
　　　　　　　２０１６年（平成２８）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　金曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 議長の職 ６市１年で暗黙の交代

3 北日本四政経懇話会 ７月例会 となみ政経懇話会 ２２日（金）正午

28 チューリップに”種”!？ 砺波 四季彩館で展示始まる

28 翔凜館開業で車椅子を寄贈 砺波 オークス

29 「雪たまねぎ」豊作 ＪＡとなみ野 出荷最多５０００㌧超へ

29 新役員 となみセントラルライオンズクラブ

33 米アカデミー 仲代・北野氏ら新会員 砺波ゆかり種田氏も

34 防犯野球教室に力 となみセントラルＬＣ

36 議員に「夏のボーナス」 最高額 富山市議１３０万５０００円 

富山 23 見守り隊に集会で感謝 砺波・出町小

23 珍しいさやに見入る 砺波・チューリップ四季彩館

23 旬の味、足湯…庄川満喫 女性グループ企画 １７日から電動自転車ツアー

24 「翔凜館」きょうオープン オークス 砺波平安閣を全面改装

27 地鳴り 負けず嫌いな母を思い出す 春川正人 ６９歳（砺波市）

北陸中日 19 種から花まで チューリップのさやの中には 砺波の四季彩館

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　 ２日　土曜日
北日本 1 県内路線価 過去最多２５０地点上昇

3 議員報酬の審議会諮問 夏野砺波市長 秋の市長選後に判断

10 富山０．５％減下げ止まり 石川の温泉地は上昇

23 昇太さんの書プリント増山城シャツ人気 砺波 ９月に寄席・トーク

23 特産タマネギ初出荷 砺波 ＪＡとなみ野「過去最高の生産」

23 犯罪や非行防止呼び掛け 砺波 社会を明るくする運動砺波市推進委員会

23 新役員 砺波ロータリークラブ

26 大舞台に響け 出町中・国際合唱コンクール＜上＞ 創部 地域の熱意後押し

26 おおしま絵本手作りコンクール 入選＝熊野栄絵（砺波市）

27 砺波のため池７ｶ所進入防止 死亡事故受け緊急対策

28 給食に画びょう 砺波出町中

富山 1 県内最高路線価 富山駅前２年連続上昇

3 有効求人倍率１．６１倍 ５月の県内 前月に続き高水準

5 高岡で二極化進む 中心部は下落拡大、新駅上昇

23 育児支援ファイル配布 砺波市 Ａ４判１０６㌻、助成紹介

23 ６７貯水池を緊急調査 砺波市

23 議員報酬見直し「次期市長が判断」 砺波市

23 女性が６次産業化学ぶ 砺波市高波の農園カフェ「農工房長者」で

23 庄東小、水上スポーツ体験 砺波市の上和田緑地マリーナで

24 砺波・シニア元気あっぷ事業 奉仕活動で換金ポイント 介護予防へ初日５人利用

24 タマネギ初出荷 ＪＡとなみ野５５００㌧、５億円目標

25 おおしま国際絵本コンクール 入選に熊野栄絵さん（３８）＝砺波市＝の「ちょっと不思議な喫茶店」

25 農業用ため池を点検 県内４市町の２１カ所で

25 デスク日誌 お宝になる夜高

29 給食に画鋲 砺波・出町中 スープに混入 口には入れず

北陸中日 12 路線価 新幹線特需続く 富山県

17 農業用ため池一斉点検 県、２１ｶ所 事故受け、柵も調査

17 砺波周辺で収穫のタマネギ出荷開始 ＪＡとなみ野

28 砺波の中学給食画びょうが混入 市教委、生徒に異常なし

読売 27 給食スープに画びょう混入 砺波の中学校

27 路線価２４年連続下落 新幹線効果続く 富山駅前通りは上昇

朝日 26 ニュース短信 砺波市立出町中の給食に画びょう

27 富山駅前新潟を上回る 最高路線価

毎日 24 富山駅前４．５％上昇 最高路線価

　 ３日　日曜日
北日本 20 軟式野球 砺波市民体育大会中学の部 決勝 出町2-0庄川
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24 読者のひろば 自然の恵み守ろう 砺波市 上野亮平（無職 ７３歳）

27 安全にジャブジャブ 砺波 水記念公園新たに水遊び場

27 発掘民謡認定功績たたえる 砺波 義正会の平野会長祝賀会

27 災害情報の翻訳支援 砺波 砺波市文化会館で

27 第１２回砺波市消防団消防操法大会 大会結果

32 大舞台に響け 出町中・国際合唱コンクール＜下＞ 飛躍 風土学び表現磨く

富山 25 ジャブジャブ池に歓声 砺波・庄川水記念公園 安全に水遊び、休憩所も設置

25 発掘民謡「伝承を」 「えんじゃら節」など３曲砺波で祝賀会

25 庄下、栴檀山分団Ｖ 砺波・消防操法大会

25 ホープスの部大蔵、梅基制す 砺波市学童卓球大会

25 災害時の情報伝達外国語の翻訳学ぶ 砺波

25 児童が七夕のつどい 砺波市出町児童センターで

29 地鳴り ヘビは神様でも不気味 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

29 〃 わが家にある時計を数える 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

29 〃 自分の行動に責任を持つ 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 17 消防操法大会で訓練の成果競う 砺波市消防団

読売 29 ため池２１か所の転落防止策確認 県、夫婦死亡事故受け

朝日 27 県内今年初の猛暑日 砺波市＝３５．７度

　 ４日　月曜日
北日本 1 １６参院選とやま 下宿生投票できない！？ 県内選管判断分かれる

16 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

16 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 バスケットボール、ソフトテニス

16 １０００人自己ベスト狙う 富山で小学生陸上競技県大会

21 最優秀に嶋田さん（砺波） 砺波 北日本民謡舞踊砺波大会

21 水上スポーツを体験 砺波 砺波市庄東小学校の児童

21 科学分野の絵本読み聞かせ学ぶ 砺波 砺波図書館の「絵本の読み聞かせ講座」

21 ざっくばらん プライベートサロン「Sｈａｎｔｉ Bｌｅｕ」主宰 平岡麻子(砺波市・３５歳)

25 交通安全子供自転車大会 鷹栖小（砺波）が１８連覇

26 橋下氏（前大阪市長）９月講演 福野「となみ野フェス」

27 小矢部で車全焼 砺波市の６０代男性の乗用車を全焼

富山 2 犯罪のないまち砺波で呼び掛け 社会を明るくする運動

12 ロビー展 高砂書道部作品展 富山銀行庄川支店

12 展覧会 藤井満男さん、建二さん兄弟写真展 庄川水資料館

13 親子が調理 砺波、食での健康学ぶ

15 砺波・鷹栖小１８連覇個人は小竹さん優勝 交通安全自転車県大会

15 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトテニス、ミニバスケットボール

19 事件・事故 小矢部で車両火災

19 コント 消費増税再延期 （砺波・たぬき）

北陸中日 15 鷹栖小（砺波）１８年連続Ｖ 子供自転車県大会 来月、東京で全国大会に

15 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 ミニバスケットボール

　 ５日　火曜日
北日本 1 注目のニュース 出町中ハンガリーへ出発

3 １６参院選とやま 期日前投票１．６５倍

11 ２０１５年分所得と資産補充報告書公開 県議１４７３万円 市町村長１２９６万円

25 創立５０年５０人リレー 砺波商議所青年部

25 施設管理組織本年度に設立 庄川左岸用排水対策協

25 子供自転車大会全国大会へ決意 砺波 県代表鷹栖小チーム

28 青少年育成に力 砺波ＲＣ

29 給食また異物混入 砺波・出町中でビニール片

30 ハンガリー合唱コンクール 出町中（砺波）派遣団が出発

富山 2 県内首長、県議の所得・資産等補充 県議、夏野修砺波市長

21 わが町朝市夕市 砺波市

25 砺波高１年生訪れ交流 砺波・ちゅうりっぷ保育園

25 鷹栖小、Ｖ１８喜ぶ 自転車県大会 砺波市長祝福

26 参院選とやま２０１６ 期日前投票３割増

26 新世代奉仕中心に活動 砺波ＲＣ新役員来社
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26 新役員 砺波ロータリークラブ

