日
北日本 3 東海北陸道　開通１０周年記念　早期４車線化へ連携 高岡でシンポ　開通効果を再確認

3 ４車線化「地方創生の柱」 富山・岐阜県知事懇談　共同宣言を採択

11 レシピ手帳　 パンナコッタ（ロイヤルホテル富山砺波調理部和食担当・吉川七瀬）

15 バスケットボール　第９４回天皇杯・第８５回皇后杯全日本選手権大会県予選大会 大会結果

15 サッカー 県リーグ 大会結果

15 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ミニバスケットボール バドミントン 剣道 ソフトテニス バレーボール大会結果

20 鍵掛け　買い物客に呼び掛け 砺波市三郎丸　大阪屋ショップ砺波支店

20 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）第１８７回段位暗算検定試験 合格者一覧

20 第３１２回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

21 製造工程　精巧に再現 砺波・大門素麺資料館　来月オープン

21 郷土思う４０点並ぶ わたしのとなみ野・４人展

21 園児とお年寄り　七夕通じて交流 出町生きがいセンター

21 安全優良職長に広瀬・小西さん 砺波市建設業協会　安全大会

28 県内真夏日 熱中症疑い６人搬送

富山 2 開通１０周年で記念シンポ 北陸新幹線大阪延伸までに全線４車線化実現を

3 東海北陸道４車線化を 富山・岐阜知事　共同宣言を採択

26 七夕飾り作り園児と交流 砺波・出町生きがいセンター

27 大門素麺の製造工程伝え 砺波・庄下地区　来月１２日　資料館オープン

27 震災復興　建設業の役割重要 砺波市安全大会　深松氏が講演

27 ロビー展 玄土社砺波まなび教室作品展　富山銀行砺波支店

31 県内全域真夏日　熱中症６人搬送 ３日　富山県内

北陸中日 5 発言 年齢ではなく資質の問題だ　石丸秀幸　５９　富山県砺波市

12 石井知事と岐阜県知事　共同宣言を採択 「東海北陸道４車線化早期に」

13 大門素麺　工程つるっと 資料館　来月開館　ジオラマで作業再現

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

27 手術後７１歳死亡「漫然処置」 遺族が県厚生連を提訴

朝日 22 フォーラムとやま 募集　庄川水まつり　流木乗り選手権参加者募集

22 県生涯軟式野球連盟・古希リーグ戦 大会結果

 ５日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（７/５～７/１１） 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館 庄川水資料館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

17 東海北陸自動車道　全線開通１０周年 人・物つなぐ大動脈

28 仲間と集う 平成３０年度砺波同窓会砺波支部役員総会（砺波市　四十万忠史）
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30 平日限定マルシェ「庄川商店」にぎわう 道の駅庄川

30 新役員 砺波ライオンズクラブ

30 空中カフェ２０１８　１ 「フルーツカクテル」ミッシュローゼ（砺波市）

31 空き家防止へ出前講座 砺波　柳瀬地区自治振興会が巡回開始

31 路上で清掃奉仕活動 南砺市三ツ屋総合建設業　笹嶋工業

31 広告 空中カフェ２０１８

33 爽快スライダー１５０㍍　来月の庄川水まつり 好評受けて５０㍍延長

34 大賞・川田さん（南砺）ら表彰 となみ野美術展２０１８

34 井波彫刻の看板寄贈 砺波LC

35 １５人２団体を表彰 警察部外功労者表彰

35 砺波労基署など北陸で１２件指摘 北陸財務局　国有財産監査

35 砺波の重体女性身元判明 砺波市栄町

37 風車 ものづくりマイスターの出前講座　砺波工業高校

富山 2 社説 東海北陸道１０年　４車線化の努力惜しむな

3 農業競争力向上へ決意 県協同普及事業７０周年大会

13 地鳴り 「ながら運転」多くて驚く　宮田好子　７１歳（南砺市）

21 楽しんでます 少人数で指導　ハーモニカ入門

24 空き家対策「予防が重要」 事前に家族で話し合いを

24 電子回路製作を学ぶ 県職業能力開発協　砺波工高で講座

24 歩道や街灯を清掃 南砺で笹嶋工業

25 巨大スライダー　１．５倍の１５０㍍に延長 来月の庄川水まつり

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 スライダー延長１５０㍍に 来月４、５日　庄川水まつり

13 スイーツや総菜７店「庄川商店」にぎわう 道の駅庄川

 ６日　金曜日
北日本 1 豪雨 ６市町村２２７人避難 県内 富山や立山 史上最多雨量

3 種もみ条例 ９月議会に 知事 砺波でふれあいトーク

11 いえしごとの夜明け１１ 寿木けい 初夏は料理始める好機

17 第７１回県中学校野球 あす開幕 栄冠懸け１６校激突

18 砺波市民体育大会・一般の部 大会結果

18 第１４回砺波市民体育大会・中学の部 大会結果

19 高校野球富山大会１１日開幕 高岡商初戦は高岡 ４８チーム対戦決定

22 仲間と集う 第４回広東省観瀾日本人会ＯＢ会（砺波市 坂井勇雄）

24 空中カフェ２０１８ ２ プティアプティ（砺波市）

25 販路拡大に取り組む 市農商工連携推進協議会の総会

25 雪たまねぎ「おいしい」 南部小 生産者と給食味わう

25 積み木やオセロ 園児と触れ合い 砺波高生

29 あす音楽イベント 砺波の若鶴酒造大正蔵

富山 1 ９万１千人に「避難準備」 県内で記録的大雨 全市町村に警報発令

2 砺波で県政トーク 収量増で施設整備

2 記者席 本音もつい

2 農業現場から「直言」 補助は「選択と集中」を

24 砺波の新タマネギ「甘い」 全小中、幼稚園で給食に

25 高校野球富山大会 １１日開会式 １００回目４８チーム熱闘 富山商は砺波工

25 産業パワー博へ出展 砺波市農商工連携協議会

29 雨 濁流 不安な夜 避難所「早く帰りたい」

北陸中日 7 砺波などで採水 い・ろ・は・すＰＲ コカ・コーラ、本社来訪

12 新タマネギ甘い 砺波の小中、幼稚園給食で

12 越中春秋 署長の涙

読売 20 高校野球 県大会 高岡商 高岡と初戦 富山商は砺波工と

20 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 26 各ブロックのみどころ 高校野球トーナメント表

27 ４８チーム 相手決まる 節目の夏 １１日開幕

毎日 24 全国高校野球 富山商 初戦は砺波工 １１日から富山大会 組み合わせ決まる

 ７日　土曜日
北日本 1 西日本大雨死者３人 県内 ４８時間雨量史上最大
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22 読者のひろば 「庄川ネギ」育てる  砺波市 上野亮平（７５歳）

24 新聞 うちわになった！ 北日本会砺波支部  戸出七夕まつりにブース

24 造形遊び 友情の輪 庄東小 庄川小

24 空中カフェ２０１８ ３ 「高道フロマージュロール」糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）

