
　　　　　　　２０１９（令和元）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　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　６月の入選作 二席　「雨だ！急げ！」　小幡勝義（砺波市）

19 仲間と集う 中野仏教会（砺波市 埴山明美）

22 演奏や合唱披露 出町小児童　明るい社会づくり運動砺波圏民会議

27 ５０代独身ちゃかされキャラ　春風亭昇太 結婚へ お相手　４０歳「和風女性」　（増山名誉城主）

富山 2 砺波　葬祭会館で供養祭 砺波市高道の葬祭会館秋桜の郷

9 地鳴り 「お医者さんに寂しさ」に同感  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

17 障害者スポーツ１００人が楽しむ 砺波で大会　第１５回砺波市障害者スポーツ大会

18 参院選とやま　２０１９ 堂故、山田氏の支持拡大訴え　小矢部で総結集大会

20 紙風船 砺波総局・麻本和秀

21 春風亭昇太さん結婚報告 （増山名誉城主）

北陸中日 13 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトテニス【男子】

26 春風亭昇太さん結婚へ （増山名誉城主）

読売 25 陸自富山駐屯地 拡張へ 年明けから工事　大型ヘリ離着陸可能に

朝日 22 春風亭昇太さん結婚 （増山名誉城主）

毎日 24 春風亭昇太さん結婚 （増山名誉城主）

２日　火曜日
北日本 2 けさの人 日本バドミントン協会選手強化本部長に就任した　京田和男さん

5 森づくり貢献の１３人９団体表彰 県内林業や森づくり活動に尽力

6 富山の魅力３９８位 全国自治体ランキング　持続可能性　舟橋３６位

6 関西電力人事 １日

6 北陸労働金庫人事 １日

12 第７２回県民体育大会 ２９、３０日　軟式野球　【２部一般】

12 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ２９、３０日　ソフトテニス【男子】

17 市長「考え方示す場」 公共施設再編　８日から説明会

17 チューリップフェア７０回 海外友好都市３市長を招待

17 ぬいぐるみに感謝ささげる 人形供養祭

17 空中カフェ２０１９　夏 「セゾンドショコラ」　ミッシュローゼ

18 ＲＣ・ＬＣ新役員が抱負 【砺波ロータリークラブ】　上井章会長

19 スポーツで交流 砺波　障害者大会

19 砺波地区中学校総合選手権大会 バスケットボールほか

富山 1 路線価　富山駅前５年連続上昇 県内最高　桜町２．１％増

2 １３人９団体たたえる とやま森の祭典表彰式

5 砺波横ばい、魚津下落 砺波税務署管内路線価

7 きょうの人 落語芸術協会の新会長に就任　春風亭昇太さん（増山名誉城主）

15 地鳴り 歌や音楽は心を豊かに  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

15 地鳴り 「世間並み」は今も同じか　春川正人 ７２歳（砺波市）

23 砺波市長会見　チューリップフェア トルコ・ヤロバ市長を招待　２１年の第７０回　リッセ、盤錦市も

23 施設再編計画「方向性を説明」 市内４会場で市民説明会を開催

23 大使公邸で昼食会 出町中美術部、壁画が縁

23 涼しげな水彩画１１点 射水で「あきなの会」

23 庄川左岸３、４期用排水路を整備 県営農地防災事業

北陸中日 5 発言 庄川のアユ　これからが本番　上野亮平 ７６ 富山県砺波市

9 北陸３県路線価　 富山駅前　堅調　観光客増見込み　ホテル高い 需要

15 中学生のチューリップ花壁画に感激　トルコ大使館　２９人を招待 砺波・出町中美術部員　２９日訪問

15 ９年ぶり訪問団派遣へ 砺波市、トルコの友好都市に

読売 24 路線価　下げ幅が縮小 富山駅前は５年連続上昇

朝日 20 はぐれ雲にのって　１２ 「人・食・地域が人を育てる」　寮生の姿、本そして映画に

20 富山駅前　５年連続上昇 路線価　ホテル需要が後押し

日本経済 37 路線価　主要駅周辺で明暗 金沢・富山・福井駅で上昇　高岡・七尾駅前は下落率拡大

 ３日　水曜日
北日本 17 仲間と集う 鷹栖小昭和３３年度卒同級会（砺波市 川西富士男）

19 空中カフェ ２０１９　夏　６ 「杏仁とライチのジュレ」プティ ア プティ（砺波市）

20 農地防災完了へ 施策提案と要望 庄川左岸用排水対策促進協

20 田中会長らを再任 主要地方道砺波福光線整備促進期成同盟会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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26 強制性交致傷疑い 男逮捕 砺波署 

27 身の不遇嘆き襲撃か 砺波３人負傷容疑の男供述  責任能力 慎重に捜査

富山 19 地鳴り ２人の活躍で富山が元気に  北清俊一 ６２歳（砺波市）

19 地鳴り 消防車を呼び悶々と  松本えみこ ５０歳（砺波市）

19 地鳴り 花ショウブきれいで満足  安井紀美子 ６５歳（高岡市）

21 園児とお年寄り うちわ作り親睦 砺波で七夕まつり

21 砺波で園児が野球体験 ＴＢＣの「幼児のボール遊び」

21 ロビー展 田中智江美・紙の世界展　北陸銀行庄川支店

22 砺波福光線改良早期完成へ決議 南砺で期成同盟会総会

23 砺波でも労働災害ゼロ誓う 砺波市建設業安全大会

24 砺波小矢部線の早期改良実現を 砺波で期成同盟会総会

27 性的暴行、けが負わせる 砺波署  容疑で６９歳会社役員逮捕

読売 24 よみうり文芸 文芸サークルから  海潮砺波歌会

 ４日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し(７／４～７／１０) 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