27 第３２回全国小学生陸上交流大会県大会 大会結果

28 防災施設維持へ協議会を設置 庄川左岸排水対策促進協

29 地鳴り 郷土を学び誇りと愛を 鈴木佳奈 ２８歳（砺波市・主婦）

31 給食にまた異物混入 砺波出町中 同じ教室でビニール片

北陸中日 20 知事１４万円増の１７４１万円 １５年所得首長トップは富山市長 県議平均は１４７２万円

20 明日へ２０１６参院選 期日前投票６万６７３０人 県選管・３日時点

34 砺波の中学校給食今度はビニール片 ３年生のクラス

読売 30 所得公開知事１７４１万円 県議平均は１４７３万円

朝日 28 所得公開 知事１７４１万円いずれも増 県議・市町村長の所得一覧

29 ニュース短信 砺波・出町中の給食にまた異物

毎日 26 第６８回毎日書道展 北陸３県喜びの入選者 一般公募部門 富山

26 給食にビニール片 砺波・出町中 画びょう混入も

27 毎日書道展 秀作賞 大字書 千代歩月さん（５６）富山県砺波市鷹栖

　 ６日　火曜日
北日本 3 柴田氏再選へ結束誓う 小矢部で総決起集会 １２００人が参加

10 くらし川柳 糸せい子選（氷見市） 砺波市 森河弘子

11 毎日書道展 県内から５０２点入選

19 高齢者に浸透「百歳体操」 砺波・２６グループ活動 「歩行速く」「体力ついた」

19 特産タマネギうまい ＪＡとなみ野 学校給食で提供

19 特殊詐欺対策に“捜査官” 砺波 「だまされたふり県民捜査官」に指定

19 ざっくばらん 日本海ツーリスト砺波本店営業企画セクション 田村莉奈さん

19 お年寄りと園児触れ合う 砺波 砺波市出町保育所の園児

24 毎日書道展会員賞 秀作賞 大字書 千代歩月（砺波）
24 車の安全運転 ２６事業所を表彰 県警など 

富山 21 特産化へ関心深めて 砺波 たまねぎ給食

21 県民捜査官に５人 砺波署が指定

21 １００歳体操グループが交流 砺波市のいきいき１００歳体操グループ交流会

23 毎日書道展会員賞 秀作賞 大字書 千代歩月（砺波）

25 地鳴り 孫のために作ったお話 沖田千鶴子 ７５歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 英ＥＵ離脱に若者は何思う 会社員 石丸秀幸 57 富山県砺波市

15 燃えよドラゴンズ 北陸限定うちわ 手にした砺波市の公務員 吉沢泰樹さん（４７）

読売 29 はてな？ 家庭菜園で食べ頃待つ

30 よみうり文芸 短歌 田中譲選 【秀逸】砺波市 西能さとみ

30 〃 俳句 長沼三津夫選 【秀逸】砺波市 源通ゆきみ

30 〃 川柳 脇坂正夢選 砺波市 西能さとみ

30 〃 文芸サークルから   海潮砺波歌会

31 砺波のタマネギづくし給食 特産品化推進 １９校で提供

　 ７日　木曜日
北日本 7 社説 県内路線価 二極化拡大に歯止めを

18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、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

23 仲間と集う 砺波高第１５回普通科卒同級会（砺波市 小幡勝義）

24 読者のひろば 安納イモを植える 砺波市 小西文子（主婦 ７２歳）

27 玄土社瑞穂書会半紙習作展 ２２～２４日に砺波市の北日本新聞砺波支社ギャラリー

31 在宅死割合地域で大差 県内 砺波・氷見で割合高く

31 クマ出没情報 富山など３市で目撃

32 民意と歩むとやま議会考 政務活動費公開状況は…

33 きょう組み合わせ抽選 第９８回全国高校野球選手権富山大会

富山 26 スポーツ推進委員が研修 砺波市スポーツ推進委員協議会の実技指導研修

27 戦前の太田情景を歌に 砺波 ８４歳藤井さん、ＣＤ配布

27 砺波高で外務省講座 牧野道子国際協力局気候変動課長補佐

31 古民家で男女の出会い 砺波 ３０日、初の婚活イベント

33 在宅死の割合地域差 砺波市１４．７％県内最高

北陸中日 1 在宅死の割合地域差大 訪問診療態勢に違いか
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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 26 高岡商、富山商球界けん引 県高野連沢井会長 最後まであきらめず戦って

26 第２６回県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトボール 

　 ８日　金曜日
北日本 1 民意と歩むとやま議会考 ギカイのはてな？  ■女性議員の思い

3 直通化の検討継続 城端・氷見線活性化推進協 次期計画案示す

14 高校野球富山大会１４日開幕 ４７チーム対戦決まる

15 第６９回県中学校野球大会あす開幕 １６校王座目指す

20 空中カフェ２０１６ 「ココ・トロピック」ラ・ピニヨン（砺波市）

21 空き家の荒廃防げ！ 砺波・柳瀬自治振興会所有者に広報発送 「古里に関心を」

21 秋策定の総合計画基本構想素案示す 砺波 市創生まちづくり委

21 夕闇の花来場者を魅了 砺波 チューリップ四季彩館延長営業スタート

21 日本画と南画２人展 砺波 砺波市高道のヘアスペースWｉｔｈで

26 大賞・山下さん（南砺）表彰 となみ野美術展交流会

27 電動ドリル盗んだ疑いで男逮捕 砺波署

富山 18 生活文化 市場便り 野菜 砺波玉ネギ順調入荷

22 各国王室を魅了 ピアニスト北順佑さん 砺波で９月演奏、晩餐会

22 恋愛成就のお宮登場 砺波・チューリップ四季彩館

23 安全施工、労災防止を 建設業、砺波で大会

23 栴檀野Ａ優勝 第１８回砺波市カローリングクラブ大会

23 スマホのトラブル１年が対処法学ぶ 砺波高で消費生活講座

23 市側が将来像２案 砺波市総合計画基本構想

24 風雪賞受賞の新藤さん ２３日、砺波で記念講話 散村研究の成果披露

24 県ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ １部 ヴァリエンテ富山4-2庄西中

25 高校野球富山大会１６日から熱戦 １４日に開会式

25 砺波市体 大会結果

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

24 高校野球県大会 １６日熱戦開始

24 卓球 全国ホープス兼東日本ブロック大会県予選 （１位のみ） 団体 女子 砺波Ｊｒ．

朝日 31 第９８回全国高校野球選手権富山大会 ４７チーム対戦決まる 各ブロック見どころ

31 〃 大会パンフ完成 ＡＳＡ・球場で販売

毎日 22 全国高校野球組み合わせ抽選会 ４７チームカード決まる

　 ９日　土曜日
北日本 1 砺波・出町中 歌声高らか 第２７回ベーラ・バルトーク国際合唱コンクール

17 北日本歌壇の集い 高岡会場 安念智栄子 中井溥子

18 砺波市民体育大会・一般の部 大会結果

18 砺波市民体育大会・中学の部 大会結果

20 ゲートボール県年金受給者協会砺波支部大会 大会結果

26 自転車全国大会へ 鷹栖小に技能セット 砺波 自治振興会が贈る

26 空中カフェ２０１６ ② ミッシュローゼ  プティ ア プティ（砺波市）

27 「タマネギ茶」いかが 砺波 総合カレッジＳＥＯが商品化

27 企業と高校が就職懇談会 砺波・南砺・小矢部市の企業と県西部の高校進路指導担当者

34 異国で堂々 歌声高らか 砺波・出町中 予選で５曲披露

富山 2 社説 砺波シニア健康事業 奉仕活動で元気な老後を

27 着衣泳の基本学ぶ 砺波・庄川小５年生

27 全国出場の鷹栖小に自転車走行セット 砺波、自治振興会贈る

27 ブレンド茶きょう発売 砺波市農商工連携協 チューリップ化粧品も開発中

31 地鳴り 孫の頼みをかなえたく 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 19 城端－氷見線の直通化計画 新交通網形成へ素案 高岡など４市

