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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　     砺波図書館

　　１日　水曜日
北日本 13 石井知事１７２７万円 県内　首長の所得公開　県議の所得公開

25 市町村議会　砺波 補正など５議案可決

25 〃 議会改革検討委を設置

25 論戦を振り返って 新図書館整備議論を

25 新役員 となみセントラルライオンズクラブ

26 砺波の魅力発信へ連携 市とイオン 地域貢献協定を締結

26 読者のひろば ６０歳過ぎて面白く　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

27 一緒に演奏もう友達 砺波学校間交流　初回は北部・庄東小児童

34 出合い頭衝突９０歳男性死亡 砺波

富山 2 社説 スマートアグリ施設　循環型農業推進の先陣を

2 県内首長、県議、前県議の所得・資産等補充 夏野修砺波市長　他

23 砺波北部、庄東の２小学校 音楽授業で交流

23 市町村議会（３０日）　砺波市 一般会計補正予算案など可決

23 連合会長に高松氏 砺波青色申告連合会と砺波青色申告会の総会

27 ＬＣ新会長本社で抱負 となみセントラルライオンズクラブ

29 地鳴り 世界の山を歩く知人の話楽しみ　石川祐惠　６７歳（砺波市）

31 砺波で車同士衝突運転の９０歳死亡 ３０日午後１時５５分ごろ、砺波市中神の市道交差点で

北陸中日 18 知事総所得１７２７万円 所得公開 市町村長平均１１９１万円

18 県議平均は１８６９万円 横山氏急増で引き上げ

18 砺波市議会が閉会 砺波市議会６月定例会
19 歌や縦笛の演奏楽しく合同授業 砺波の２小学校

19 砺波市イオンと協定 地域貢献、災害時支援で

35 トラックと衝突砺波の９０歳死亡 ３０日午後１時５５分ごろ、砺波市中神の市道交差点で

読売 34 ほのぼの＠タウン 砺波市　３０年間の手仕事多彩な６０点展示

35 所得公開県議平均１８７０万円 知事・県議・市長の公開所得

朝日 28 所得公開 県議・市町村長の所得一覧

28 「地域貢献」イオンが協定 砺波市と 観光発信など６項目
28 110・119 車同士が衝突し90歳男性死亡

　　２日　木曜日
北日本 1 県内路線価 富山駅前７年ぶり上昇　景気回復と新幹線効果

1 日本の人口２７万人減 県内全市町村で減少

10 開業後も着実に推移 県内　交流人口・再開発に期待感

10 北陸３県平均変動率 富山０．９％減下落幅最少

16 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

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

21 野菜の地産地消推進を 砺波　生産者とスーパー意見交換

22 夏白菜爽やかな風味 砺波・東般若利用組合 ことし初出荷

23 ざっくばらん 砺波市観光協会嘱託職員　中西佐織さん

23 優秀安全運転の２２事業所を表彰 県警など

28 新パワースポットに 砺波四季彩館 「チューリップの宮」始まる

富山 5 高岡、下落率が改善 砺波横ばい、魚津は下落

25 夏白菜「締まり、良い」 砺波で初出荷　農家と販売者砺波で情報交換

25 チューリップフェアの展示移設 砺波　四季彩館に恋愛スポット

26 新役員 となみセントラルライオンズクラブ

北陸中日 14 金沢駅西２割近く上昇も 路線価 新幹線効果鮮明に

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 29 路線価 富山駅前で上昇 ７年ぶり 県全体では２３５地点

朝日 25 路線価 富山駅前７年ぶり上昇 新幹線開業が要因

毎日 22 北陸・路線価 ３県平均１．５％下落　富山最高地点７年ぶり上昇

22 出店の大型施設 自治体と相次ぎ協定 地域貢献事業後押し

日本経済 35 路線価 金沢・富山で上昇 新幹線効果、福井も横ばい
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　　３日　金曜日
北日本 19 旧中越銀行２階を公開 砺波市「金唐革紙」間近に