23 廃止の立野脇線に市営バス代替運行 砺波立野脇線　９月末廃止

24 幕末の「カラツ山窯跡」発見 庄上壇　陶器生産の解明期待

24 労災ない職場へ決意 砺波市建設業安全大会

24 早期整備へ要望活動 主要地方道砺波小矢部線改良促進若林地区期成同盟会

24 新役員来社 砺波ライオンズクラブ

25 未来の南砺は循環型社会 ＳＤＧｓ推進へ２団体と協定　リバースプロジェクト　となみＪＣ

25 優秀安全運転２４事業所表彰　県警など 「優秀安全運転事業所」表彰式

富山 3 参院選とやま２０１９ 有権者８９万６２４８人

4 自社ウイスキー欧州へ 若鶴酒造が初輸出、来月販売

15 地鳴り ゆっくり休んで次のステージへ　嶋村了吉　５５歳(砺波市）

23 笹嶋工業が清掃奉仕 砺波、南砺の４路線

24 砺波に江戸末期の窯跡　庄川町で陶片、壁材 小矢部・埴生と似た特徴

24 事故防止に尽力　２４事業所たたえ 県警、自動車センター

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 越中春秋 ハナショウブ

13 庄川で１９世紀窯跡確認 庄上壇カラツ山　県文化財登録を申請　陶片や道具など発見

27 ほくりくＳＤＧｓ最前線 南砺市、伊勢谷さん団体とタッグ　となみＪＣも　合掌造りをゲストハウスに

読売 27 強制性交致傷容疑の６９歳逮捕 砺波署

朝日 21 ２０１９参院選　きょう公示 県内登録有権者　前回比１万人減

毎日 21 ２０１９参院選　きょう公示 ８９万６２４８人登録　選挙人名簿

 ５日　金曜日
北日本 19 第７２回県中学校野球　あす開幕 精鋭１６校　激突　庄川（砺波３位）

27 仲間と集う 十楽会いきいき百歳体操（砺波市　原野昭夫）

29 きょうもにっこり 砺波カイニョ倶楽部代表幹事　髙畑邦男さん（砺波市・６９歳）

30 屋敷林減少 歯止めを 保全管理検討会　奥准教授（富山大）調査報告

31 大賞の松村さん（砺波）表彰 となみ野美術展交流会

富山 19 青木悦子の　ほくりく歳時記　この一品 暑さ乗り切るのどごし　大門素麺　じわもんとパスタ風

22 砺波高１年生が園児の給食を世話 保育士の仕事体験

28 続　ふるさと再見① 高瀬神社で考えた　「結（むす）び」は「産（む）すび」

北陸中日 16 路線バス廃止受け代替の「立野脇線」 南砺市が１０月開設

28 幸せ昇太さん 語り軽妙 金沢　中日寄席　満席会場沸く（増山名誉城主）

読売 24 江戸末期窯跡　砺波で確認 窯道具も発見　陶器生産法　解明期待

24 経済・年金など論戦 有権者の声　「働く若い人に安心を」３０代男性ほか

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 参院選挙区に２氏 与党ＶＳ野党統一　支持訴え

毎日 26 ギャラリーだより ザ・バザール２０１９　ギャラリー無量（砺波庄川町示野）

 ６日　土曜日
北日本 5 豚コレラ緊急対策 県 防護柵支援や捕獲強化

24 第１０１回全国高校野球選手権富山大会組み合わせ 高校野球富山大会１０日開幕 高岡第一初戦は不二越工

26 サッカー 高円宮杯Ｕ－１５県リーグ 試合結果

33 園児と触れ合い泥遊び 砺波高生  家庭科授業の一環
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33 五箇山のＣＡＴＶ光化 砺波広域圏事務組合議会  ごみ処理手数料来年度から値上げ

33 砺波小矢部線早期整備を 主要地方道砺波小矢部線整備促進期成同盟会の総会

33 豊かな色彩で郷土描く 砺波市在住の洋画家４人による絵画展「わたしのとなみ野」

34 看護の仕事 やりがい実感 高校生一日見学 入院患者の足浴手伝う  砺波総合病院

39 風車 砺波市柳瀬の永森憲二さん（６９）方で鉢植えマンゴー

富山 2 期日前の滑り出しまずまず ３０３６人が投票  投票所減も２０３人増、浸透成果

3 豚コレラ予防で緊急対策 イノシシ侵入の防護柵  知事会見 来月にも３施設に

23 地鳴り 練習通じて絆も深まる  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

24 高校生が看護体験 南砺市民病院

24 持ち込みごみ料金値上げ 来年度  砺波広域圏事務組合

25 家屋南北の高木が減少 砺波の屋敷林 １９８０年と比較

26 費用対効果２～３倍 城端・氷見線の直通化  富大検証、ＪＲが協議へ  両線とも乗降者増

27 砺波小矢部線４区間整備促進など決議 期成同盟会が総会

28 富山一と富山商 初戦激突 高校野球富山大会  高岡一は不二越工

北陸中日 14 防止柵 設置費を支援 豚コレラ  県が野生イノシシ対策

15 富山一 初戦は富山商 １０日開会式  組み合わせ決まる  

読売 27 高岡第一  不二越工と初戦 １０日開会  高校野球県大会

27 豚コレラ 緊急対策に３８００万円 知事  イノシシ侵入防止柵など

朝日 26 豚コレラ対策に県が３８００万円 砺波・南砺・小矢部の施設に補助

26・27 ４８校 対戦相手決まる １０日開幕 １３日から試合  各ブロックの見どころ

毎日 26 高岡商 初戦は新川 富山大会 組み合わせ決まる

 ７日　日曜日
北日本 3 選挙公報を印刷 選挙区・比例同時に

3 城端・氷見線　１８年度　乗車数４％増 城端・氷見線活性化推進協議会総会　５日

12 県中学野球開幕 新庄・滑川など８強

20 国府の魅力発信へ連携　高岡 勝興寺でサミット 「越の国」６市が共同宣言

20 道路や街灯清掃 総合建設業「笹嶋工業」が、南砺、砺波両市の道路を清掃

富山 3 ふるさとエール 贈り物は富山の品を　学校法人東京富士大学理事長　二上映子さん

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 中野、高波が優勝 砺波市消防団操法大会

17 特産タマネギ　親子が調理 砺波でセミナー

17 水上、斎藤さん優勝 ６日　砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

20 参院選の選挙公報　各４６万６１００部を印刷 チューエツ砺波工場

北陸中日 11 県中学校総合選手権大会軟式野球競技兼県中学校野球大会 ６日　１回戦

11 高円宮杯ＪＦＡＵ－１５サッカーリーグ県リーグ ６日　【三部Ｃリーグ】第九節

 ８日　月曜日
北日本 16 サッカー　高円宮杯県リーグ Ｕ－１５【３部Ｃ】第９節　Ｕ－１８【Ｔ４Ｂ】第５節

17 声の交差点 青梅の豊作喜ぶ　砺波市　武部幹夫（７８歳）

17 仲間と集う ゆずの会（砺波市　齋藤節子）

19 となみチューリップフェア　５５７品種撮影一挙紹介 四季彩館にパネル寄贈　１５年通う佐故さん（岡山）

19 大阪桐蔭高と吹奏楽で共演 砺波地区中学校・福光高

19 園児や児童が料理体験 砺波市食生活改善推進員協議会などの「ふれあいクッキングセミナー」

富山 14 コスモスで観光客歓迎　１０月、夢の平でウォッチング 砺波・栴檀山地区　住民が種まき

14 献血呼び掛け となみセントラルＬＣ

15 鷹栖小２１連覇 子供自転車県大会

北陸中日 8 薬物乱用の防止を高校生ら呼び掛け 県内各地

8 砺波・鷹栖小が２１連覇 交通安全子供自転車県大会

読売 25 高校　竜王戦　県大会 女子初　野原さんＶ　第３２回全国高校将棋竜王戦県大会

25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 14 恐竜博２０１９ 全長８ｍ以上　「むかわ竜」

17 野球って　楽しい！　上 勝利決める役割　誇り　「自分を成長させてくれる」砺波・高瀬光三塁コーチ

朝日別刷り 1 第１０１回　全国高校野球選手権 富山大会　１０日開幕

4,5 ４８校　競う夏 第１０１回全国高校野球選手権富山大会

　９日　火曜日
北日本 1 えびす集団食中毒　元社長ら不起訴不当 富山検察審議決　地検　再捜査へ

5 参院選とやま19　期日前投票　１１市町で減　県選管７日時点集計 投開票日２週間前　鈍い出足　陣営危機感

11 ２０１８年分　所得と資産補充報告書公開 石井知事２０６４万円　県議平均は１４１４万円

21 栴檀山でコスモス種まき 栴檀山自治振興会
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21 希少植物　サイカチ　群生地知って 庄川町金屋　育てる会　移植地で看板新調