19 自転車安全運転 全国でも一番に 鷹栖小児童ら抱負

読売 29 目指せ甲子園 富山大会出場チーム選手一覧

朝日 27 ２０１６参院選 県西部中心に 吉田氏

27 「本尊」こいっぴ 願い事どうぞ 「チューリップの宮」を開設 砺波・四季彩館

27 次回の協議で地裁が和解案 ユッケ金沢訴訟

 １０日　日曜日
北日本 3 期日前投票 県内１．３２倍 14万５９９３人
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3 県内 当日有権者９０万４８０５人 参院選の県内当日有権者数

22 県中学野球 「代表らしいプレーを」 １回戦は雨で順延

22 県中学選手権陸上競技 １年 １５００㍍①瀬川翔誠（庄西）

22 プロがスイング指導 ＧＣゴールドウイン 砺波市ゴルフ協会が教室

27 理想の家造り提案 砺波 建築家展

27 響き確かめ準備万端 宗家岡田流大正琴富山支部発表会 

34 ハンガリー合唱コンクール 砺波・出町中が予選通過 本選でハーモニー披露

富山 2 県内有権者９０万４８０５人 １万９１人増 １８、１９歳は２万１１人

2 期日前投票１４万５９９３人 前回選から３万５８８０人増 １日平均も増加

19 いきいきスクール 砺波市出町小 タブノキの成長見守る 児童が記録、歴史残す

23 空き家解消へ広報紙発送 砺波・柳瀬地区自治振興会 所有者に管理呼び掛け

23 「住みたい町」へ三世代知恵絞る 砺波・庄川町青島地区

23 最後の夕涼み会に歓声 砺波市出町保育所

25 第５４回県中学校総合選手権 陸上 男子 １年１５００㍍①瀬川翔誠（庄西）

25 第２６回北電カップ県学童サッカー大会第１日 ８チームが決勝Ｔに

27 地鳴り いろいろな収穫今回は「大笑い」 藤井昭通 ４４歳（砺波市）

27 〃 書店での会話至福の時間 春川正人 ６９歳（砺波市）

27 〃 ご近所にいる８３歳の偉い方 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 14 有権者は９０万４８０５人 県選管発表 １０代は２万１１人

19 ３世代で協力料理作り 砺波で「ふれあいセミナー」

読売 24 県中学総合選手権開幕 陸上 男子 １年１５００㍍①瀬川翔誠（庄西）

24 第２６回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

朝日 23 期日前投票者計１２万１４１０人に 選挙人名簿登録者数

 １１日　月曜日
北日本 3 野上氏得票 ６市町村で７割超 富山選挙区各候補の市町村別得票

3 投票率５５．６１％ 過去３番目の低さ 富山選挙区市町村別の投票率

13 花いっぱいの栴檀山に 砺波 地区一帯にコスモス種まき

13 ようこそ となみへ！！ 砺波 出町小児童ら「べるもんた」に呼び掛け

13 繊細な音色で懐メロ演奏 南砺 福野「大正琴の調べ」

16 県中学野球 小杉（高岡１位）8-7出町（砺波３位）

21 ハンガリー合唱コンクール 砺波・出町中４位に 関連フェス浴衣で出演

富山 3 得票率 野上氏６９．２４％ 全１５市町村でトップ

3 投票率５５．６１％ １４市町村、前回選超え

14 道の駅で塩焼き練習 １６、１７日・庄川あゆまつり

15 緑の山々 除草に汗 砺波・別所地区 山ウドの地、県立大生手伝う 

15 べるもんたに「ようこそ」 砺波 出町小グラウンド、児童ら２００人

15 高池が栄冠 第８回東般若地区グラウンドゴルフ大会

15 神島自主防災会地震の避難訓練 砺波、運動会で親睦

18 栴檀山にコスモスの彩り 砺波 地区住民２００人が種まき

19 地鳴り 地元富山県がこよなく好き 加茂博一 ６７歳（富山市）

19 〃 うれしかった祖母の笑顔 鈴木佳奈 ２８歳（砺波市・主婦）

北陸中日 9 砺波特産タマネギ収穫期 詰め放題が人気 道の駅でまつり

9 〃 給食にもたっぷり

11 野党響いた出遅れ 選挙区・市町村別確定得票

11 投票率上昇５５．６１％ 富山選挙区 前回選５ポイント上回る

読売 16 投票率５５．６１％ ９年ぶり上昇

朝日 17 県内投票率５５．６１％に 選挙区の投票結果 候補者の市町村別得票

　１２日　火曜日
北日本 11 比例代表全候補 県内市町村別得票数 自民の得票率４４．１６％

13 新高岡駅利用促進を 県西部産業開発協総会

19 追想 ありし日 地元の農業を支えた砺波市中野土地改良区元理事長 川田 與次さん

22 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８県リーグ 試合結果

22 グラウンドゴルフ鷹栖クラブ月例会 試合結果

26 議長に柴田さん 砺波 市女性議会開会 副議長台蔵さん

27 砺波の食材収穫体験 砺波 砺波市出町中学校の給食委員会の生徒３４人
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27 尾崎さんと浦上さん表彰 砺波 砺波市建設業協会の安全大会