32 本社の高校生向けフリーペーパー 「フューチャー」６号発行

33 砺波で女性はねられ重傷 ５日午後８時４５分ごろ

33 砺波で機械に指挟まれ重傷 ６日午後４時半ごろ

富山 1 富山市で史上最大雨量 ４８時間、猪谷２７１㍉  交通混乱続く

15 地鳴り 七夕飾りに使う竹を切り出した  北清俊一 ６１歳（砺波市）

22 床ずれ対策発表 砺波誠友病院

23 造形遊びで親睦 砺波・庄川、庄東小

25 高岡の青沼さん最優秀賞を獲得 アグリユースフェス

27 事件・事故 車にはねられ女性重傷

27 事件・事故 作業中に親指挟まれ重傷

北陸中日 31 降水量 各地で記録更新 県内 神通川堤防一部欠ける

読売 24 バーガー自販機 黒部で復活 きょうから 砺波ドライブイン名物 継承

朝日 33 大雨３６校・園 休みに ＪＲ城端線が終日運転を取りやめた影響

 ８日　日曜日
北日本 1 ７２時間雨量 ５地点最多 県内 猪谷３８３㍉ 土砂災害警戒続く

16 男子２００山本（呉羽）V 県中学校選手権陸上

16 山田（砺波工高）連覇 極真空手世界ジュニア

22 地域福祉の在り方学ぶ 砺波市福祉サポーター研修会

22 空中カフェ２０１８ ４ 「寒天ジュレのマンゴーロール」ラ・ピニヨン（砺波市）

23 ざっくばらん 県西部体育センター指導員 竹本加奈さん（射水市・２２歳）

23 森の役割に理解深める トヨタフェス  ２００人頼成の森散策

23 絵画を背に素朴な旋律 藤森さん作品展 金沢のギタリスト演奏

23 腹話術楽しむ 砺波市 出町児童センターの「七夕のつどい」

30 県知事賞に開さん（高岡西部３年） 県中学生生活体験発表会

富山 9 地鳴り 暑い日は中より外が居心地よい  犀川寮明  ７０歳（砺波市）

9 地鳴り 常に挑戦の姿 孫も感じて  柴田照子  ６９歳（砺波市）

25 福祉サポーター役割や活動学ぶ 砺波で研修会

26 犯罪や非行ないまちづくり訴え 砺波でキャンペーン

26 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 大会結果

27 柴田さん（射水）優勝 富山新聞社長杯ゴルフ

27 ８チーム決勝Ｔへ 第２８回北電カップ県学童サッカー大会第１日

27 ７選手が標準記録突破 第５６回県中学校総合選手権

29 事件・事故 甘栗など盗んだ疑い

31 運休続き「早く家に」 県内河川、警戒を強化

北陸中日 11 高森（魚津西部）男子３０００㍍優勝 富山で県中学陸上始まる

11 北電カップ県学童サッカー大会 大会結果

27 ７２時間雨量 県内５地点で最大

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

27 県中学総合選手権 開幕 １８競技 １６日まで熱戦

 ９日　月曜日
新聞休刊日

 １０日　火曜日
北日本 3 交通活性化へ支援要請 県西部６市長ら 知事に

20 林さん優勝 となみ政経懇懇親ゴルフ会

20 本大会出場懸け熱戦 卓球 全国大会県予選

20 ペタンク（８日） 県知事杯第３２回大会

20 サッカー 高円宮杯ＪＦＡ県リーグ（７日） Ｕ－１８、Ｕ－１５

20 ソフトテニス 砺波地区クラブ対抗大会（８日） 団体戦②砺波市協会

24 音楽教室発表会 第８回小さな音楽会

24 空中カフェ２０１８ ５ 「ブラウニーのようなチョコケーキ」ミッシュローゼ（砺波市）、「焦がしキャラメルミルクレープ」プティアプティ（砺波市）

25 ママさん音楽隊演奏会 「とやママおんがくたいＰｏｋｋｅ」のたなばたコンサート

25 イノシシ被害ゼロへ 砺波・般若 鳥獣対策協  自然の家周辺 防護柵追加
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25 遊歩道を緑化 庄川・青島地区