21 戦没者追悼　平和へ決意 砺波市戦没者追悼式

21 来月ハンガリーで演奏 出町中マーチングバンド　市長に抱負

22 中野・高波分団が優勝 砺波市消防団消防操法大会

22 献血協力呼び掛け となみセントラルライオンズクラブ

23 花と緑で地域活性 樹木医の塚本さん講演

23 珠算大会　速さと正確さ競う 第２６５回段位珠算検定試験　【３段】ほか

23 珠算大会　速さと正確さ競う 第３１８回珠算検定試験　【１級】ほか

24 球根　今年は大きめ　砺波・入善 チューリップ出荷始まる

24 ６品種　皇室献上へ 県花卉球根農協

29 「焼肉酒家えびす」食中毒事件 富山検察審査会　議決書全文

31 祈り「次につながった」　えびす食中毒　不起訴不当 遺族　起訴へ署名集め検討

北日本別刷り 1 あす開幕　全国高校野球選手権富山大会 狙え令和初の甲子園

4 ２０１９全国高校野球選手権富山大会 メンバー表　主将の決意

4 夏の甲子園　県勢成績

富山 2 １８年所得公開　県議過去最低１４１４万円 石井知事は増加、２０６４万円

2 県内首長、県議、前県議の所得・資産等補充 米原県議ほか

24 サイカチの移植地に看板 砺波の守る会

25 球根　暖冬で大きめ　チューリップ 砺波で集荷始まる　１２２０万球、生産量は８％減少

25 新たに３品種選定 皇室献上の６品種発表

25 現図書館は解体へ 砺波市長　公共施設再編で方針

26 砺波で１４日にマリーナフェス Ｂ＆Ｇセンターが来社

27 ５選手が標準突破 第５７回県中学校総合選手権　【男子】１年１００㍍

27 会長に砺波市長 砺波土木協会

31 えびす「不起訴不当」 集団食中毒で検審　富山地検、再捜査へ

北陸中日 14 知事　４８万円増の２０６３万円 １８年所得　市町村　富山市長トップ

14 県議平均は１４１４万円 自民の５人、２０００万円超

14 城端・氷見線乗車４１４人増加 前年比、1日あたり

15 チューリップ上々の球太り 砺波　集荷開始、暖冬で生育良し

15 出町中マーチング　ハンガリーで披露 砺波、来月交流「魅力伝える」

29 えびす食中毒　不起訴不当 富山検審議決　元社長と元役員　「世論が味方に」遺族手応え

読売 28 知事所得増２０６４万円 昨年　県議平均は１４１４万円

28 精魂込めた球根　集荷 砺波　チューリップ生育「順調」

28 少年野球 となみ野リーグ　Ｂリーグ

28 高校野球　新時代　上 ケガ、勝利……悩む球数制限

29 ユッケ食中毒　不起訴不当「最低ライン」 遺族　「起訴につながる捜査を」

31 ユッケ食中毒　不起訴「不当」 検察審　運営会社元社長ら

朝日 24 国会議員　平均２４９１万円 所得公開　知事は２０６４万円

32 ユッケ食中毒　「不起訴不当」 富山検察審

毎日 19 第７１回毎日書道展 国立新美術館であす開幕　佳作賞【前衛書】

24 毎日書道展　 喜びの入選者　一般公募部門

25 毎日書道展　 北陸３県から毎日賞７人　佳作賞【前衛書】

27 元社長ら不起訴不当 富山検察審査会　焼き肉店食中毒

 １０日　水曜日
北日本 6 富山けいざい　短信 出町中に助成金　三井住友海上文化財団が「文化の国際交流活動に対する助成」５０万円を贈る

12 とやま　文芸散歩　高島裕 第１歌集「海蛇と珊瑚」より

14 陸上　県中学校選手権大会 【女子】８００㍍

14 新体操　県ジュニア選手権 【女子】団体競技　Ａ競技　Ｂ競技　県西部体育センター

17 つなぐ 万機公論　砺波市少年少女発明クラブ指導員　堀一雄

20 普段着で海に転落 着衣水泳児童ら体験　鷹栖小学校

20 会長に夏野市長 砺波土木協会総会

21 公共施設再編必要性示す 砺波市が住民説明会

21 砺波市民体育大会 陸上ほか　砺波体育センターほか

26 県内激しい雨　砺波１３０戸停電 高山線２本運休　砺波２１㍉

26 住宅屋根焼く 砺波　落雷原因か　砺波市豊町

26 高校侵入疑い男逮捕 ９日　県西部の県立高校へ理由なく立ち入り

26 ２階窓から転落し重傷 ９日　砺波市表町

27 富山地検に起訴望む えびす食中毒　遺族 久保さん会見
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富山 14，15 第１０１回全国高校野球選手権富山大会 出場４８チーム紹介

24 医療現場の最前線に触れ　砺波 高校生が看護見学

25 着衣水泳講習会　砺波・鷹栖小 水難事故の対処法学ぶ

25 自転車２１連覇　市役所に報告 砺波・鷹栖小

25 戦没者の冥福祈る 砺波市追悼式

27 県内から毎日賞５点　書道展 【一般】佳作賞　前衛書

28 事件・事故 作業中の男性転落、重傷　砺波市表町

30 遺族「速やかに起訴を」 えびす社長ら「不起訴不当」　涙の会見「訴え正しかった」

30 落雷か、屋根焼く 砺波の民家　９日　砺波市豊町

31 金づち殴打男　追送検　温浴施設襲撃事件 砺波署　殺人未遂、傷害容疑

31 ２７歳男　砺波高侵入疑い 砺波署逮捕　先月も体育館に不審者

北陸中日 13 自転車　全国上位狙うぞ 砺波・鷹栖小児童、市長に抱負

23 えびす食中毒　不起訴不当議決 遺族「速やかに起訴を」

読売 24 よみうり文芸 俳句　砺波市　髙田洋子

25 ユッケ食中毒「起訴を」 不起訴不当受け　遺族ら会見

朝日 24 第１０１回　全国高校野球選手権富山大会 チーム紹介

25 ユッケ食中毒　不起訴不当議決 遺族会見「感謝する」

25 「市民の気持ち反映された」 妻と義母が犠牲　砺波の小西さん

 １１日　木曜日
北日本 2 人口４３万人減　過去最大　人口動態調査 県内１４市町で減

4 金沢国税局長に松崎氏 富山税務署長は杉本氏

13 とやま　文芸散歩　中坪達哉 二俣れい子（砺波市）

13 毎日書道展　 県内から４３３点入選　

14 県内美術館・博物館の催し(７／１１～７／１７) 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

21 １１月に球根植え込み チューリップ街道委

21 １００歳おめでとう　１０日 城田榮作さん（砺波市増山）

22 砺波イノシシ侵入防止策　次の一手「側溝ふた」 般若地区　市道に設置　蜂の巣状の穴で”捕獲”

22 ドラレコ設置に補助 砺波市防犯パトロール隊連絡協議会総会

22 新役員来社　１０日 東となみロータリークラブ　坂井彦就会長

23 毎日書道展会員賞 黒田さん（高岡）堀内さん（黒部）

31 砺波温泉施設襲撃　容疑者を鑑定留置 「天然温泉　湯来楽　砺波店」で利用客が襲われた事件

富山 6 人事 国税庁、金沢国税局　９日

17 くらしの日記 迷い道で　紫藤道子  ８４歳（砺波市狐島）

20 砺波高生の絵や書１００点 ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

20 百歳 城田榮作さん（砺波市増山）

21 砺波子供歌舞伎　１５日に公演　浄瑠璃　未来に継承を 児童３人が三味線稽古　小松、長浜の団体と共演

21 ９月に留学生と東となみＲＣ交流 坂井新会長が抱負

22 蜂の巣状ふた　イノシシ防げ　砺波の市道に初設置 電気柵と組み合わせ対策　市が効果検証

27 金づち男を鑑定留置　富山地検 砺波の温浴施設　殺人未遂疑い

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

18 令和最初の栄冠目指せ　全国高校野球富山大会 チーム紹介

読売 27 参院選２０１９　争点の現場　3⃣ 人口減　増える過疎地

 １２日　金曜日
北日本 5 鳥獣被害対策を 西部６市長 知事に要望

12 劇団すばる ２０、２１日公演 笑いと涙のコメディー

14 広告 空中カフェ２０１９

21 声の交差点 大和核に再生を 砺波市 村中正敏（８９歳）

23 自転車の安全マナー学ぶ 砺波署と県警が砺波市般若中学校で

23 庄川中前の遊歩道に花苗 庄川町青島地区の住民ら約３００人が「庄川ふれあい花街道」に

23 砺波工高生が電子機器組み立て体験 県職業能力開発協会の出前講座

24 色彩豊かな版画 林さん個展　ギャラリーみかん堂で版画展

富山 2 社説 城端・氷見線直通化 費用対効果の高さを弾みに

2 施策推進へ財源確保を 西部６首長 知事「良い事業を」

19 地鳴り 犀星に憧れ 詩作り半世紀 春川正人 ７２歳 （砺波市）

22 スタントマン実演 事故の怖さ知る 砺波・般若中

22 庄川中生ら苗植栽 砺波の花街道
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24 強盗対応の手順確認 JAとなみ野出町支店