29 チューリップ球根 品質良好 県花卉農協 集荷開始 豊作に期待

29 マリーナフェス 家族で楽しんで 砺波市体協がＰＲ

29 「木製地球儀」引き継ぎ 砺波へ 全国植樹祭のシンボル

30 世界の舞台で一層飛躍 砺波・出町中 閉会式 モスクワの団体と交流

富山 2 県内比例得票 自民２１万票で首位 県選挙区の開票区別得票数・率

10・11 比例代表全候補 県内市町村別得票数 数字で見る攻防

26 給食で学ぶ 砺波 食材の農家取材

27 大きく 品質良好 チューリップ球根、集荷始まる

27 女性議会開会 砺波市

28 育樹祭の地球儀 砺波に 県内全市町村を巡回へ

29 １７日にマリーナフェス 砺波市体協など 本社で来場呼び掛け

31 ＰＲ映像、観光パンフ作製 県西部産業開発協 モデルルート紹介

北陸中日 17 チューリップ球根キズ有無など検査 砺波、入善で集荷開始

20 参院選比例 自民２１万票超 富山県内市町村別得票率

21 参院選比例代表 市町村別各党派得票

21 水上スポーツ 多彩 砺波で１７日フェス 本紙支局訪れＰＲ

読売 32 選挙区市町村別投票率 砺波市 ６２．８５％

32 １０市町村で開票遅れ 砺波市 案文票の計算にミス

朝日 31 比例区の市町村別確定得票 砺波市

別5 ４７チーム、いざ 第９８回全国高校野球選手権富山大会

毎日 26 ２０１６参院選 市町村別投票率

 １３日　水曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い 【兼題 日傘・落し文】特選 二俣れい子

21 ご当地怪獣で物語を 利賀小児童と砺波の漫画アーティスト

27 車内からナイフ砺波の男逮捕 銃刀法違反容疑で石川県警

特 1 第９８回全国高校野球選手権富山大会あす開幕 ４７チーム１６日から熱戦

4 〃 甲子園めざしダッシュ！ 砺波、砺波工

4 〃 夏の甲子園県勢成績

富山 21 小菊 砺波・権正寺営農組合 初めての電照栽培

25 事件・事故 ナイフ携帯疑いで男逮捕

読売 32 よみうり文芸 短歌 砺波市 林田禮子

32 〃 川柳 砺波市 源通ゆきみ

特 3 高校野球富山大会 目指せ甲子園完全燃焼 砺波、砺波工

4 第９８回全国高校野球選手権富山大会 夏の甲子園県代表校

4 〃 富山大会日程

 １４日　木曜日
北日本 2 人口減２７万人減少幅最大 ２年連続 県内市町村で減少

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

28 工事現場で作業体験 砺波 国道３５９号で高岡工芸高

28 空中カフェ２０１６ 「フレーズ・ペシェ」ラ・ピニヨン（砺波市）

29 ７年ぶり中国盤錦市へ 砺波 友好訪問団 市役所で出発式

33 市民寄贈のピアノ再生 砺波市文化会館 記念演奏会を企画

34 食肉の衛生管理セミナーを開催 県協同組合連合会

37 車の高齢夫婦死亡 砺波の国道３５９号 道路脇標識柱に衝突

富山 16 第９８回全国高校野球選手権富山大会 組み合わせ

17 〃 出場４７チーム紹介 砺波、砺波工

17 〃 展望

30 県西部体育センター砺波の園児ら短冊 五輪活躍祈る電飾も設置

31 ７年ぶり盤錦市へ出発 砺波市日中友好交流協会

31 砺波の工事現場見学と建設体験 高岡工芸高生

37 標識に衝突 夫婦死亡 砺波

北陸中日 17 ２０１６全国高校野球選手権富山大会 チーム紹介 砺波工、砺波

22 交通死 多発注意報を発令 県警 指導取り締まりを強化
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24 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

37 案内標識に衝突 軽の夫婦が死亡 砺波の国道

読売 30 少年野球 となみ野リーグ Ｂリーグ、Ｃリーグ

30 ＴＯＮＡＭＩ翔凜館オープン オークス

31 高齢者交通死相次ぐ 標識に衝突 夫婦死亡

朝日 28 夏キラリ４７チーム 下 砺波、砺波工

日本経済 35 北陸企業飛躍への布石 北陸コカ・コーラボトリング

　１５日　金曜日
北日本 1 熊本復興 願いコメ 砺波・五鹿屋幼稚園近く  田んぼにくまモン

3 砺波市長選 １１月１３日投開票 ６日告示

5 イオンモールとなみ 開業１年 ５００万人来店 目標下回る

15 甲子園目指し４８校堂々 高校野球富山大会開会式

22 読者のひろば ３６５段の達成感 砺波市 横井君子（主婦 ７３歳）

22 仲間と集う 砺波高商業科第７回卒同級会

24 ロビー展 北陸銀行砺波支店

25 優秀賞に津島・竹田さん 全国消防長会東近畿支部研究会への消防派遣職員の選考会

25 熱帯の花々を展示 砺波 季節展示「季節のフラワーガーデン～盛夏の庭」

25 子供１１０番の家 目印贈る 砺波 となみセントラルライオンズクラブ

30 合唱部 おかえりなさい ハンガリー合唱コンクール 砺波・出町中で帰校式

別3 第１３回北日本新聞社旗争奪県少年野球大会 第７組 砺波東部野球スポーツ少年団

別4 〃 第１５組 庄南野球スポーツ少年団 第１６組 庄川野球スポーツ少年団

別6 〃 第２５組 庄東スポーツ少年団野球部 第２７組 砺波北部野球スポーツ少年団

別7 〃 第３７組 出町ボーイズスポーツ少年団

富山 2 砺波、南砺市市長選 １１月６日告示、１３日投開票

20 市場便り 野菜 特産「ねぎたん」出始め

24 かんぽの宿で舞台 新蔵富美男一座

24 麦秋苑で歌や踊り 砺波・優喜乃舞踊団

25 砺波東部小にコーン贈る となみセントラルＬＣ

25 春と真夏一緒に 砺波・四季彩館

25 苗加苑で親子交流 砺波市福祉センター苗加苑の子育て支援事業

25 砺波地域消防組合で選考会 全国消防長会東近畿支部消防研究会派遣職員選考会

27 47チームはつらつ 高校野球選手権富山大会開会式

28 早期実現申し合わせ 主要地方道砺波小矢部線改良促進若林地区期成同盟会の総会

29 地鳴り 人生で一番最高の時間 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 14 砺波市長選も １１月６日告示、１３日投開票

15 球児 熱い夏到来 開会式４７チーム堂々行進

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 球児８８０人 堂々と行進 開会式 あすから熱戦スタート

27 １１月１３日 砺波市長選 砺波市選挙管理委員会

朝日 28 第９８回全国高校野球選手権富山大会 南砺福光・大久保教諭に 育成功労賞

28 〃 審判と記録員の皆さん

29 砺波市長選日程 １１月６日告示に 南砺市長選・市議選も

　１６日　土曜日
北日本 26 本社砺波支社カルチャー教室受講生展 砺波 一瞬捉えた写真５０点

27 ♬嘉北小（台湾）と吹奏楽交流♪ 砺波・出町小 「３６５日の紙飛行機」合同演奏

27 きょうから「リレーマラソン」 砺波商議所青年部 本番前に安全祈願

30 絶景とスイーツ堪能 小矢部 クロスランド空中カフェ  人気菓子店 １４種そろう

30 ハンガリー合唱コンクール 出町中合唱部「大きな収穫」 県芸文協会長ら報告

31 死亡事故防止へ取り締まり強化 砺波署で出発式

富山 4 開業１年、来店５００万人 イオンモールとなみ

24 夏休みへ防犯推進 市協会、砺波東部小で贈呈式 小学生「いかのおすし」誓う

25 死亡事故防止へ出発式 砺波署、取り締まり強化

25 光寿会Ｂ優勝 第９回太田地区寿連合会カローリング大会

26 台湾と友情の音色 砺波・出町小 訪問の管楽団員と交流

27 高校野球富山大会 １回戦９試合火ぶた

27 生涯スポーツ大会「全国優勝目指す」 県庁で激励会
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29 地鳴り 農業が生きがいやる気満々の友 河合泰 ８２歳（砺波市）