28 とやまいろいろ図鑑６４ 砺波郷土資料館 青田を育てる① ラチ（中耕除草機） 回転部分でむしり取る

28 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 齊藤壱虎君、丹波亨心君

31 伝統胸に目指せ日本一 砺波の鷹栖小 交通安全自転車県大会Ｖ２０

31 安全な乗り方や知識を１６校競う 県大会

31 大賞受賞者たたえる 富山 児童画フェス表彰式

32 県特産チューリップ球根 砺波・入善  品質良好 集荷スタート

別１～４ あす開幕 全国高校野球選手権富山大会 １００回目の夏 輝け

富山 1 梅雨明け 県内晴れ渡る 北陸、歴代３番目の早さ

2 富大新学部と連携 城端・氷見線直通化を研究 活性化協

2 城端線増、氷見線減 １日当たり乗車人数

2 新高岡駅利便性向上を 呉西圏域  知事に４項目要望

16 地鳴り 当選賞品のお裾分け  小倉慶子 ７３歳（砺波市）

23 わが町朝市夕市（１０日～１６日） 砺波市

28 庄川花街道 タイム植える 中学生ら３００人 ３千株、来春開花

29 鷹栖小 自転車２０連覇 県交通安全大会  個人は藤澤さん  砺波市長に報告

29 高池が団体優勝 第１０回東般若地区グラウンドゴルフ大会

30 チューリップ「良い品質」 砺波で球根の集荷始まる

30 県勢３部門制す 翡翠カップビーチボール全国大会最終日

30 ２５日に国体野球開幕 第１８回国体記念砺波市ナイター野球大会

北陸中日 22・23 第１００回全国高校野球富山大会 ４８チーム挑む 出場チーム

35 通風筒 チューリップ球根の集荷

読売 28 富山中部高・武田さん連覇 高校竜王戦 県大会

28 県中学総合選手権 富山と上市で熱戦 第５６回県中学校総合選手権大会

28 全国ビーチボール優勝チーム決まる 翡翠カップビーチボール全国大会最終日

28 少年野球 となみ野リーグ（８日）

29 県西部の活性化 知事に支援要望 高岡など６市

29 早すぎる夏 涼求めて 北陸梅雨明け  県内８観測所で真夏日

朝日 31 夏キラリ ４８チーム③ 高岡商ほか

31 ママさんバレー １８チームが熱戦 北信越大会

毎日 26 北陸梅雨明け 昨年より２４日早く  県内８観測所で真夏日

 １１日　水曜日
北日本 1 豪雨 庄川峡に大量土砂 大牧温泉 船で行けず

3 県 遼寧省に来月派遣団 大連便就航２０年 利便性向上を協議

3 園芸振興へ 意見交わす 若手農業者と自民県連

18 高校野球富山大会 きょう開会式

18 開会式・熱戦を生中継 CATV県内９局

18 生涯スポーツ大会 全国での活躍誓う 県庁で激励会

18 陸上 県中学校選手権 大会結果

18 フェンシング 高岡市民体育大会 大会結果

18 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

23 砺波小矢部線の早期整備要望へ 期成同盟会総会

23 水の事故防ごう 鷹栖小で着衣水泳

23 若手農家を訪ね就農へ関心深める 南砺福野高・小矢部園芸高

23 職員対象に技術研修会 砺波土木協会の定期総会

24 とやまいろいろ図鑑 ６５ 砺波郷土資料館 青田を育てる② 草取りの面 作業中のけが防ぐ 

31 民意と歩む 議会診断 ⑫ 砺波市 「見える化」へ来春施行　議会基本条例

31 議員個人の賛否 ようやく６月公開

富山 1 ３市で大雨警報 土砂災害も警戒 富山、砺波、南砺市

2 来月５日から訪中 平和友好条約４０周年で知事 交流拡大働き掛け

15 コント 砺波・たぬき

19 第１００回全国高校野球選手権記念富山大会 出場４８チーム紹介 砺波 砺波工

29 金網柵でイノシシ防げ 砺波・般若 山側の侵入路を遮断

29 水難に備え 着衣水泳 砺波・鷹栖小

29 正副会長を再任 砺波市防犯パト隊協

29 １１月２８日に優良工事表彰 砺波土木協会
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31 全国大会で活躍期待 県庁で出場選手激励会

北陸中日 14 交通安全子供自転車県大会V２０ 鷹栖小チーム全国へ気合

14 県内移住 東京でPR １５市町村参加し相談会

14 砺波ライオンズクラブ新役員 新役員

読売 31 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 34 夏キラリ４８チーム ４完 砺波 砺波工

 １２日　木曜日
北日本 5 社員研修に動画活用 県内企業 自社制作の動き  技術・ノウハウ共有

5 教えて！富山けいざい 路線価ってなあに？道路に面した土地価格

7 大都市でも減少顕著 人口動態調査  外国人依存に懸念 県内は１４市町で減

13 毎日書道展 県内から４４１点入選

14 県内美術館・博物館の催し（７／１２～７／１８） 砺波市美術館  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

19 県大会へ１２チーム ゲートボール年金砺波支部

19 砺波市ナイターソフト 安川ク２年ぶりV

23 園児に防火呼び掛け 庄川女性消防団「ひまわり分団」

23 資源再利用技術に触れる 砺波市消費者グループ連合会

24 とやまいろいろ図鑑６６ 砺波郷土資料館 青田を育てる③ホリドールの木箱 散布前早めに下校

27 水上スポーツ体験を １５日 砺波でマリーナフェス

28 刺激受け 腕磨きたい 大野さん米田さん 国際アートキャンプへ

30 大牧温泉の港土砂堆積 県が現地確認

31 通信制初 歴史つくる 球児の青春譜  今春加盟未来富山  １年生１３人ひた向き

富山 27 宇野さんが優勝 第４回イオンかがやき杯健康麻将交流大会

27 ロビー展 柴田智美恵さんペーパーアート展

28 １５日の砺波マリーナフェスティバルＰＲ 海洋センター所長来社

28 高岡でエネルギー再生装置を見学 砺波の消費者グループ

32 大牧港に大量土砂 庄川遊覧船が運休 南砺、７日から

33 入管法違反容疑者  富山県警など追送検 ２人を書類送検

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 水上スポーツ体験 砺波で１５日フェス ＰＲ隊、来場呼び掛け

13 ２０１８夏全国高校野球選手権富山大会 聖地へ 全力の夏  各ブロックの展望は

朝日 32 第１００回全国高校野球選手権記念富山大会 審判と記録員のみなさん

日本経済 37 トップに聞く 富山県砺波市長  夏野修氏  チューリップ 世界で咲かす

 １３日　金曜日
北日本 1 北陸最大級６００㍍モール イオンモール高岡増床  ７０店増の２００店規模

9 社説 東海北陸道全通１０年  全線４車線化を急ごう

20 １０チーム 白熱の戦い 小矢部市体サッカー

20 第４１回北信越ママさんバレーボール大会・県関係分 大会結果

26 万一庄川氾濫 早く３階避難 砺波 庄南小  防災訓練で意識高める

26 ６市の８０人が小児救急学ぶ 高岡・砺波医療圏合同研修

26 新役員 東となみロータリークラブ

27 議長に水木さん 市女性議会開会  石附さん副議長

27 紫藤さんに紺綬褒章伝達 日本画家の紫藤孝作さん（８５）

27 企業にプランター配布へ 「となみチューリップ街道実行委員会」の総会

27 事業計画を承認 砺波市防犯パトロール隊連絡協議会の総会

27 ロビー展 県信用組合庄川支店

28 とやまいろいろ図鑑６７ 砺波郷土資料館 青田を育てる④ニッシンタタキ・ニッシンバン  海の魚を肥料に

32 情報通信技術で観光振興 県立大など事業体設立

32 ４０周年で記念式典 東となみＲＣ

33 窃盗未遂の疑いで男逮捕 砺波署

富山 15 地鳴り 頼成の森で白のアジサイ  古谷誠 ５９歳（高岡市）

15 地鳴り 夫と庄川峡ゆったりと 田所てる子 ６６歳（射水市）

15 コント 砺波・越中之助

28 本との出合い 広げる 印刷できる読書メモ  砺波の２図書館 検索サイトに追加、県内初

29 女性の視点 市政反映 子育て支援や環境施策など  砺波で「議会」開会
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29 絵画寄贈紫藤さん 紺綬褒章を伝達 砺波市長、貢献たたえ