24 優良従業員１０人表彰 砺波建設職業安定協

28 続 ふるさと再見② 高瀬神社で考えた 「なでうさぎ」に親しむ

北陸中日 13 溝ぶたでイノシシNO 蜂の巣状穴の金属製設置

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

23 イノシシ侵入防止 砺波でゲート整備

毎日 27 全国地方議会の改革度 ３００位内に県内４議会

 １３日　土曜日
北日本 23 声の交差点 手書きの良さ  砺波市 上野亮平（７６歳）

25 みずみずしい感性 砺波高生の美術作品展

25 百歳体操で健康維持 「いきいき百歳体操」に取り組むグループの交流会

26 地場産食材で給食 雪たまねぎのポトフ味わう　生産農家招き

27 予算増要望を決議 国道４７１号整備同盟会

28 ２０年度県立高校全日制 定員１１９人減６６６２人　再編校で８学級減

28 砺波で強盗対応訓練 ＪＡとなみ野出町支店で強盗対応訓練

28 建設業の優良従業員表彰 砺波建設職業安定協会総会

35 むかわ竜　全身化石公開 きょうから東京の国立科学博物館（姉妹都市むかわ町）

富山 23 雪たまねぎ味わう 砺波で給食

23 「百歳体操」最高齢　男女２人を表彰 砺波で交流会

23 トウモロコシ　朝取れで人気 砺波・道の駅庄川

24 県立高の来年度募集定員　 過去最少の６６６２人　５年連続減　８校統合で３４校

26 路線整備の推進承認 国道４７１号期成同盟会

北陸中日 14 舌戦　参院選７・２１ 加藤自民総務会長　高岡と砺波で演説　「政治の安定」訴え

15 古里の恵み　いただきます！！ 雪たまねぎ生産者と給食　砺波・庄東小など

15 平和への思い　色紙に 原水禁高岡協　作家がチャリティー出品

15 いきいき百歳体操　男女最高齢者表彰 砺波、１２０人が交流

読売 26 県立高定員　５年連続減 全日制６６６２人　統合新校初の募集

朝日 29 第１０１回　全国高校野球選手権　富山大会 きょうから熱闘の夏　各球場で小学生が始球式

29 全日制定員　前年比１１９人減 県立高来年度募集　５年連続の減少

33 恐竜博　きょうから上野で 上野の国立科学博物館で、「恐竜博２０１９」が始まる

 １４日　日曜日
北日本 1 令和　選挙　戦いの風景 参院選　３連休初日　県都で舌戦

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「国会議員に望む」

17 仲間と集う 旧砺波北部中昭和４４年卒同級会幹事会（砺波市　仁木久司）

17 仲間と集う 「友輪」同好会山の会　砺波市「増山城」

20 人物画　藤森さん（日本芸術院会員）指導 庄川で実技講座３７人受講

20 多彩な題材独自に撮影 北日本新聞砺波支社カルチャー教室「フォトサークルａｎ楽しい写真教室」作品展

20 イオンリテールが寄付 砺波市花と緑と文化の財団に寄付

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

8 地鳴り 叔父さんが亡くなった  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

18 瓜裂清水で「霊水珈琲」 砺波・道の駅庄川　水くみ場改修を機に

18 庄川の清流で「じゃぶじゃぶ」 砺波・水記念公園

19 砺波市財団に寄付　緑化推進へ４７万円 イオンリテール

20 バド・上市男女Ｖ　県中学選手権 【バスケットボール】男子　【卓球】男子　団体　【ソフトボール】【剣道】女子　団体

20 決勝Ｔ　上市中央、大広田、岩瀬、八尾、桜谷 県少年野球大会が開幕

20 プログラミング　ロボットで学ぶ 砺波工業で教室

20 感謝祭を控え人形と生け花展示 南砺・髙瀬神社

20 宮村Ｄが優勝 第２１回庄下高齢者学級ペタンク大会

朝日 21 地元の小学生　４球場で始球式 【砺波市野球場】全国制覇狙う　池端羽陽投手　岡崎遼太朗捕手

 １５日　月曜日
北日本 2 景況「上向き」２０％に減 全国自治体アンケート　米中摩擦で製造業変調　　「上向き」県内は半減

3 令和　選挙　戦いの風景 富山選挙区　浸透へ他党と連動

15 柔道　県中学校選手権 【男子】６０㌔級ほか　【女子】４８㌔級ほか

15 卓球　県中学校選手権 【個人】男子

15 ソフトボール　県中学校総合選手権大会 準決勝　決勝

23 カヌー・ヨット　冒険わくわく マリーナフェス

25 アマ将棋名人戦県大会　奥田さん（砺波）初優勝 ９月に全国大会　桶屋北日本名人破る
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28 きょうの催し 砺波