北陸中日 17 日台 音楽は国境を超えて 砺波・出町小で交流

読売 28 夏 高校野球県大会 優勝争い激戦必至 期待の打者 注目の投手

28 ＵＳＯ放送 合併協議（砺波・越中之助）

29 砺波と台湾の児童 音楽で交流 砺波市の市立出町小学校

朝日 28 熱戦きょうから 各球場で小中生バッテリーが始球式

28 木製地球儀巡回スタート 植樹祭シンボル、まず砺波市

29 吹奏楽コンクール １１６団体響く音色 県大会２３日開幕

 １７日　日曜日
北日本 15 ペタンク 砺波市の庄下高齢者学級大会 ①矢木Ａ ②高坪Ｂ ③大門Ｃ

16 県中学校選手権 大会結果

17 第９８回全国高校野球富山大会 南砺福光７－４高岡工芸

17 庄南６・６・３優勝 砺波市児童クラブペタンク大会

23 砺波・出町中合唱部 ベーラ・バルトーク国際合唱コンクール出場 日本の心 歌で伝える

25 社会教育功労者１０人表彰 県社会教育大会 事務所経田の経田博子代表が講演

26 夏の情景 版画で表現 南砺 水上さん作品展

27 いざ出発 愛知・安城へ 砺波 商議所青年部５０周年 ３日で２５６㌔マラソン

32 アユ塩焼き香ばしい きょうまで 道の駅庄川でまつり

32 観光ポスター２０年ぶり一新 庄川温泉郷

33 潮風ギャラリーなど見学 県西部商議所職員ら研修

35 民意と歩む とやま議会考 政活費 １５議会「前払い」

富山 13 食の大切さ 給食で学ぶ 食材提供 農家を取材 砺波

23 第９８回全国高校野球富山大会 砺波市・第１試合 第２試合

23 高円宮杯Ｕ１８サッカーリーグ 試合結果

24 割れた皿で立体パズル 砺波市の造形作家 荒井明浩さん

24 藤子Ⓐ作品のまち歩く 氷見商工会議所の「まち歩き・食べ歩きイベント」

25 盆踊りやゲーム楽しむ 砺波・ちゅうりっぷ保育園

25 庄川のアユ 香ばしく 砺波・道の駅でまつり 塩焼き求め、にぎわう

25 観光ポスターを一新 砺波・庄川温泉郷、２０年ぶり

25 南砺・高瀬神社で人形展 「第１６回人形展～一期一会」

25 医療やサービス、成果発表 砺波総合病院の第１６回ＴＱＭ大会

25 庄川の生き物、水質調べる 国土交通省富山河川国道事務所の水生生物・水質調査

26 社会教育活動の推進へ誓い新た 富山で県大会

27 県中学校総合選手権 大会結果

27 第６９回県体 弓道 遠的 少年女子③森（砺波工）

29 暴行容疑で少年逮捕 砺波署

29 地鳴り 毎年のことだが、やはり悔しい 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 17 井波や速星が４強 県中学ソフト大会

17 県中学校総合選手権大会 大会結果

17 県民体育大会弓道１部 遠的 少年女子③森なつき（砺波工）

17 暴行の疑いで少年を逮捕 砺波署

26 トルコクーデター未遂 「しばらく行けなくなった…」砺波市友好交流協会長

読売 26 県中学総合選手権大会 大会結果

26 県陸上選手権 走り高跳び 熊野亜海（福岡高）

26 第９８回全国高校野球富山大会 スタンド 楽器経験者が集結

朝日 24 第９８回全国高校野球富山大会 「力になれば」球児ら募金活動 熊本地震支援 各球場で

 １８日　月曜日
北日本 9 追想 ありし日 里山再生に力を尽くした天井一夫(あまい かずお)さん

12 陸上 県競技選手権 競技結果

12 ビーチボール 第３３回全国競技大会砺波市予選会 大会結果

15 県中学校総合選手権 バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、バドミントン、卓球、柔道、サッカー

16 メルヘン杯小学生バレー 努力賞=庄川バレーボールスポーツ少年団'(砺波)

16 両砺波地区ソフトボール 準優勝 砺波市建築組合

16 サッカー 高円宮杯Ｕ-18県リーグ 第７節 富山工２ｎｄ2-1砺波

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会第２７回納涼薄暮ナイター大会

25 邦楽の極意伝授 砺波 砺波市庄川町庄の越中庄川荘で
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27 獅子頭２０年ぶり登場 砺波・比賣神社玉垣竣工祭 ３世代が迫力実感

27 人物の描き方丁寧に 砺波 庄川美術館 藤森兼明さん実技講座

27 ＴＱＭ最優秀に手術室サークル 砺波 砺波総合病院で大会

27 イノシシ対策に電気柵 砺波 東山見地区

27 認知症の人支えよう 氷見

32 寄贈ピアノオーバーホール 砺波市文化会館 上原彩子さん記念演奏

富山 3 ふるさと上空 砺波市高波（東宮森・西宮森） 歴史や花と緑あふれ

18 電気柵設置広がる 砺波 イノシシ被害防止

18 玉垣完成、住民ら祝う 砺波・下中条 比賣神社、獅子披露

19 権正寺で綽如講６０回目 砺波、上人しのぶ

19 ボート、カヌーに歓声 砺波でマリーナフェス

19 太田、林、東般若Ｖ 第５回砺波市ミドル・シニア親善交流ゲートボール大会

19 ロビー展 柴田智美恵ペーパーアート 北陸銀行庄川支店

20 第５４回県中学校総合選手権 バドミントン、サッカー、バレーボール、ソフトテニス、卓球、柔道

21 第５８回県陸上選手権最終日 競技結果

23 月曜川柳 乱反射 浦外喜夫（砺波）

北陸中日 5 発言 仮名の美しさ手書きで実感 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

14 ダム湖でマリンスポーツ 砺波 Ｂ＆Ｇフェスティバル

15 県中学総合選手権大会 卓球、バレーボール、柔道、バスケットボール、ソフトテニス、サッカー

18 加越線思い出愛好者ら語る 庄川で鉄道フェア

毎日 24 北陸ひと模様 「共笑基金」を設立した安念正義さん（７５）

 １９日　火曜日
新聞休刊日

 ２０日　水曜日
北日本 3 消防広域化に向け２７日に初の勉強会 高岡・氷見市消防本部

13 とやまの磨き方 43 「５５年」が意味するもの 誇りを共有したい

13 「田園発」の世界原画で ２３日から砺波市美術館 藤森兼明さん挿絵展

20 定年迎える審判員 舘・村雲・北清さん 最後の夏全力ジャッジ

20 弓道 県民体育大会 １部 少年女子遠的③森なつき（砺波工）

21 第９８回全国高校野球富山大会 砺波工・矢次サヨナラ打 砺波工4-3高岡

22 北日本新聞社旗争奪県少年野球 試合結果

27 遺族ら２００人戦没者を慰霊 砺波 「平和の尊さ語り継ぐ」

27 新高岡駅の利用促進決議 砺波 能越商工観光懇談会の総会

29 妖怪ウォッチ企画展をＰＲ チューリップ四季彩館

31 水上スポーツ気持ちいい 砺波 Ｂ＆Ｇマリーナフェスティバル

32 ハンガリー合唱コンクール 異文化交流の成果市長に報告 砺波・出町中合唱部

33 作業中の男性転落、重傷 １８日午前９時半ごろ、砺波市庄川町金屋の介護老人保健施設ケアポート庄川で

34 ストップ特殊詐欺被害 高岡の男性８７万円被害 砺波署発表

富山 3 氷見市と消防勉強会 高岡市、広域化に向け

23 第９８回全国高校野球富山大会 砺波工は高岡に延長１２回4-3でサヨナラ勝ちした

23 第５４回県中学校総合選手権 サッカーで出町初優勝、新体操団体女子で庄西が栄冠

24 西嶋さん優勝 第７回砺波北部地区グラウンドゴルフ交流大会

24 高齢者犠牲の現場視察 砺波市交通安全協会の交通死亡現場視察

25 砺波で戦没者追悼式 遺族ら約２００人が１３０６柱の冥福を祈った

25 展覧会 長井美智子さん、岸静香さん２人展

27 妖怪ウォッチランド紹介 ＰＲ隊来社 砺波できょう開幕

28 能越道交流会議を継続 砺波で商工観光懇談会

29 事件・事故 清掃中に転落、男性重傷

31 高岡の男性８７万円被害 砺波署

31 ほたるいか 砺波市庄川町金屋の関西電力の施設で

北陸中日 5 発言 昭和生き抜き余生を楽しむ 福岡みよ子 ９０ 富山県砺波市

13 妖怪ウォッチランド砺波できょうから 本紙富山支局でＰＲ

14 ２０１６全国高校野球選手権富山大会 １８日の結果 砺波工延長サヨナラ

15 ファイル１１０番 ニセ電話詐欺で８７万円被害

読売 31 全国高校野球第９８回地方大会 １８日の試合 富山 砺波工4-3高岡

34 サッカー出町がＶ 県中学選手権 夏季日程が終了
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34 となみ野リーグ 試合結果