29 小児救急で県西部隊員ら合同研修 高岡市消防本部

29 砺波小矢部線、早期改良を申し合わせ 砺波で期成同盟会総会

31 校舎３階へ迅速避難 庄川氾濫想定  西日本豪雨を教訓に  砺波・庄南小で児童訓練

31 ５０チーム熱戦 コカ・コーラ杯争奪野球抽選会

31 家持の魅力学ぶ 砺波で「平成万葉塾」

31 カローリング指導者増やせ 資格取得へ砺波で講習

32 産学官で観光振興誓う とやまコンソーシアム設立

33 事件・事故 車上狙い未遂容疑で逮捕

北陸中日 27 大牧温泉船着き場に土砂 大雨でダム放流、使用不能  観光旅館はバスで送迎

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

26 短信 「百花繚乱～夏～」チューリップ四季彩館

27 大量の流木 海岸に次々 大雨影響  県など撤去作業 遊覧船も一部欠航

 １４日　土曜日
北日本 1 土砂災害６１９件 西日本豪雨 全国で被害 堤防決壊２２河川

3 農相に予算要望 砺波土改協

22 読者のひろば 歩道と車道の雑草 砺波市 田辺一郎（６６歳）

22 仲間と集う 音訳ボランティアグループらんぷの会 （砺波市 近藤令子）

22 仲間と集う 砺民会 田上りライブ （砺波市 横川實）

24 絵手紙に心温まる言葉 二永由美子さんと絵手紙教室「サークルはな椿」

25 新鮮野菜 朝市にずらり 砺波市シルバー人材センター 会員拡大・交流促進図る

25 日常生活題材の日本画 日本画教室「たち葵の会」 ギャラリーみかん堂で作品展

25 １３０６人の冥福祈る 市戦没者追悼式

25 なんとフォトクラブ展始まる 力作５１点 川嶋さん本社賞

25 砺波小矢部線地区期成同盟会 会長に岡さん

25 児童に防犯はがき贈る 砺波市防犯協会

26 タイムスリップ明治のとやま⑭ 北海道に移住した県人① 人生かけ北の大地へ

富山 3 農地整備、担い手支援を 砺波土地改良協、農相に要望

5 三郎丸蒸留所１周年 来場者１万２５００人に 若鶴酒造

13 地鳴り 森田童子さん 彼女らしい死　安カ川仁省 ６７歳(砺波市）

13 地鳴り 豪雨の時は川に行かない 藤井昭道 ４６歳（砺波市）

24 児童にはがき 注意促す 砺波市防犯協会

24 三味線の音色と歌 楽しむ 出町子供歌舞伎曳山会館・出前公演

24 ＪＡとなみ野油田も 強盗対応訓練

27 １３０６柱を慰霊 砺波で戦没者追悼式

北陸中日 5 発言 日本遺産認定 活気づく井波 上野亮平 ７５ 富山県砺波市

 １５日　日曜日
北日本 15 第１００回全国高校野球富山大会 第３日 打線爆発砺波４２得点

15 ３チーム決勝Ｔ進出 北日本新聞社旗争奪県少年野球  予選開幕

15 福野地域建築組合が優勝 ソフトボール  第４１回両砺波地区選抜対抗大会

21 山里の活性化拠点に 庄川 雄神  住民が農産物直売所

21 人物画 第一人者に学ぶ 庄川美術館  藤森兼明さん講座

21 ９月の防災訓練参加を呼び掛け 夏野市長市政報告会

26 酒造会社見学 知事と懇談も 東海県人会バスツアー

29 民意と歩む 議会診断⑬小矢部市 議員定数 削減に賛否 現行のまま

29 政活費の透明性 ３大対策 導入せず

富山 3 経済リポート 開業３年アウトレット小矢部 人出は満足 人手は不足  年間３５０万人来場 店員確保課題

22 直売所で雄神活性化 砺波  女性有志  野菜や加工品並べ 

22 大門Ｃ優勝 第２０回庄下高齢者学級ペタンク大会

22 夏野市長が事業説明 砺波・太田

23 盆踊りや縁日楽しむ 砺波・ちゅうりっぷ保育園

24 バド団体 和合 高岡西部Ｖ 県中学校総合選手権  ほか大会結果

25 ７校コールド発進 高校野球富山大会  砺波４２点大勝

25 第１３回高岡市体 フェンシング

28 北陸最多 届け出１５件受理１３件 県内民泊広がる  「立山観光 圧倒的に人気」

北陸中日 10・11 ２０１８夏 全国高校野球選手権富山大会 砺波 ４２得点大勝
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11 県民体育大会空手道競技 大会結果

読売 22 県中学選手権１１競技 大会結果

22・23 夏高校野球県大会 砺波市野球場

23 スタンド 炎天下 負けずに演奏  大門・吹奏楽部

23 熱中症疑い６人搬送 全観測地点、真夏日

朝日 20 第１００回全国高校野球選手権大会記念富山大会 砺波３１安打で４２得点

毎日 24 全国高校野球富山大会 魚津工延長戦制す ７校がコールド勝ち

 １６日　月曜日
北日本 15 第１００回全国高校野球 富山大会 第４日 砺波工 奮闘及ばず

16 児童が懸命プレー 小矢部市スポーツ少年団交流大会第１４回メルヘンカップ小学生バレーボール大会

16 県中学校選手権 卓球 バレーボール ソフトボール 大会結果

23 仲間と集う 高岡山岳会沢登り仲間（砺波市 端保八郎）

23 仲間と集う 東般若小昭和３３年度卒同級会（砺波市 朴木宗雄）

23 仲間と集う 砺波市「高波喜寿会」（砺波市 中嶋裕一）

23 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 髙畑康子）

24 仲間と集う 庄川美術館友の会（砺波市 永田善子）

26 強盗への対応を確認 ＪＡとなみ野油田支店

27 水上スポーツ楽しい 砺波でマリーナフェス 親子 ヨット・カヌー体験

27 庄川峡で愛を叫ぶ ウッドプラザ 男女１５人 思いの丈

27 園児や児童 楽しく料理 ふれあいセミナー

27 災害防止へ入念チェック 市防災士連絡協 危険箇所を巡回

27 納涼祭わくわく ちゅうりっぷ保育園

富山 1 伏木で３７度 熱中症２１人 ８市町で２１人が熱中症で病院

7 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波）

16 災害の備え 万全に 砺波市防災士協 西日本豪雨を教訓

17 カヌーで水しぶき 暑さ吹き飛ばせ 砺波でマリーナフェス

17 ゆりチームが優勝 第１５回東野尻地区カローリング大会

19 県中学校総合選手権 大会結果

19 高校野球富山大会 シード勢順当勝ち

22 砺波で愛を叫ぶ 庄川水記念公園

北陸中日 10 ２０１８夏 全国高校野球選手権 富山大会 大会結果

11 県中学総合選手権大会 大会結果

読売 21 夏 高校野球 県大会 大会結果

朝日 24 高校野球 県大会 砺波工・河淵幸輝投手 大会結果

毎日 22 全国高校野球 富山大会 大会結果

 １７日　火曜日
北日本 3 学科・コース　継承を重視　県立高再編の計画素案 主な部活動も存続　校名・校歌これから

10 国際大付逆転勝ち 国際大府６－２砺波

11 北日本新聞社旗争奪　県少年野球 試合結果

12 グラウジーズとアランマーレ　球技の楽しさ伝える 砺波で小学生体験教室

12 中田が優勝 南砺市少年サッカー

12 県中学校選手権 柔道 バスケットボール 新体操 サッカー 大会結果

13 相撲　県民体育大会　３部 大会結果

13 新体操　県民体育大会　１部 大会結果

13 銃剣道　県民体育大会 大会結果

16 読者のひろば　学生の目 声掛け合う大切さ　砺波市　篠島杏奈（１８歳）

16 読者のひろば ビーチボール仲間　砺波市　浦島外美子（６９歳）

19 最優秀句に小森さん（砺波）　福野川柳大会 第４８回南砺市福野川柳大会

19 相手の特徴よく見て 庄川美術館実技講座　藤森さん人物画指導

19 ペタンク（１６日）　砺波市北部ブロック夏季交流大会 大会結果

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年　浮津俠磨君　齊藤舞子さん

富山 2 全市町村１３３ヵ所に整備　富山型Wi-Fi、昨年度末 ビジネス客や外国人に好評

18 わが町朝市夕市（１７日～２３日） 砺波市

20 バスケとハンド　プロの技学べ 砺波で県内児童１５０人

20 富山巡りワクワク 国際大生　親子と遊び楽しむ

21 一般花壇の部　南般若が最優秀 砺波市コンクール
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23 富山一、高岡龍谷快勝　全国高校野球富山大会 国際大付、石動なども３回戦