28 北日本新聞印刷コーナー 越中座見学　７～１３日

富山 2 倶利伽羅峠の源平合戦詠う 津幡で第２０回全国大会

7 地鳴り 金魚の飼育　今夏で１０年　黒田和也　４２歳（砺波市）

7 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

18 用水管理施設を視察 砺波市防災士連絡協

18 カヌーやヨット　水上スポーツ満喫 砺波でマリーナフェス

19 地域の宝、名水守る 「瓜裂清水」改修式典　砺波・庄川

19 あやめチームが優勝 第１７回東野尻地区カローリング大会

19 白江さんが制す 第１０回砺波市若林、林、高波３地区グラウンドゴルフ交流大会

19 権正寺が団体Ｖ 第１１回東般若地区グラウンドゴルフ大会

20 県中学校総合選手権　 サッカー　準々決勝

20 県中学校総合選手権　 バレーボール　【女子】

20 県中学校総合選手権　 ソフトテニス　【女子】団体

20 県中学校総合選手権　 卓球　【男子】個人

20 県中学校総合選手権　 ソフトボール　準決勝

20 県中学校総合選手権　 柔道　【男子】６０㌔級ほか　【女子】４８㌔級ほか

21 きょうの試合 砺波　砺波工

22 事件・事故 米菓盗んだ疑いで逮捕

24 参院選　とやま　２０１９ ラストサンデー　ＰＲ合戦　堂故候補　「自公政権」維持訴え

北陸中日 11 県中学校総合選手権大会　 卓球　【男子】団体　【女子】団体

11 県中学校総合選手権大会 剣道　【女子】団体

11 県中学校総合選手権大会 バスケットボール　【男子】一回戦　【女子】一回戦

11 県中学校総合選手権大会 ソフトボール　一回戦ほか

読売 31 参院選　２０１９ 他党と連携アピール　ラストサンデー　２氏、知名度浸透図る

31 夏　高校野球　県大会 砺波市野球場

朝日 22 きょうの試合 砺波　砺波工

毎日 26 最後の日曜　支持訴え 立候補２氏　それぞれ演説に熱

 １６日　火曜日
新聞休刊日

１７日　水曜日
北日本 3 参院選　とやま１９ １０日間で５万８７８８人　期日前投票１４日時点

6 砺波小矢部線の整備促進を要望 県西部産業開発協

18 全国高校野球富山大会　第４日 八尾堅守巧打　シード校倒す  八尾４－３砺波

18 テニス　県民体育大会 【２部】団体　男子

18 卓球　県中学校選手権 【男子】団体  【女子】団体

18 バレーボール　県中学校選手権 【女子】準決勝

18 剣道　県中学校選手権 【女子】団体

18 ソフトボール　県中学校選手権 準決勝　決勝

18，19 １５日の試合 ２回戦

19 全国高校野球富山大会　第４日 砺波工快勝　高専本郷封じる　砺波工７－０高専本郷

21 仲間と集う 東野尻小昭和３０年卒業の元気な仲間たち（砺波市 河合英夫）

23 いかのおすし広めて １年生に防犯はがき贈る

24 太夫や三味線奏者　浄瑠璃の魅力紹介 出町曳山会館１０周年

24 滑り台完成　園児笑顔 砺波市東般若自治振興会が東般若農村公園に滑り台を設置

24 バレーボールメルヘンカップ小学生大会最終日 【チャレンジトーナメント】

24 ペタンク　砺波市児童クラブ大会 庄川体育センター

24 ペタンク　砺波市北部ブロック交流大会 杉木中央公園

25 夏　新しい学び 始めよう プログラミング体験　小中生向け教室　　砺波工業

26 名水「瓜裂清水」　くみ場改修祝う 東山見地区自治振興会が記念式

富山 3 参院選とやま　２０１９　投票日１週間前 期日前投票１１．９％減　伸び悩み、陣営に危機感　県選管まとめ

13 地鳴り 運動会で孫が学んだこと　紫藤道子　８４歳(砺波市)

22 避難所の提供で協定 砺波市と砺波工業が調印式

22 防犯はがき贈り　１年生に注意促す 砺波市防犯協会

22 高齢者の閉じこもりで意見 ほっとなみ地域ネットワーク会議

23 川村会長を再任 県西部産業開発協

23 島田さんが総合優勝 砺波市パークゴルフ協会第５回むかわ町杯ＰＧ大会

23 オーブンレンジ　カフェに寄贈 パナ労組砺波支部
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24 三味線堂々と演奏　浄瑠璃の魅力伝え 砺波子供歌舞伎振興会　砺波市出町子供歌舞伎曳山会館開館１０周年記念公演

24 第１６回県少年野球大会第３日 第７組　第１９組

25 高校野球　富山大会 八尾　シード砺波破る　エース救う２度併殺

25 高校野球　富山大会 高専本郷　１点遠く　砺波工７－高専本郷０

北陸中日 5 発言 若者の投票が日本を変える 上野亮平 ７６歳（砺波市）

12 ２０１９夏　全国高校野球選手権　富山大会 富山一　延長で富商破る

13 県中学校総合選手権大会 卓球【男子】個人

13 県中学校総合選手権大会 柔道【男子】個人　６０㌔級ほか　【女子】個人　４８㌔級ほか

13 県中学校総合選手権大会 バレーボール【女子】１回戦　順々決勝

13 天皇杯皇后杯全日本バスケットボール選手権大会県代表決定戦 【男子】四回戦

読売 30 夏　高校野球　県大会 おとといの成績　高岡西部球場　砺波市野球場

30 少年野球 となみ野リーグ　

朝日 24 第１０１回　全国高校野球選手権　富山大会　第３日 八尾　砺波振り切る　高岡西部　砺波　１５日の結果

25 第１０１回　全国高校野球選手権　富山大会　第３日 富山第一　激戦制す

 １８日　木曜日
北日本 6 最優秀賞に金谷さん（庄川） 商工会青年部主張発表

6 経営者保証不要の融資 砺波信用金庫と日本政策金融公庫が「としん・公庫　ビジネスバリュー」を始めた

16 県内美術館・博物館の催し(７／１８～７／２４) 砺波市美術館

17 情報かわらばん となみ野

18 朝市夕市　県内 砺波市

25 がんばってます　富山の職場 オーダーメードの旅提案　日本海ツーリスト　砺波市太郎丸

25 石動高生ネットの付き合い方学ぶ 石動高校で情報モラル講習会

25 市と砺波工業　災害協定結ぶ 避難所を提供

26 となみんジャケット販売 砺波市観光協会

26 ＯＢ会が楽器寄贈 砺波高校吹奏楽部ＯＢ会

27 入賞・入選作選ぶ 中学生清流展　庄川美術館で２７日開幕

27 砺波シティーオフィスＶ 砺波市ナイターソフトボール大会

27 全国出場選手を激励 全国高校総体、全国高校選手権、全国高校定時制通信制体育大会に出場する選手、監督の壮行会

富山 20 地鳴り ガラケーからスマホに変え　角栄一　６７歳(砺波市)

24 来月、紙の土偶を制作 砺波市埋文センターが企画

25 ティンパニー　吹奏楽部に贈る 砺波高ＯＢ会

25 東般若公園に滑り台 砺波

25 情報モラル理解 石動高で講習会

27 砺波チューリップ公園　魅力アップ　夏の花壇　４種類に ヒマワリ、コキア、ピンクミューリー追加　観賞期間、１０月中旬までに

27 砺波でも３８人抱負 全国大会出場選手の壮行会

27 砺波地区寿野球定期リーグ戦 砺波庄川河川敷グラウンドほか

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 砺波工業の社屋　災害時避難所に 市と協定締結

26 県内出場選手名簿　高校総体 【ソフトテニス】男子

 １９日　金曜日
北日本 15 仲間と集う 三協アルミＯＢ協友会（砺波市　山上順一）

25 ふく福すいか食べて あすから販売　新たな特産に

25 性感染症予防学ぶ 井波中３年生　津田産婦人科医院の院長が講話

26 劇団すばる　あす公演 「ＣＨＥＣＫ　ＩＴ　 ＯＵＴ」

26 １２月に市内で講演会 砺波市商店街連盟総会

富山 3 参院選　とやま　２０１９ 最終盤　地元で追い込み　両陣営が総決起大会

20 ふく福すいか　第２の特産に 砺波の柿組合　１千個出荷

21 ロビー展 高砂書道部作品展

22 砺波税務署、保井氏　増税の相談「丁寧に」 砺波総局で抱負

22 海事功労者ら１４氏たたえる 富山で「海の日」式典

25 きょう運休や通行止め恐れ 北陸新幹線ほか

26 続　ふるさと再見③ 髙瀬神社で考えた　巫女　漫画で神様描く

北陸中日 14 「ふく福すいか」名産に育て 砺波　新商品、あすから販売

15 ３世代　流しそうめん堪能 砺波市社会福祉庄東センター

15 名水百選・瓜裂清水　改修の完了を祝う 庄川で式典

15 越中春秋 いきいき百歳体操

読売 24 高校総体　２０１９ 県内出場選手名簿　【弓道】男子　【なぎなた】女子

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館
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24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 23 ２０１９　参院選　 種子法廃止　種もみ生産県　激震　品質や技術継承に不安