34 高校野球 夏 県大会 砺波市野球場 高岡3-4砺波工

35 特殊詐欺８８万円被害 砺波署

朝日 26 第９８回全国高校野球選手権大会 １８日の結果 富山 砺波工4-3高岡（延長１２回）

29 第９８回全国高校野球選手権富山大会 砺波工延長を制す

毎日 19 第９８回全国高校野球地方大会 富山 砺波工4-3高岡

26 全国高校野球富山大会 高岡3-4砺波工（延長１２回）

産経 20 全国高校野球地方大会 富山 砺波工4-3高岡

 ２１日　木曜日
北日本 5 ５５年間熟成５５万年ウィスキー ５０本に申し込み２００件超 若鶴酒造 購入者は抽選で決定

13 続 越中エルドラド ふるさと人物列伝 大本営参謀として作戦指揮 瀬島龍三

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

18 高校野球富山大会 きょう２回戦８試合

18 安川クラブ３連覇 砺波市ナイターソフトボール 桜クラブに９－３

22 妖怪ウォッチの世界満喫 砺波 四季彩館で特別企画展

22 特別賞に７８人 書径舎の第４２回学生書道展

23 井栗の森夢花壇が最優秀 砺波 ２０１６年度市花と緑のコンクール審査結果

24 とやまニュースのツボ １８、１９歳投票率 富山県全国上回る５２．９１％

富山 28 柳瀬でエアボールゲーム 砺波 砺波市スポーツ推進委員による地域団体への実技指導

29 施盤作業、匠の技伝授 砺波工高で坪野さん

29 主人公は君 体験型ゲーム 「妖怪ウォッチランド」砺波で開幕

29 ５品種１万本 巨大迷路 砺波・フェス始まる カンナ開花

29 井栗の森夢花壇が砺波の一般最優秀 花と緑のコンクール

31 １０氏２団体を表彰 富山で「海の日」式典

31 きょう２回戦８試合 砺波市

北陸中日 4 １６年５月選考会の大賞作 石川・富山１３２句 砺波市 藤井健治 ６８

17 ２０１６全国高校野球選手権富山大会 砺波

17 妖怪ウォッチの世界体感 砺波・四季彩館で企画展始まる

読売 30 高校総体２０１６ 県選手団の激励会 県庁で 

30 夏高校野球 県大会 きょうの試合 砺波市野球場

31 人気の妖怪ウォッチ 四季彩館でイベント 砺波 砺波市中村のチューリップ四季彩館ホール

朝日 33 第９８回全国高校野球選手権富山大会 熱戦きょうから再開 きょうの試合 砺波

 ２２日　金曜日
北日本 12 第９８回全国高校野球富山大会 第５日 高岡第一6-5砺波

13 〃 きのうの試合

25 となみ野の祭りテーマに写真展 南砺 じょうはな座

25 味わい深い陶器並ぶ 砺波 砺波市表町のギャラリー和音で

25 風景を題材に受講生が新作 砺波 墨雅会作品展

30 入賞・入選１００点決まる 中学生清流展 ３０日から庄川美術館

31 宮城の被災農家復興支援ツアー きょう砺波で説明会

富山 22 砺波・庄東センターでも交流 みんなで楽しむ流しそうめん

23 切り花栽培の現場見学 砺波と射水、複合化へ農家

23 全国高文祭へ「こきりこ」「麦屋」 公開リハーサルは２０日夜、砺波市文化会館で

23 庄川水まつり控え会場清掃 砺波・庄川中生徒

23 砺波学園生とＬＣ交流 砺波市徳万の県砺波青少年自然の家で

25 夏の交通安全運動始まる 砺波署に署名簿提出

25 〃 砺波・出町中で教室  スタントマンが事故実演

25 県選抜少年野球大会 チーム紹介 下 あす開幕 庄川野球スポーツ少年団（砺波市）

27 第９８回全国高校野球富山大会 砺波市・第１試合、第２試合 砺波5-6高岡第一

27 県呉西地区生涯軟式野球古希リーグ戦・石澤杯争奪戦第２日 高岡古希15-2砺波アルテンエイト

27 デスク日誌 消防職員も熱中症対策

29 事件・事故 財布盗んだ疑いで女逮捕

29 〃 住居侵入容疑で男逮捕

29 地鳴り ジャガイモの次の準備に 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

29 コント 回文（砺波・越中之助）
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北陸中日 16 ２０１６全国高校野球選手権富山大会 きのうの結果 砺波5-6高岡第一

27 高校野球地方大会 富山 高岡第一6-5砺波

読売 21 全国高校野球第９８回地方大会 ２１日 富山 高岡第一6-5砺波

23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

24 夏 高校野球 県大会 きのうの成績 砺波5-6高岡第一

25 〃 砺波市野球場

朝日 26 第９８回全国高校野球選手権富山大会 砺波 ２回戦 砺波5-6高岡第一

27 〃 きのうの結果

毎日 16 第９８回全国高校野球地方大会 ２１日 富山 高岡第一6-5砺波

24 全国高校野球富山大会 砺波市 小杉5-0南砺福光、砺波5-6高岡第一

産経 19 全国高校野球地方大会 富山 高岡第一6-5砺波

　２３日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会 ７月例会 登坂選手らメダル期待 山本氏（法政大教授）五輪テーマに講演