23 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

23 サッカーは大沢野が優勝 県中学校総合選手権

北陸中日 14・15 ２０１８夏　全国高校野球選手権富山大会 国際大付が逃げ切る

読売 31 夏　高校野球　県大会 富山国際大付６－２砺波

31 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 21 第１００回　全国高校野球選手権記念富山大会 国際大付五回に集中打

毎日 24 全国高校野球　富山大会 富山第一が大勝

 １８日　水曜日
北日本 3 「元気とやま」むらづくり　農村振興に功績　県内６団体表彰 「元気とやま」むらづくり推進大会

11 レシピ手帳　 和風ネバトロばくだん ロイヤルホテル富山砺波調理部和食担当・影浦健吾

13 上野文化の杜から④ 国立科学博物館長 林良博 高さ３㍍の花開く　植物の多様性紹介

13 とやま文芸散歩　高島裕 平岡和代　砺波市

16 サッカー　高円宮杯JFA県リーグ 試合結果

16 卓球　第３１回全国ラージボール大会県予選 大会結果

16 陸上　県選手権 大会結果

20 蟹谷小児童１８６人にベコニアの鉢贈る 「人権の花運動」伝達式

20 豪雨被災地に職員派遣 砺波市上下水道課下水道建設係　大場誠一主査

21 庄川左岸地区農地防災事業 国営事業１０月に完工式

21 稲の成長過程学ぶ 砺波市庄川小学校

21 １００歳おめでとう 小林みどりさん　砺波市柳瀬

25 ねんりんピック富山２０１８　１１月砺波で剣道交流大会 選手歓迎!!　ボード手作り　園児工夫凝らす

27 １９年度県立高全日制　定員４３人減６７８１人 砺波・高岡商・小杉１学級減

富山 5 「いろはす」の魅力　尼神インターPR イオンモール新小松

15 地鳴り 病院通いにバスを利用　紫藤道子　８３歳（砺波市）

24 百歳 小林みどりさん（砺波市柳瀬）

25 自画像で歓迎ボード　 砺波　１１月・ねんりんピックへ園児 花の絵も添え「頑張って」

25 庄川左岸国営農地　防災で１０月完工式 砺波で総会

26 農村環境維持へ宣言 「元気とやま」むらづくり大会

27 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 試合結果

28 県立高の来年度募集定員　４３減４年連続マイナス 学級数２校で増、３校で減

30 被災地復旧へ決意　派遣職員を激励 砺波市応援職員激励式

31 熱中症急増厳戒 猛暑日続く県内　搬送１００人超える

31 ほたるいか 中学生短歌講座　砺波市庄川中

読売 28 県中学総合選手権 夏季日程を終了 第５６回県中学校総合選手権大会 大会結果

28 少年野球 となみ野リーグ（８、１４日）

28 新体操 県ジュニア選手権 大会結果

29 県立高定員　４年連続減 全日制６７８１人　発表時期前倒し

朝日 21 募集定員発表　前倒し 県立高・支援校　中卒予定者減で

毎日 24 県立高　全日制１学級４３人減 ３カ月早く発表　募集定員６７８１人

 １９日　木曜日
北日本 5 新生ガラスを完全子会社化 新光硝子工業が買収

5 若鶴ブランド一新「苗加屋」に新商品 若鶴酒造

16 県内美術館・博物館の催し（７/１９～７/２５） 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 全国での健闘誓う 砺波で壮行会

24 仲間と集う 般若中昭和３１年卒同級会（砺波市　武部幹夫）

26 原野地区集落が受賞報告 「元気とやま」むらづくり推進大会

27 弦楽四重奏楽しむ ちゅうりっぷ保育園

27 色鉛筆画　素朴な風合い 林栄勝さん作品展

27 小水力の「新明発電所」完成　農業用水を有効利用 庄西用水土地改良区

27 一般の最優秀に「かがやき花壇」 花と緑のコンクール

32 中学生清流展　入賞作選ぶ 庄川美術館で２８日開幕

33 大牧温泉へ別コース 庄川遊覧船　発電所船着き場利用

33 厚生連側　請求棄却求める 厚生連高岡病院
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35 暑　屋内へ冷房室へ 県内小中学校　エアコン設置徐々に

富山 5 新光硝子工業　新生ガラスを完全子会社化 新光硝子工業（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

19 すこやか育児 松村華ちゃん（砺波市石丸）

24 新明発電所が稼働 砺波・庄西、初の小水力

24 上位進出へ全力で 砺波で高校生壮行会

24 「若鶴」高級志向に 砺波の酒造、９月５日から

25 原野地区集落が県知事賞を報告 農村振興活動で

25 前向きな考え大切に 高岡・戸出中

26 県選抜少年野球大会　２１日に黒部で開幕 出場チーム紹介　㊤　庄川JBC

27 着物で庄川・井波巡り　外国人向けツアー開始 絵になる日本体験を

27 砺波の保育園児　弦楽四重奏楽しむ 北國銀コンサート

27 西から東から ランキング売りや魅力に

29 手術後に女性死亡　病院側、争う姿勢 地裁高岡支部で初弁論

30 庄川遊覧船　きょう運航再開 庄川遊覧船

31 県内自治体病院　３施設が黒字転換 高岡市民　南砺市民　砺波総合　診療所との連携奏功

北陸中日 1 きょうの紙面 県産酒米での酒造りを拡大

1 日々ひと言 日本海ツーリストの堀田信一社長

12 県産雄山錦で新商品 若鶴酒造　日本酒ブランド再編

12 挑戦の大切さを戸出中生に説く 日本海ツーリスト社長

12 県中学総合選手権大会　水泳　女子 大会結果

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 33 ７１歳術後死訴訟請求棄却求める 県厚生連側

日本経済 29 新光硝子が同業買収 新生ガラス　高層ビル向け開拓

 ２０日　金曜日
北日本 24 砺波工高生 旋盤技術学ぶ ものづくりマイスター講座

25 県外から移住 目標値超え 総合計画審議会 指標の４８％ 上向きか達成

25 お年寄り「買い物楽だね」 福光 太美山 移動スーパー初巡回

30 大牧温泉へ運航再開 庄川遊覧船 発電所船着き場利用

富山 15 地鳴り 退職して丸４年 大病もせず感謝 角栄一 ６６歳（砺波市）

22 流しそうめん涼感じ 砺波・庄東センター 大門素麺「おいしい」

22 落語で学ぶ事故防止 砺波・五鹿屋で教室

23 小学校エアコン「頑張る」 砺波市総合計画審 市長、来週申し入れ

25 会長杯ナイターソフト２４日開幕 砺波市ソフトボール協会

28 庄川遊覧船が再開 大牧発電所の船着き場活用

北陸中日 13 流しそうめんで涼 ３世代６０人が堪能 砺波の社会福祉施設

読売 24 総体の出場選手 出場選手一覧

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 22 吹奏楽コンクール 上 １１６団体 心一つに全力演奏