24 ギャラリーだより 常設展示特集「書家　早苗立道の世界」

毎日 25 第７１回毎日書道展北陸展 実行委員作品紹介④　【前衛書】「興趣」　田守光昭　

 ２０日　土曜日
北日本 19 声の交差点 一律の返納疑問 砺波市 菅沼里佳子（１８歳）

24 相撲 県民体育大会 【３部】 大会結果

24 新体操 県中学校選手権 【女子】 大会結果

33 指標の半数超 目標を達成へ 第２次市総合計画前期

富山 4 夏のイベント開催 富山のイオンモール

15 地鳴り 聴衆の心に響く演説を 北清俊一 ６２歳（砺波市）

15 地鳴り いつから外はごみ箱に？ 松本恵美子 ５６歳（砺波市）

25 砺波駅ＩＣ改札設置を 総合計画審で夏野市長意欲

25 熱帯性植物鮮やか 砺波チューリップ館 「季節を彩る花々 盛夏」

25 出町常盤会Ａ優勝 第２７回砺波市カローリング競技大会

27 コカ・コーラカップ野球抽選 ４９チーム激突

27 複数傷病者発生 救急の連携強化 高岡・砺波医療圏研修

28 事件・事故 砺波高侵入の罪で男起訴 南谷京佑容疑者（２７）

北陸中日 15 きょう砺波で初の定期公演 南砺平高郷土芸能部

15 熱帯の花や食虫植物 間近に チューリップ四季彩館

読売 28 県中学総合選手権 卓球 大会結果 男子　団体１位 出町

28 県中学総合選手権 ソフトボール 大会結果 １位 庄西

 ２１日　日曜日
北日本 3 参院選　とやま１９ 当日有権者数　県内８９万１１７１人

3 参院選　とやま１９ 県内　期日前投票１３万８８０１人

3 参院選　とやま１９ 県内３９７ヵ所で投票所設営　前回より３ヵ所減

14 ソフトテニス　県中学校選手権 団体【男子】【女子】【ベストマナー】

14 バドミントン　県中学校選手権 団体【男子】

14 水泳　県中学校選手権 【女子】自由形５０㍍ほか

19 声の交差点 スタンドの３年生　砂﨑猛雄　７９歳(砺波市)

21 研さんの成果発表 市書道連盟作品展

21 落語で笑って　交通安全学ぶ ＪＡ共済連富山が教室

22 北日本こどもリポーター　小中学生４２人任命 夏休み　取材頑張るぞ

22 初の定期公演会　研さんの成果披露 南砺平高　郷土芸能部

22 創作の軌跡たどる　 市美術館　柳田邦男展が開幕

22 樹木の保存学ぶ となみ野田園空間博物館推進協議会のとなみ散居村学習講座

29 砺波で路上強盗　男逃走 刃物突き付けバッグ奪う

富山 2 参院選　とやま　２０１９ 県内有権者８９万１１７１人　前回選から１万３６３４人減

2 参院選　とやま　２０１９ 期日前投票　１３万８８０１人　前回選から７１９２人減

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

20 ふく福すいか「甘い」と評判 道の駅砺波で販売開始

21 南般若が最優秀 砺波花と緑の審査

21 砺波・大門で路上強盗 自転車の比女性被害、男逃走

北陸中日 12 参院選　２０１９ 当日有権者８９万１１７１人

13 県中学総合選手権大会 サッカー

13 県中学総合選手権大会 バレーボール【女子】

13 県民体育大会相撲競技 【学童男子】個人　３、４年生重量級　【学童女子】５年軽量級

25 砺波の路上で強盗 フィリピン女性１１０番

読売 24 夏　高校野球　県大会 砺波市野球場

朝日 21 ２０１９　参院選 未来託す一票　誰に　きょう投開票

 ２２日　月曜日
北日本 1 参院選　自公　改選過半数 改憲３分の２微妙　立民倍増の勢い　国民減

3 自民盤石　底堅く集票　堂故氏圧勝 ５市村で７割超える

3 投票率最低　全市町村で１６年下回る 富山市４１．９９％　８市町５割満たず

13 第１０１回　全国高校野球　富山大会　第６日 砺波工打線爆発　砺波工１２-１高岡

15 新聞エコバック教室 中野農村振興会館　中野地区３世代交流の集い

17 ニュース先読み　７月２２日（月）～２８日（日） ２７日（土）　中学生清流展

富山 3 自民低調ムードに苦心　 得票率　堂故氏６６．７２％　１４市町村で過半数
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3 自民低調ムードに苦心　 投票率　全市町村で前回選下回る　富山市最低４１．９９％

11 地鳴り 効果感じる百歳体操教室　竹部誠孝　７８歳（砺波市）

16 砺波東部、道下、砺波北部　よつば、水橋が決勝Ｔ 第１６回県少年野球大会第５日

17 高校野球　富山大会 高一、富一、砺波工、未来　コールド　高商、魚津、国際　８強入り

17 高校野球　富山大会 砺波工、打線爆発　齋藤４安打４打点

21 「大事な物　奪われた」 砺波の強盗　被害の比女性

北陸中日 10 堂故さん２期目抱負 農山村に元気取り戻す

11 ２０１９　夏　全国高校野球選手権　富山大会 水橋なと８強　

11 県民体育大会ソフトテニス競技 【男子】ダブルス　少年

11 県民体育大会バレーボール 二部【一般男子】

11 県中学校総合選手権大会　 水泳　【女子】競泳　自由形５０㍍ほか

11 県中学校総合選手権大会　 サッカー

11 県中学校総合選手権大会　 バドミントン　【男子】団体

読売 16 夏　高校野球　県大会 黒部宮野球場　砺波工１２－１高岡

16 参院選　２０１９ 有権者の声　久保田晃克さん（砺波市）

17 砺波で路上強盗 バッグ奪い男逃走

朝日 16 第１０１回　全国高校野球　富山大会　第６日 砺波工は猛打爆発

17 ２０１９　参院選 県内投票率４６．８８％に

17 １１０・１１９ 砺波で路上強盗　砺波市大門

毎日 12 全国高校野球　富山大会　 ベスト８出そろう　高岡第一、高岡商など

２３日　火曜日
北日本 3 県内減少　県外で上積み 柴田氏　薄氷当選　維新の風生かす

11 比例代表全候補　県内市町村別得票 自民の得票率４４．６１％　柴田・新妻・山田俊氏高得票

26 ソフトテニス　県民体育大会 【男子ダブルス】準決勝　決勝

26 バレーボール　県民体育大会 【２部】一般男子　Ａゾーン　一般女子　Ｂゾーン

26 サッカー　高円宮杯県リーグ 【Ｕ－１８】Ｔ４Ｂ　第７節

26 バスケットボール　県社会人リーグ 県西部体育センター

31 砺波・南砺と連携　婚活イベント 婚活イベント「恋×来い♡小矢部２０１９」

38 無銭飲食疑いで南砺の男逮捕 砺波署

富山 3 参院選　とやま２０１９ 県選挙区の開票区別得票数・率

27 地鳴り 台所のテレビ　突然壊れた　小倉慶子　７４歳（砺波市）

29 砺波の太子信仰調査 東本願寺教学研　木下の木像視察

29 かがり火に願い込め 砺波・太田　金比羅社で夏祭り

29 功労者２人表彰 砺波林業協会の林業功労者・奨励者表彰式

32 きょう８強激突　高校野球富山大会 第１０１回全国高校野球選手権富山大会　準々決勝

32 事件・事故 砺波で無銭飲食疑い

北陸中日 14 参院選比例代表　市町村別各党派得票 砺波市

15 ２０１９　夏　全国高校野球選手権　富山大会 きょうの試合

読売 34 投票率　全市町村で低下　前回比 選挙区　市町村別投票率

朝日 28 第１０１回　全国高校野球選手権　富山大会 ８強　きょう激突　各校の特徴探る

毎日 26 きょう準々決勝　全国高校野球　富山大会 第１０１回全国高校野球選手権富山大会

26 参院選　２０１９ 無党派の関心薄く　投票率４６．８８％　過去最低

26 事件・事故 砺波の路上で男が女性のかばんを奪い逃走

 ２４日　水曜日
北日本 11 北日本歌壇の集い 高岡会場　中井溥子(砺波市)　