5 財務局から認可 高岡信金

15 未来への疾走 北陸新幹線開業５００日 企業進出や商業施設の進出

26 水泳 県中学校総合選手権 大会結果

29 架空の記憶装置 造形作品で表現 富山 砺波の荒井さん個展

30 減少傾向の市人口 砺波 １０年後４万７０００人目標

30 スタントマンが事故再現 砺波 交通安全教室

31 良質種もみ収穫へ研修 砺波 良質種子生産技術研修会

31 となみ野の魅力発見 砺波 バスツアーに１３０人

31 流しそうめん楽しむ 砺波 砺波市社会福祉庄東センター

36 偉人の功績知って 氷見できょうから 富山１００年物語展

36 小説「田園発」挿絵一堂に 砺波市美術館できょう開幕 藤森兼明さん原画展

39 富山でもゲットだぜ ポケモンＧＯ日本上陸 県教委・県警は事故警戒

富山 5 ４支店で融資推進 リーダーを増員 高岡信金

25 高品質の水稲種もみ 審査方法を確認 「日本一の産地」砺波で研修

25 児童も迫力の太鼓 砺波・太田で夏祭り

25 来月１３，１４日切り花セール ＪＡとなみ野

28 城端別院善徳寺・虫干法絵 貞子姫の生涯語り継ぐ 新御殿はもともと砺波市の豪農が所有

29 コント 「六・八・九」天国で再会 （砺波・たぬき）

読売 25 Ｓａｔｕｒｄａｙとやま イラスト よっさん（砺波市）

　２４日　日曜日
北日本 5 社説 出町中の国際大会出場 合唱の輪広げる弾みに

25 第９８回全国高校野球富山大会 第７日 富山東6-5砺波工

25 第６９回県民体育大会 中心会期第１日 新体操、卓球、バドミントン、ソフトテニス、ソフトボール、軟式野球、バレーボール

27 北日本新聞朝間野球 １８チーム対戦決まる 県大会３０日に開幕

30 １２年前に中学生が描いた入賞作紹介 砺波 清流展作品展

31 おー！！ 気分は戦国武将 砺波市埋文センター 甲冑の着付けなど体験

31 断酒へ決意新た 砺波 全日本断酒連盟の「第１８回北陸断酒学校」

36 とやまｗｅｂｕｎランキング ①夏の高校野球富山大会結果（１８日）

38 小説「田園発」挿絵原画展 砺波市美術館で開幕

39 庄川アユ釣り男性死亡 全国 海・山死傷者相次ぐ

富山 27 第９８回全国高校野球富山大会 富山東6-5砺波工

27 第６９回県体 バレーボール、新体操、ソフトテニス、卓球、軟式野球、柔道、ソフトボール、バドミントン

28 ダンスの舞台や水遊び 砺波市福祉センター北部苑と同市北部デイサービスセンターの北部サマーフェスタ

29 古代体験で歴史理解 砺波・埋文センター

29 三助焼作り親子交流 砺波・般若公民館

29 新藤さんが散村語る 砺波で講話を聴く会

29 柏樹、福澤さん優勝 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

29 グランドチャンピオン平木君 砺波・太田 ちびっこ相撲

30 富山新聞社長杯ゴルフ ３位は田島ひとみさん（砺波市）

31 県選抜少年野球大会第１日 道下7-3庄川

33 地鳴り わが家の中庭に野生の子ウサギ 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

33 〃 高校野球の応援に行く 春川正人 ６９歳（砺波市）

35 アユ釣り男性死亡 砺波の庄川で溺れる
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北陸中日 14 ２０１６全国高校野球選手権富山大会 富山東6-5砺波工

14 中庭プールに歓声 砺波でフェスタ開催

19 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校紹介① 砺波市庄西中

19 お宝 伊勢、金比羅旗夏空に堂々はためく 砺波で祭礼

19 県中学総合選手権大会 サッカー

29 アユ釣りで流され南砺の男性が死亡 ２３日午後４時ごろ、砺波市柳瀬の庄川左岸側で

読売 25 アユ釣りの７６歳おぼれて死亡 ２３日午後４時頃、砺波市柳瀬の庄川で

朝日 28 城端・氷見線活性化 新幹線連携など形成計画を提示

29 第９８回全国高校野球選手権富山大会 第６日 富山東6-5砺波工

産経 24 全国高校野球地方大会 富山 富山東6-5砺波工

　２５日　月曜日
北日本 14 第６９回県民体育大会 中心会期第２日

17 北日本新聞社旗争奪県少年野球 試合結果

18 仲間と集う 雄神庄地区第一班交流会（砺波市 有澤哲郎）

20 大谷さんの１００歳祝う 砺波 砺波市鷹栖の大谷玉子さん

21 本格的な日本画描くぞ 砺波市美術館 市内の小中学生岩絵の具を自作

21 美しい歌声響く 合唱団となみコンサート

21 天位に野村さん 砺波 県俳句連盟夏季吟行大会

21 音楽教室発表会 おおみちＭｕｓｉｃａ（ムジカ）ピアノ・リトミック・ソルフェージュ教室

21 県退職者が除草で貢献 砺波 となみ散居村ミュージアムで

29 「特定空き家」苦情増 県内自治体 特措法受け対策本格化

富山 16 しめ縄２本作る 砺波 小島神社、来月祭り

17 百歳（２４日） 大谷玉子さん（砺波市鷹栖、２４日生まれ）

19 書道、繰り返し練習 夏休みジュニア教室 となみ・ラモーダ

21 第６２回全日本中学校通信陸上競技富山大会 １０人が標準記録突破

21 初誕生 操野鈴（くりの すず） 砺波市鍋島

24 リオ２０１６世界に挑む 12 宮島徹也 車いすバスケ男子

北陸中日 17 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校紹介② 砺波市庄川中

17 県民体育大会 新体操、軟式野球、ソフトボール、バドミントン、バレーボール、卓球、ソフトテニス

朝日 31 第４４回県吹奏楽コンクール ４部門１１団体県代表

　２６日　火曜日
北日本 2 臨時「かがやき」継続と増便要望 新高岡駅停車同盟会

13 一般・中学とも富山市が優勝 県体閉幕

23 市と郵便局 見守りで協定 砺波 砺波市と砺波郵便局

23 野菜など真剣に描く 砺波 洋画家の佐藤さん指導

23 黒竜江省医院と医学交流を継続 砺波 砺波総合病院

28 野菜とこうじで健康食 長澤さん夫婦（福光）営む砺波のカフェ

28 来月２７日総合防災訓練 県 砺波・小矢部・南砺１０会場

28 各会場から同時生中継 エフエムとなみなど

富山 3 県総合防災訓練西部で来月２７日 砺波、小矢部、南砺の３市１０会場で

3 夏野氏再選に向け結束誓う 砺波・後援会総会

18 ひと彩々 美術作家 清河北斗さん（黒部市） １０月に名古屋と砺波市で個展

21 わが町朝市夕市 砺波市

23 医学友好交流を更新 砺波総合病院と黒龍江省医院

23 砺波市と郵便局が協定 地域見守り活動に関する協定

24 ソーラーカー完走目指す 砺波工高電気工学部来月レース初出場

24 県体閉会式と表彰式 中学の部２位砺波市

25 ９チームできょう開幕 砺波・会長杯ナイターソフト

27 地鳴り 砂浜を歩いて運動不足解消 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 中国・医院と交流継続 砺波総合病院協定更新

朝日 32 ７校が県代表に 中学Ｂで５１校が演奏

　２７日　水曜日
北日本 3 販路拡大へ県産食材ＰＲ 「とやまの食」商談会

3 早期着工要望を決議 利賀ダム建設同盟会 予定地など視察

6 耐震化９３．６％全国４２位 県内公立小中学校 １０市町村１００％達成

15 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ-１５）リーグ 試合結果
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15 サッカー 高円宮杯Ｕ-18県リーグ 試合結果