23 審判員７人「最後の夏」 第１００回全国高校野球選手権記念富山大会 それぞれの思い 胸に

 ２１日　土曜日
北日本 3 地方票狙い相次ぎ来県 ９月に自民総裁選

17 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子

20 女子夜間リーグ ４チームが熱戦 小矢部市バレー開幕

27 自由なテーマで撮影した力作並ぶ フォトサークルａｎ写真展

27 ざっくばらん 「雄神楽天塾」会長  泉野康子さん（砺波市・７１歳）

27 電動自転車５台をＪＲ砺波駅に導入 市観光協会

27 流しそうめん味わう 砺波市社会福祉庄東センター

28 タイムスリップ明治のとやま⑮ 北海道に移住した県人② 農家苦しい生活に見切り

29 ６つの修業で悟空を目指せ ドラゴンボールの世界へ  砺波 特別企画展始まる

29 創業セミナー 心構えを学ぶ 高岡  「とやま呉西圏域」の創業支援セミナー

30 災害に強い国道に ４７１号期成同盟会

31 窃盗の疑いで男再逮捕 砺波署

富山 4 自販機補充に内勤者助っ人 北陸コカ・コーラ

15 地鳴り 高齢者の短冊 子へ深い愛情  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

25 悟空目指し ゲームに挑戦 「ドラゴンボール超」展開幕  砺波・チューリップ四季彩館
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25 百花繚乱 盛夏の趣 季節展 アイスチューリップも登場

25 在宅介護の悩みに助言 砺波  巡回の講座・相談会

27 優良工事などで表彰 富山河川国道事務所

27 川縁 ２種目で県中学新記録 県中学校総合選手権水泳競技

29 事件・事故 車から３３万円窃盗疑い

朝日 26 吹奏楽コンクール 下 美しく 奏でる「熱響」 

 ２２日　日曜日
北日本 9 不審者対策へ現場模索 県内小中高 安全確保 防犯カメラ設置６割

16 １７チーム対戦決まる 県大会 ２８日開幕  第５１回北日本新聞朝間野球県大会

17 ペタンク（２１日） 砺波市児童クラブ大会

22 健康長寿考える 在宅医療介護支援巡回講座と介護などに関する相談会

23 散居村の屋敷林を見学 「砺波カイニョ倶楽部」の見学会

23 業務の改善活動発表 砺波総合病院のＴＱＭ大会

28 功労者１０人表彰 県社会教育大会

28 ９団体１９２人たたえる 献血運動推進県大会

富山 2 石破氏が南砺で講演 「国変えるのは地方」 総裁選に意欲にじませ

2 自民県連が街頭遊説 ２２日には南砺、砺波両市で

6 地鳴り マナーの悪さ目立っている  春川正人 ７１歳（砺波市）

19 くらしの日記 健康パークに行った  犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

23 プール遊びや演奏楽しむ 砺波で北部フェスタ

23 屋敷林の大切さ再認識 砺波で富大生ら  大スギなど見学

23 業務改善の成果発表 砺波総合病院でＴＱＭ大会

24 社会教育を考える 富山で県大会

24 北陸の４４チーム熱戦 輪島でマリンカップ

26 東海北陸道の１０周年祝う 小矢部川ＳＡなどでキャンペーン

北陸中日 5 発言 聞き役の存在家族には大切  春川正人 ７１ 富山県砺波市

11 県中学総合選手権大会サッカー競技 ②出町 ③庄西、芳野

 ２３日　月曜日
北日本 3 かがやき定期化活動継続を確認 新高岡駅停車期成同盟会

3 チューリップ公園再整備で防災機能 夏野砺波市長後援会が総会

6 とやまの公園空中散歩 閑乗寺公園（南砺市井波） トピックス バーベキュー楽しむ

11 追想 ありし日 トナミ接骨院元院長  林淳一さん（砺波市深江）

16 サッカー 高円宮杯県リーグ Ｕ－１８、Ｕ－１５ 試合結果

16 サッカー 第３９回高岡市長杯サマーカップ少年大会 試合結果

18 読者のひろば あふれる高岡商愛  砺波市 砂﨑猛雄（７８歳）

19 プログラミング小中高生技術競う ロボコン県予選会

20 グラウンドゴルフ暑さ避け夕方プレー 砺波市グラウンド・ゴルフ協会の第２９回納涼薄暮ナイター大会

21 深層水入り化粧品ＰＲ 開発の滑川高生が販売

21 息の合ったダンス 北部サマーフェスタ

25 子ども消防士 放水体験 砺波  防災フェス 意識高める

富山 7 地鳴り 大阪の夫婦に観光ガイド  黒田和也 ４１歳（砺波市）

15 くらしの日記 母の最期の食事  紫藤道子 ８３歳（砺波市狐島）

16 かがり火で盛り上げ 砺波・太田の夏祭り

17 滑川高の化粧品試して 前田薬品工業と共同開発  道の駅庄川で実演販売

17 気分は消防士 砺波で防火防災フェス  子どもがロープ渡り、消火体験

17 県職退職者会枝打ちや清掃 砺波  散居村ミュージアムで

17 チューリップ公園防災対応に再整備 夏野砺波市長が意向

18 新高岡駅利用ツアー 好調維持 販売１万９千人  同盟会総会で報告

北陸中日 5 発言 ツバメひなのように元気で  島田栄 ６９ 富山県砺波市

11 県民体育大会 バレーボール

 ２４日　火曜日
北日本 5 ３県に初の「対口支援」 富山など２８自治体 職員派遣

16 北日本新聞社旗争奪　県少年野球 大会結果

19 仲間と集う 富山県民スポレクカローリング大会（砺波市 端保勇一）

19 仲間と集う 県民カレッジ「日本古代史講座」（富山市 村澤清人）

19 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）
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22 森の中でピアノ演奏 竹田さん（福野） アニメに触発され企画  砺波チューリップ公園で９月２３日