16 インターハイ開幕！！富山県代表選手特集 【なぎなた】　女子

17 インターハイ開幕！！富山県代表選手特集 【弓道】　男子個人　男子団体　【ソフトテニス】　男子個人

20 第１０１回　全国高校野球　富山大会　第７日 水橋　初のベスト４　水橋２－１砺波工

20 第１０１回　全国高校野球　富山大会　第７日 戦い終えて　全力でやりきった　砺波工・安田一貴主将

25 えんじゃら節　仕上げ順調 児童や住民　２７日の本番へ練習

25 記者ぶろぐ 「ｅスポーツ」の普及

25 サッカー　小矢部市フェスティバル小学生の部 ②鷹栖スポ少サッカーク

25 ゲートボール　アルテ杯親善大会 Ａゾーン

25 グラウンドゴルフ　鷹栖クラブ月例会 鷹栖小学校グラウンド

富山 2 県分３年ぶり増 普通交付税　市町村は４年ぶり

21 地鳴り １８歳のお祝い　手紙を添えて　砺波市　嶋村了吉（５５歳）

27 田嶋君チャンピオン 砺波・太田でちびっこ相撲

27 企業と連携し支援物資輸送 ９月の砺波防災訓練
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28 園児が安全運転呼び掛け 砺波市交通安全協会東般若支部の交通安全キャンペーン

29 高校野球　富山大会 水橋　初のベスト４　延長タイブレーク　シード砺波工破る

32 女性に暴行の男起訴 富山地検

32 対イノシシ　自衛隊ＯＢ加勢　県隊友会　全国初 ２７日　砺波で電気柵設置

北陸中日 10 ２０１９　夏　全国高校野球選手権　富山大会 延長タイブレーク　激戦を制す好走塁　水橋・成瀬

10 生き方にじむ書の世界 砺波市美術館、早苗さん個展

11 夏色まぶしい大花壇 砺波チューリップ公園に登場

読売 28 夏　高校野球　県大会 タイブレイク　水橋に軍配　高岡城光寺球場　水橋２－１砺波工

朝日 26 水橋１３回に底力　 城光寺

26 次こそ甲子園　エースと 砺波工・武部拓海選手（２年）

毎日 26 全国高校野球　富山大会 ベスト４出そろう　水橋はタイブレｰク制す

日本経済 31 イノシシ対策で連携 富山県、自衛隊ＯＢ団体と　電気柵設置

 ２５日　木曜日
北日本 5 県政推進へ発言・議論 中川県議会議長が決意

16 県内美術館・博物館の催し(７／２５～７／３１) 砺波市美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

25 砺波市花と緑のコンクール 学校歌壇の部ほか

26 安全運転をお願いします 園児ら呼び掛け　東般若自治振興会館前

27 研究成果を発表 日本学校農業ク県大会

27 パークゴルフ　柳瀬交流大会 砺波市ＰＧ場

富山 2 県民のため議会活性化 中川議長、就任祝賀会で決意

13 地鳴り 防災意識を身につけたい　砺波市　藤井昭通（砺波市　４７歳）

14 富山文芸　７月賞 歌壇　佐伯裕子選　一位ほか

23 「えんじゃら節」稽古に熱　砺波・南般若 園児ら８人、２７日に夏祭り

23 シートベルト着用　３千人署名で誓い 砺波運転管理者部会

25 経営効率化を語る 富大　稲垣北陸コカ・コーラ社長

25 金屋新、ＧＴＡ４８が進出 砺波市ソフトボール協会第１５回会長杯ナイターソフトボール大会

25 砺波工高生徒　園児と水遊び 鷹栖保育所

25 ３人、２団体　最優秀に輝く 農業クラブ県大会　砺波市文化会館

28 事件・事故 小銭入れ盗んだ疑いで逮捕

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 南般若地区の花壇　一般の部で最優秀 砺波市コンクール　花と緑のコンクール

読売 28 大人の部活 手札推測　濃密駆け引き　ポーカーサークル「シュピール　ポーカー会」

 ２６日　金曜日
北日本 18.19 第５２回北日本新聞朝間野球県大会 令和初の栄冠 １７郡市代表激突

19 堅実な試合運び リアールプランニングAW

20 決勝の見どころ 高岡商 上位４人が得点左右

21 第１０１回全国高校野球 富山大会 高岡商 打線爆発　「女房役」石黒優 攻守で輝き

27 農家レストラン 来店５万人 砺波地方の伝承料理や地酒を提供

27 シートベルト着用 事業所の署名提出 安全運転管理者部会

28 ふく福すいか 甘かったよ ちゅうりっぷ保育園児

28 流しそうめん味わう 砺波誠友病院

34 発電所取水口に７０歳女性の遺体 庄発電所

富山 21 長谷川さん優勝 第４回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

21 ３B体操で交流 児童と高齢者 出町児童センターを利用する児童が出町生きがいセンターの高齢者と交流

22 来店５万人を達成 砺波の農家レストラン

22 JA共済連が交通教室 東野尻公民館で開催

23 高商 ３連覇へ圧倒 甲子園経験組大暴れ

23 砺波市ソフトボール協会第１５回会長杯ナイターソフトボール大会 大会結果

23 第１４回高岡市民体育大会フェンシング競技 大会結果

23 土地に適した施策を 富大 稲垣北陸コカ・コーラ会長

26 用水路のコンテナ 南砺の７０歳の遺体 庄川合口右岸幹線用水路

北陸中日 12 ２０１９夏 全国高校野球選手権 富山大会 きょう決勝 昨夏と同カード

13 農家レストラン５万人 砺波・大門 古民家改築、手応え

読売 26 高岡商 投打がっちり 水橋 打線つながらず

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 砺波の発電所７０歳遺体 庄川町庄の水力発電所

11 ページ



朝日 23 第１０１回全国高校野球選手権 富山大会 高岡商 投打に隙なし

 ２７日　土曜日
北日本 1 富山　暑さ全国一 秋ケ島　３７．５度

16 高校総体　きょう開会式 【ソフトテニス】男子　個人

27 屋敷林で野外遊び満喫 砺波市屋敷林保全管理検討会が体験ツアー

28 庄川の風景　中学生描く きょうから清流展

29 ヤロバ市と友好深めます 砺波市トルコ友好交流協会の同国ヤロバ市友好訪問団出発式

29 グラウンドゴルフ　油田地区通年コンペ大会 砺波市油田ふれあい広場

29 パークゴルフ 県年金受給者協会砺波支部大会

35 ニュースファイル 死因は水死　砺波市庄川町庄

富山 17 高校総体　バレー女子　富山一１６強逃す 【ソフトテニス】男子　個人

20 ８月イベント一覧 ３日

20 富山新聞花火大会　光の大輪　夜空に咲く ８月３日氷見　４日・福岡　２５日・砺波　主催・共催　

24 ピーターラビットに歓声　砺波・四季彩館　特別展が開幕 ジオラマの家や絵本１７０点　動物との共存伝え

25 富山新聞文化センター　アピタ砺波スタジオ 夏休みの課題　絵描く　ジュニア講座でポスター、写生

25 提携３０周年、一層の交流 砺波市　トルコ・ヤロバ市に訪問団

25 「屋敷林　涼しい」 砺波で親子体験ツアー　砺波市屋敷林保全管理検討会

27 砺波市役所初戦制す 第１９回国体記念ナイター野球大会

30 砺波の用水、女性は水死 砺波市庄川町庄

31 広告 第３７回となみ野花火大会

北陸中日 15 物語の世界　園児うっとり 砺波・四季彩館　ピーターラビット展

読売 30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 29 １１０・１１９ 用水路に女性の遺体

 ２８日　日曜日
北日本 11 北日本文芸 歌壇　山田泰子ほか(砺波市)