19 野鳥と昆虫を観察 砺波 砺波市の県民公園頼成の森で

23 全国高校総合体育大会（インターハイ）の「２０１６情熱疾走中国総体」 中国総体出場選手

24 文化振興思い新た 本社砺波支社カルチャー教室 １５周年で講師交流

24 リオ五輪で夜高発信 となみ野夜高四地区会 武者絵作り体験企画

27 風車 砺波市内の中学生を対象とした英語キャンプ

富山 3 県分は増額１２８１億円 今年度の普通交付税 市町村は減、７６４億円

21 中学生、英語で台本作り 砺波、サマーキャンプ始まる

21 粟津の祭典へ練習に熱 砺波・水舞流越中八幡太鼓

22 となみ・ラモーダ 夏休みわくわくジュニア教室「地球にやさしい新聞紙のエコバッグ」

23 高円宮杯Ｕ18サッカーリーグ 試合結果

24 利賀ダム本体工事で同盟会 砺波で総会 早期着工へ要望強化

北陸中日 14 利賀ダム予定地を建設同盟会が視察 綿貫元衆院議長ら参加

読売 31 ＠メール 球児たちのプレーに感動 砺波市・別所武 ７７

33 利賀ダム着工推進要望へ 期成同盟会が決議

　２８日　木曜日
北日本 11 県俳句連盟夏季吟行俳句大会 ２４日、砺波市庄川町

13 北日本文芸 歌壇 佳作 砺波市 岡田淑枝 他

13 〃 俳壇 地 砺波市 藤井哲尾 他

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

21 仲間と集う 若神組十三日講 （砺波市 中嶋一雄）

22 読者のひろば ピアノ演奏に満足 砺波市 別所武（無職 ７７歳）

25 鮮やかに女性描く 砺波 傘寿記念 林さん水彩画展

25 強盗・特殊詐欺防止へ訓練 砺波 ＪＡとなみ野庄川支店

富山 25 富山文芸 歌壇 小池光選 佳作 砺波市庄川町三谷 山森和子

25 〃 柳壇 近江あきら選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

27 砺波誠友病院で流しそうめん 砺波市大窪

29 空手の基本学ぶ となみ・ラモーダ

29 県ジュニアソフトテニス選手権 試合結果

29 県呉西地区生涯軟式野球古希リーグ戦・石澤杯争奪戦第３日 巴クラブ9-5砺波アルテンエイト

北陸中日 11 北陸文芸 俳壇 井村和子選 一席 砺波市 源通ゆきみ

11 〃 俳壇 松本松魚選 一席 砺波市 源通ゆきみ

11 〃 柳壇 北村幽犀子選 佳作 砺波市 源通ゆきみ

 11 〃 柳壇 浦真選 一席 砺波市 源通ゆきみ

16 越中春秋 砺波の豊かさ

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

 ２９日　金曜日
北日本 3 高岡にかがやき定期停車化要望 新幹線で県西部議長会

5 次期理事長に島田氏 となみ青年会議所

25 第９８回全国高校野球富山大会 総評 接戦多く実力差縮まる

20・21 とやま世界こども舞台芸術祭 あす開幕 感動のハーモニーを 砺波・出町中合唱部

22・23 第４９回北日本新聞朝間野球県大会あす開幕 彦々亭ＢＣ（小矢部市）ＶＳ一心ＡＷ（砺波市）

29 再就職を支援 小矢部 企業説明会

29 ざっくばらん 砺波市出町中学校外国語指導助手 ルーシーネ・ヤゴビアンさん（砺波市 31歳）

29 電気柵の安全確認 砺波 イノシシによる農作物被害を防ぐ電気柵

29 農業のやりがい聞く 砺波・南砺市内の農業関係学科の高校生

29 涼しげに流しそうめん 砺波 砺波誠友病院

富山 16 市場便り 野菜 花

20 砺波図書館、英語で絵本 砺波市内の中学校に勤務するＡＬＴによる英語絵本の読み聞かせ会

20 砺波で親子料理教室 砺波市学校給食センターの「夏休み親子料理教室」

20 イノシシ侵入防止電気柵の管理点検 砺波・中山間地域

21 若手農業者の現場訪問 砺波・南砺、農業学ぶ高校生

21 砺波で児童と高齢者親睦 砺波市の出町生きがいセンター

21 砺波で交通安全呼び掛け 砺波署などの「子どもと高齢者の交通事故ゼロを目指すキャンペーン」

13 ページ



22 次年度理事長 島田氏を選出 となみＪＣ総会

22 太郎丸が開幕戦飾る 砺波市ソフトボール協会の第１２回会長杯ナイターソフトボール大会

25 地鳴り 千里浜海岸へ また広い砂浜に 河合泰 ８２歳（砺波市）

読売 28 第６９回県民体育大会 バレーボール

 ３０日　土曜日
北日本 5 富山けいざい短信 飲食店開業に融資

24 ゴルフ 県民体育大会 男子 ３部中学 新ペリアハンディネット①山田涼太朗（庄西）

24 ソフトテニス 県ジュニア選手権大会 女子 Ａグループ ②山本・高田（庄川中）③神下・藤田（庄川中）

28 仲間と集う 出町中昭和３８年卒３年１１組同級会（砺波市 布袋精三）

31 国道１５６号に花の彩り チューリップ街道実行委 沿道美化に一層力

31 若い感性自然描く 砺波 庄川美術館 中学生清流展きょう開幕

35 無差別殺傷事件想定し対応確認 県警訓練 イオンモールとなみ（砺波市）駐車場で

35 窃盗容疑で庄川の男逮捕 石川県警金沢東署

富山 2 有効求人倍率１．６７倍 ６月の県内 改善傾向続く

2 富山、高岡、砺波「良好」の評価 県内の職安

4 砺波・杉木店に薬局併設 クスリのアオキ

17 夜空に咲く光の大輪 富山新聞花火大会（主催・共催） ８月１５日・砺波

25 １１月に優良土木工事表彰 砺波市土木協会

26 夏休み日記をマンガで描く となみ・ラモーダ

26 砺波市ソフトボール協会第１２回会長杯ナイターソフトボール大会 ２回戦 三谷4-11北和会 三栄会5-6サンパチ会

27 第６９回県体 ゴルフ ３部 新ペリア①山田涼太朗（庄西）

27 「道路ふれあい月間」における道路愛護団体等の国土交通大臣表彰 【道路の美化】五ケみちグループ＝砺波市

29 地鳴り 地区の皆さんと朝の街頭指導 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

31 ナンバー盗疑い再逮捕 砺波の男 おのやナイフなど押収

北陸中日 31 ナンバー窃盗容疑砺波の男を再逮捕 車内には大量の凶器

読売 28 無差別殺傷犯許さない 県警が訓練

28 卓球 第６９回県民体育大会（１位のみ） ２部 中学女子 Ａ砺波市

28 ＵＳＯ放送 ポケモンＧＯ（砺波市・越中之助）

 ３１日　日曜日
北日本 23 英語の絵本に親しむ 砺波 砺波市立砺波図書館

23 児童と高齢者が交流 砺波 出町いきがいセンターで

23 親子で給食メニュー作り 砺波 夏休み親子料理教室

27 感性輝く写生画１００点 庄川美術館 中学生清流展が開幕

27 えんじゃら節高らかに披露 砺波 南般若地区夏祭りで児童ら

27 榊さんの１００歳祝う 砺波 砺波市福岡の榊トヨさん

27 １１月に優良土木工事表彰 砺波市土木協会

33 クマ出没情報 ３０日 砺波市

35 民意と歩むとやま議会考 ギカイのはてな？  ■なり手不足

富山 28 流木乗りで親交深める 砺波でＢ＆Ｇ交流会

29 砺波市サッカー協会創立６０周年 宮澤さん中学生指導

29 えんじゃら踊り楽しむ 砺波・南般若

29 百歳（３０日） 榊トヨさん（砺波市福岡、３０日生まれ）

29 ３世代でパークゴルフ 雄神地区２０１６サマーフェスタ・三世代パークゴルフ大会

29 庄川で「石切り」楽しむ 砺波市柳瀬公民館の庄川で遊ぼう

31 初誕生 小松煌翔（こまつ はると） 砺波市五郎丸

北陸中日 12 中部日本吹奏楽コン県大会 砺波市文化会館で

20 越中福岡の菅笠散居村で企画展 となみ散居村ミュージアムで

採録期間：索引は昭和４７年から、スクラップは昭和４９年から。

＊閲覧を希望される方は２階カウンターでご案内しています。

＊砺波市に関する新聞記事のスクラップを保存してあります。

採録新聞：北日本・富山・北陸中日とやま版・読売富山版・朝日富山版・毎日とやま版・日経北陸経済版・産経
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