22 家族で昆虫観察楽しむ 県民公園頼成の森「野鳥と昆虫の観察会」

23 橋を計画的修繕 費用大幅縮減へ 市が予防保全型に転換

23 丸太乗り楽しい 庄川中生徒  地元の自然・文化学ぶ

23 施設の除草ボランティア 県職退職者会砺波支部

27 より上質なウイスキーに 砺波の若鶴酒造 蒸留所改修１周年 麦芽糖化タンク更新

28 模擬議会形式で来月市民説明会 基本条例で砺波市議会

富山 23 わが町朝市夕市（２４～３０日） 砺波市

26 流木乗り 水の恵み体験 砺波  庄川中生ふるさと学習

26 糖化タンクで生産倍増 砺波  三郎丸蒸留所が１周年

26 高岡の能越道 運転に注意促す 県警高速隊の安全運転呼び掛けキャンペーン

29 グランドチャンピオン 平木君 第２１回太田の夏祭りちびっこ相撲大会

読売 30 少年野球 となみ野リーグ（１６～２２日）

30 フットサル 第１５回県リーグ

30 新体操 県民体育大会

30 陸上競技 第６４回全日本中学校通信競技富山大会

 ２５日　水曜日
北日本 5 産業観光で視察 県西部産業開発協議会

15 全国高校野球選手権富山大会 打ち勝つ試合多く 総評

16 野球 ＭＶＰカップ争奪大会 大会結果

16 ソフトテニス 県民体育大会 大会結果

21 「どんな人とも対等な関係を」 庄西中でセミナー

21 熱帯の花々 会場彩る チューリップ四季彩館 季節展「百花繚乱」

21 県速球王コンテスト７月度 大会結果

26 えんじゃら節 元気に 砺波で児童ら ２８日祭りへ仕上げ

27 建造物侵入疑いで少年３人逮捕 砺波署

28 高岡商 夏連覇 炎天下 応援実った

富山 3 県分１．１％減 市町村分は０．９％減 普通交付税

15 地鳴り 小さなカエル 大冒険実らず 藤井昭道 ４６歳（砺波市）

22 事故防止へ交通安全教室 砺波

25 庄西中でコミュニケーションセミナー 砺波

26 高校野球富山大会決勝 高岡商 猛打で頂点

27 事件・事故 建造物侵入疑い３少年逮捕

北陸中日 1 西日本豪雨　北陸でも同規模災害の恐れ 自ら情報集め 早めに避難を

4 富山のイベント情報≪８月まで≫ ２０１８庄川水まつり 第３６回となみ野花火大会

7 糖化自動化 倍速タンク 若鶴酒造 ウイスキー蒸留所

13 夏の高校野球富山大会の戦績 大会総括 高岡商 全試合２桁得点

読売 30 高岡商 優勝への軌跡 大会結果

31 夏 高校野球 県大会 高岡商 猛攻Ｖ２ 不調乗り越え公式戦初本塁打

日本経済 33 ブランド再編 海外開拓 若鶴酒造、価格帯で３つに 売上高比率３０％目指す

 ２６日　木曜日
北日本 1 ７月全国の土砂災害１３５０件 １ヵ月で年平均上回る  県内２件

15 ２９日越中座で「ビッグ碁」開幕 ６１チーム３００人熱戦

17～19 インターハイ開幕！！富山県代表選手特集 新体操 ほか

23 情報かわらばん となみ野

23 朝市夕市 県内 砺波市

24 読者のひろば 宮内庁施設の参観  砺波市 武部幹夫（７７歳）

24 仲間と集う 砺波高定時制１１回生同級会（高岡市 成田勝二）

26 創立５０周年記念し作品展 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」の創立５０周年を記念した作品展

26 防災となみ改訂 最新情報盛り込む

26 身近な科学の秘密分かった 小学生夏休みチャレンジ教室

32 旅行会社に県西部の観光ＰＲ 県西部６市の観光誘客担当者

富山 15 地鳴り 言葉は移り変わっていく  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

20 とやま童話 しんかんせんまっくす  絵・みやばやしともこ

21 富山文芸  ７月賞 柳壇  佳作 源通ゆきみ

21 富山文芸  ７月賞 歌壇  一位 山森和子
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24 砺波工高生徒が園児と交流深め 鷹栖保育所訪問

24 えんじゃら節盛り上げ 砺波・南般若  子どもが稽古  ２８日、祭りで披露

25 クワガタ 半分雄半分雌 砺波・荒木さん（小２）発見

26 防災マニュアルを改訂 砺波市が全戸配布  新たに大雪対策

26 鮮やかクラゲ「できた」 子ども美術大会 ワークショップ始まる  砺波市美術館

27 北和会、サンパチ会勝利 第１４回会長杯ナイターソフトボール大会第１日

北陸中日 13 ドラゴンボールの修業挑戦 チューリップ四季彩館、夏企画

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

27 熱中症「水中は自覚困難」 学校プール中止続々  砺波北部小など 水温上昇、日陰なし

朝日 25 打撃力で快進撃 目立つ 覇者・高岡商  ４割打者６人

毎日 25 第７０回毎日書道展北陸展 実行委員作品紹介⑤ 田守光昭＝富山県砺波市

 ２７日　金曜日
北日本 5 空き家対策早めが肝心 魚津でセミナー

14 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

15・16 第５１回北日本新聞朝間野球 王座懸け１７郡市代表激突  リアールプランニングＡＷ（砺波市）

23 風景画など味わい深い２９点 「墨雅会」の作品展

23 スマホトラブル学ぶ 砺波市小・中・高校生徒指導連絡協議会

23 生徒が園児とプール楽しむ 砺波工業高校の１～２年生１６人

23 思いやりのある運転を 砺波市役所 職員約２５０人を対象に交通安全講習会

24 とやま元気っ子 鷹栖ミニバスケットボールクラブ（砺波）  楽しく伸び伸びプレー

28 ねんりんピック富山２０１８ 剣道大会ＰＲ  砺波市役所に看板

30 暑さ「危険」ならプール使用中止 富山・小矢部で基準設定

富山 22 高齢者の横断体験 砺波で講習会

22 山田さん優勝 第４０回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

23 流しそうめん楽しむ 砺波誠友病院

23 生徒指導教諭らがネットいじめ考える 砺波で講演会

25 ねんりんピック盛り上げ ＰＲ看板を設置  砺波市役所

25 砺波総合病院 開幕戦制す 第１８回国体記念ナイター野球大会

27 大阪の旅行会社に県西部の魅力紹介 ６市の観光担当職員

北陸中日 13 第６１回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会 参加校

13 わたしのアングル ７月度優秀作④  『激』羊永明（石川県白山市）

19 北陸文芸 歌壇  砺波市 上竹秀幸

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２８日　土曜日
北日本 6 となみ政経懇話会 ７月例会 懸案解決へ対話必要  講師 慶応大准教授 礒﨑敦仁氏