11 北日本文芸 俳壇　今井久雄ほか(砺波市)

11 北日本文芸 詩壇　 蓮井信吉(砺波市)

18 北日本新聞　朝間野球 富山日野自動車８強　県大会が開幕

18 はんた～ず連覇 富山ＣＣ　１５市町村親睦ゴルフ

21 みんなのＶＯＩＣＥ 「花火の思い出」

21 仲間と集う 般若フェアリーズ（砺波市 林洋子）

25 県西部６市が創業者訪問ツアー 開店イメージ膨らます　　”先輩„の経験談聞く

25 庄川　みずみずしく描く 中学生清流展が開幕

26 立ち直り支えよう 県更生保護フェア

26 農機センター着工　来年５月オーブン ＪＡとなみ野

26 力自慢競う 盤持ち大会

26 農地に電気柵設置 芹谷地区　自衛隊ＯＢで作る県隊友会が協力

34 メルヘンの世界　広がる 砺波でピーターラビット展

34 とやまｗｅｂｕｎランキング　２０～２６日 ①砺波で路上強盗、男逃走　フィリピン人女性かばん奪われる（２０日）

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

4 全市区町村調査　自治体２３．９％が五輪合宿誘致 富山の全自治体「関心ある」

17 くらしの日記 テープのお経　犀川寮明　７１歳（砺波市苗加）

18 自衛隊ＯＢ　電気柵設置　イノシシ対策で全国初 砺波芹谷地区　中山間地、県が出動依頼

18 勾玉づくりを体験 砺波　砺波市埋蔵文化財センターのオープンデー

19 えんじゃら節　住民魅了 砺波市・南般若地区で夏祭り

20 ポンプ車で月岡　小型ポンプで上滝Ｖ 県下消防団消防操法大会

21 ＢＣリーグ　富山ＧＲＮサンダーバーズ ルートインＢＣリーグ後期　砺波市野球場ほか

21 太郎丸、ＧＴＡで決勝 砺波市ソフトボール協会第１５回会長杯ナイターソフトボール大会

朝日 26 第１０１回　全国高校野球選手権　富山大会　振り返って ノーシードから頭角　高岡商３連覇　水橋４強

 ２９日　月曜日
北日本 12 サッカー　高円宮杯県リーグ 【U－１８】Ｔ４Ａ　第９節　【U－１５】１部　第７節

12 ソフトボール　全日本実年選手権県大会 試合結果

12 県ジュニアソフトテニス選手権大会 【個人】男子　【個人】女子

13 県民体育大会　バスケットボール 【２部】一般男子ほか

13 県民体育大会　バレーボール 砺波体育センターほか

13 県民体育大会　ソフトテニス 【２部】男女混合

13 県民体育大会　クレー射撃　 【１部】個人

13 県民体育大会　新体操 【２部】中学女子ほか
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19 声の交差点 地域で支える　平岡隆　６８歳(砺波市)

21 こぞって「えんじゃら節」 南般若夏祭り　児童ら巧みな節回し

21 まちづくりのアイデア募る 未来ミーティング

28 柳田邦男さん出品作語る 砺波市美術館で洋画展

28 きょうの催し 砺波

富山 9 月曜川柳　乱反射 伊藤芳子(砺波)

14 アユつかみ捕りに千人 砺波・東般若でも

14 窓ふきや除草に汗 砺波・庄西中が奉仕

14 ７漁協３５４人が活動 庄川クリーン大作戦

16 第５７回県中学校総合選手権 【水泳（競泳）】女子　５０自ほか

16 第５７回県中学校総合選手権 【新体操】女子　団体ほか

16 第５７回県中学校総合選手権 【バレーボール】女子　準決勝

北陸中日 11 統合農機センター　ＪＡ、砺波で起工式 来年５月業務開始へ

11 もみ殻かまどで汗だく炊飯体験 砺波で伝統文化教室

11 アユと追い掛けっこ　 高岡でつかみ取り大会

11 県民体育大会　 バドミントン【中学男子】二部　Ｂゾーン

11 県ジュニアソフトテニス選手権大会 【男子】Ａグループほか

朝日 17 吹奏楽コンクール　 ４部門１１団体　県代表に

 ３０日　火曜日
北日本 12 一般　富山市が優勝　 県体閉会式　第７２回県民体育大会

12 県勢６部門制す　ジュニアダンス オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ２０１９ｉｎ東京

17 ２００匹をつかみ取り 砺波市東般若公民館などで交流行事「親子わくわくチャレンジ」

18 トーク交え名曲メドレー 福祉施設ケアポート庄川の納涼祭

19 正々堂々プレー誓う 砺波市野球連盟の会長杯争奪学童ナイター野球大会

25 女児がＯ１５７感染 砺波厚生センター管内の１０歳未満の女児

富山 15 地鳴り 農業への情熱　ただただ感心　河合　泰　８５歳（砺波市）

25 三助焼でわら文化発信 氷見のしめ縄で釉薬

26 わが家 松田譲二さん（砺波市若草町）

26 理事長候補に川田氏 となみ青年会議所（ＪＣ）定時総会

27 大西・安達組連続Ｖ オールジャパンジュニアダンス　県勢６部門で１位

27 夏休み　子どもたち奮闘 １１月公演へ心一つ　富山・金沢シティバレエ団

28 昼食会招待に絵のお礼 砺波・出町中　駐日トルコ大使感激

30 女児がＯ１５７感染 砺波厚生センター管内

北陸中日 15 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校 ８月３、４日　砺波市文化会館で開催

読売 25 女児がＯ１５７感染 県西部に住む１０歳未満の女児

朝日 24 吹奏楽コンクール　７校が県代表に 第４７回県吹奏楽コンクール　中学Ｂ　代表７校

毎日 24 行政ファイル 県西部の女児がＯ１５７に感染し入院

 ３１日　水曜日
北日本 3 社説 県内で豚コレラ　感染阻止へ防疫徹底を

5 農村振興に功績　県内６団体表彰 むらづくり推進大会

5 スマート農業に支援求める 砺波土地改良協議会が農林水産省で導入支援を求めた

5 イノシシ対策強化を協議 高岡市　

14 県民体育大会 【ソフトボール】中学女子　Ａゾーン

14 県民体育大会 【バドミントン】一般女子　Ａゾーン

21 「ふく福すいか」大きい　東別所地区の新特産 家族連れが収穫体験

21 児童が夏の風物詩描く 砺波市油田地区の小学生を対象にした絵画教室

22 県「富山ＰＲ隊員」任命　 出町中マーチングバンド　来月ハンガリーへ

22 理事長候補に川田さん となみ青年会議所総会

23 トルコ・ヤロバ市訪問し交流誓う 砺波市友好交流協会

23 グラウンドゴルフ　ＪＡとなみ野庄東支店長杯 砺波市庄東小学校グラウンド

富山 2 高鳥農水副大臣に農地整備など要請 砺波土地改良協

3 移住拡大努力を宣言 「元気とやま」むらづくり大会

7 広告 第３７回　となみ野花火大会

22 ２１年のチューリップフェア　トルコ・ヤロバ市長出席へ　 砺波市長が招待　姉妹都市、節目に花

22 農業・農村振興の取り組みに理解 元気とやま推進大会

25 ふく福すいか　大きい 砺波の出荷組合　家族で収穫体験

25 砺波高生　園児、中学生と交流 遮光ネット張り／学習アドバイス

北陸中日 1 深堀りＴＯＹＡＭＡ　ＢＢＴ連動企画 古民家で民泊　外国人に人気
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5 発言 鳥の声や植物の成長　楽しい　島田栄　７０歳(砺波市)

読売 24 よみうり文芸 短歌　砺波市　井上房子

24 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

＊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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