14 北日本文芸 歌壇  詩壇  俳壇 入選作品

16 「一戦一戦全力で戦う」 県庁  甲子園に向け意気込み

25 中学生の写生画１００点 庄川美術館  きょうから清流展

25 バイパス早期完成要望決議 国道３５９号改修促進期成同盟会の総会

25 寸劇で交通安全学ぶ 老人クラブ「杉木日好会」

25 タマネギ栽培 利点説明 県が検討会  産地広域化目指す

25 ごみ拾いで地域貢献 県建設業協会砺波支部青年部会

26 タイムスリップ明治のとやま⑯ 北海道に移住した県人③ 開拓地「砺波」と名付け

31 富士通エフサス富山支店を指名停止 砺波市

富山 16 ８月イベント一覧 【４日】２０１８庄川水まつり ほか

16 富山新聞花火大会 １５日・砺波  光の大輪夏の夜彩る

17 とやまイベントガイド 第２２回チューリップカップ小学生バレーボール大会

28 タマネギ生産 全県に拡大 ＪＡとなみ野が導入検討会  ノウハウ公開機械貸し出し

28 砺波工高でオープンハイスクールを開催 オルゴール制作

29 いかるぎの大橋は年度内に上部整備 砺波・国道３５９号

29 １５９号線をきれいに 県建設協砺波支部青年部

30 砺波油田Ｆ優勝 第３２回県知事杯ペタンク大会

30 契約辞退で指名停止 砺波市  

31 県ジュニアソフトテニス選手権 大会結果

31 第１８回国体記念ナイター野球大会 大会結果

31 第１４回会長杯ナイターソフトボール大会 大会結果
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31 初誕生 杉浦玲奈ちゃん  砺波市杉木２丁目

31 甲子園で「最攻挑」表現 砺波市役所に２選手

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

15 北陸中日杯ゴルフ 砺波の岩村さんＶ 北陸中日杯争奪ゴルフ大会

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 富士通エフサスを３か月間指名停止 砺波市、落札後辞退で

 ２９日　日曜日
北日本 13 第７１回県民体育大会 中心会期スタート  第１日

26 がんばってます 富山の職場 県花卉球根農業協同組合 砺波市大門  生産者と消費者つなぐ

27 昔の暮らし 思いはせ 砺波  勾玉作り・わら細工も  市教委 郷土資料館 同日開催

27 べるもんたで観光ＰＲ 砺波市 「ベル・モンターニュ・エ・メール」の乗客に観光ＰＲ

27 夕涼み会でゲーム 砺波市の太田幼稚園と太田保育所の保護者会

31 伝承の縁いつまでも 東京 浅草寺ゆかり 砺波 東保地区  僧侶招き観音祭と講演会

32 庄川の自然描いた１００点 中学生清流展始まる

33 えんじゃら節 高らかに 砺波南般若夏祭り  地元の民謡披露

33 砺波でも１頭 ２８日午後５時５分ごろ  砺波市徳万の路上

33 砺波勢２部門Ｖ １０月全国大会へ 県下消防団消防操法大会

35 民意と歩む 議会診断⑭射水市 議員報酬 増額 理解得られるか

35 民意と歩む 議会診断⑭射水市 電子端末 タブレット活用を推奨

富山 7 地鳴り 「マミムメモ」守って安全に  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 夏祭り 笑顔広がる 砺波・南般若  「えんじゃら節」熱唱

24 チアダンス 躍動 砺波の夕涼み会

25 アマ有段者と腕磨く 砺波  こども将棋教室 初開催

26 砺波・庄下、栴檀山  富山での全国大会へ 消防操法大会

26 甲冑着て戦国武将気分 砺波・埋蔵文化財センター

27 豊ノ島杯少年少女相撲 ８部門で熱闘  高岡

27 サンパチ会と三谷、決勝進出 第１４回会長杯ナイターソフトボール大会

27 井波少年団Ｂ 井波中Ａ 優勝 第１８回板橋杯争奪剣道大会

27 石倉、福澤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

27 県体中心会期（２８日） バレーボール、卓球、バドミントン

27 高円宮杯サッカーＵ－１８サッカーリーグ富山 試合結果

27 高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ県リーグ 試合結果

30 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 11 県民体育大会 バレーボール、バドミントン、卓球

11 県ジュニアソフトテニス選手権大会 大会結果

読売 26 少年野球 となみ野リーグ（２８日）

26 バレーボール 県民体育大会

 ３０日　月曜日
北日本 16 第７１回県民体育大会 中心会期第２日

16 富山マスターズ陸上 １８４人 自己ベスト目指す

16 競泳 県中学校総合選手権 大会結果

16 ソフトテニス 県ジュニア選手権 大会結果

16 北日本新聞社旗争奪県少年野球 試合結果

21 ３５周年に感謝 大正琴コンサート

21 アユいっぱい取ったよ 東般若  児童・園児ら歓声

21 絵本情感たっぷり 「めばえの会」の「夏のおはなし会スペシャル」

21 断酒の決意新た 「学校」に全国から１５０人

22 とやまいろいろ図鑑７８ 砺波郷土資料館㉔  暑い夏を乗り切る① 蚊帳・寝ござ 寝る時の必需品 

26 サクラ名所守りたい 高岡古城公園 今冬豪雪被害  とやま森林サポーターの会

富山 9 地鳴り 熱帯夜に起きて手に取った一冊  黒田和也 ４１歳（砺波市）

9 月曜川柳  乱反射 源通ゆきみ（砺波）

18 アユつかみ捕り親子１５０人楽しむ 砺波・東般若公民館

19 ７漁協３８３人が参加 庄川クリーン大作戦

20 緑綬褒章受章を記念 心新たに読み聞かせ 砺波・めばえの会

21 初誕生 寺島千隼ちゃん＝砺波市鷹栖

北陸中日 1 県内猛暑  氷見３７．３度 ７月の観測最高 更新
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11 県民体育大会 バスケットボール

19 広告 西日本豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます

朝日 27 県代表に４部門１１団体 第４６回県吹奏楽コンクール

 ３１日　火曜日
北日本 15 県勢ペア全国Ｖ ジュニアダンス ２団体が準優勝

15 富山市一般の部優勝 県体

15 県勢 ハンド・ホッケー４強 高校総体 あす開会式 出場県選手（上）

21 庄川沿いきれいに 庄川沿岸漁業協同組合連合会

21 市長に消防２部門優勝報告 県下消防団消防操法大会

22 とやまいろいろ図鑑７９ 砺波郷土資料館㉕ 暑い夏を乗り切る② 蠅取りリボン・蠅取り瓶 知恵をしぼっても…

25 歌謡曲やＪポップ 息合った歌声響く 合唱団となみ

26 理事長に西村さん となみ青年会議所

富山 1 県内１８日連続真夏日 打ち水で涼大作戦 富山経済同友会

16 地鳴り 盆前の畳干し汗がだらだら 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

27 わが町朝市夕市 砺波市

36 大門素麺でサラダ 砺波で親子１５人料理教室

37 県大会優勝晴れやか 庄下、栴檀山の消防分団 砺波市長に報告

37 理事長予定者に西村氏を選任 となみＪＣ

39 オールジャパン・ダンス 県勢ジュニア 全国で輝く

39 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 大会結果

39 全国青年剣道大会県選考会 大会結果

39 コカ・コーラカップ争奪 野球大会 大会結果

朝日 22 中学Ｂ 北陸大会へ７校 庄西 喜びの一言

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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