19 砺波の農産物で独自スイーツを 市観光協が公募

19 砺波小矢部線の早期改良求めポスター 主要地方道砺波小矢部線改良促進若林地区期成同盟会

20 稗苗さん（魚津）最優秀 砺波　成年農業者意見発表

20 読者のひろば 外孫と一緒に歩く　　砺波市　小西　文子（主婦　７１歳）

29 アユ釣りの男性が死亡 砺波・庄川流されたか

富山 23 旧中越銀本店２階を公開 砺波郷土資料館　金唐革紙の天井、月１回

25 最優秀賞に稗苗さん アグリユース意見発表

27 高校野球富山大会 砺波工―泊　　砺波―入善

29 地鳴り コント　　砺波市・越中之助

30 砺波の庄川で８１歳男性死亡 高岡市醍醐、無職 高島 榮作さん

北陸中日 14 越中春秋 日々学習

15 明治薫る　旧中越銀行本店２階公開 砺波郷土資料館　毎月第１土曜に

15 ふるさと寄付 返礼品目録 砺波市、地場ブランドＰＲ

27 アユ釣りの男性死亡 砺波の庄川

読売 25 砺波市とイオン連携協定を締結 ６月30日付

朝日 25 金唐革紙の会議室公開 砺波郷土資料館 あすから

24.25 第９７回全国高校野球選手権富山大会 抽選会

　　４日　土曜日
北日本 22 仲間と集う 林公民館歩こう会　（砺波市　高橋由記夫）

富山 30 七夕飾りに願い込め 砺波・出町

31 庄東小児童水上楽しむ 砺波、カヌーなど体験

33 インターハイ県出場者 柔道　女子　荒木千尋（砺波工）

読売 23 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

23 〃 川柳【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

24 目指せ甲子園 富山大会出場校の選手一覧

25 金唐革紙の天井装飾きょうから一般公開 砺波郷土資料館

朝日 22 富山熱球史　高校野球１００年 初甲子園川上哲治と対戦

　　５日　日曜日
北日本 3 県内安保法案反対の意見書・請願 １２議会で否決・不採択　上市・立山は継続審査

16 県中学選手権 男子3000㍍の宮木快盛（庄西）は標準記録に迫る８分５９秒０７で制した

16 砺波はＫ組 ７人制の全国高校ラグビー大会

19 生物・水質調べ庄川に親しむ 砺波　庄東小児童

19 第１１回砺波市消防団消防操法大会 大会結果

20 明治期の装飾華やか 砺波郷土資料館 ２階を一般公開

25 会長に夏野砺波市長 砺波土木協会総会　任期は２年

26 団体１位は黒部署 通信指令技能競技会

富山 1 園児、児童プレー輝く サッカー 砺波で「キラリカップ」

18 七夕飾り笑顔広がる 砺波・太田公民館

19 １０５人が建築美を堪能 砺波　旧中越銀本店の２階公開
19 庄川の生物調査  砺波・庄東小４年生 国土交通省富山河川国道事務所の水生生物調査

19 第１１回砺波市消防団消防操法大会 ポンプ車の部で南般若分団、小型ポンプの部で種田分団が優勝

21 デスク日誌 タマネギ、昨年産を超えるか

23 地鳴り 分かりやすい医学市民講座　柴田照子　６６歳（砺波市）

23 〃 たま駅長の訃報に接し　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 12 消防団員ポンプ放水競う 砺波で操法大会

17 宮木共通男子3000㍍優勝 県中学陸上　

読売 28 中学総合体育大会 県大会陸上競技で開幕

28 少年野球 となみ野リーグ　Ａリーグ　福光5-5出町

　　６日　月曜日
北日本 16 県中学校総合選手権 男子砲丸投げ 舘田（小杉）Ⅴ県記録更新

21 ＳＣで献血呼び掛け 砺波　となみセントラルライオンズクラブ

22 仲間と集う つながる　（砺波市　小西竹文）

23 大賞受賞者たたえる 富山　世界の児童画フェス表彰式
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26 実技と学科で安全走行競う 子供自転車県大会

27 砺波の高校生はねられ重傷 ５日午前９時半ごろ、砺波市新富町の市道で

富山 15 第５３回県中学校総合選手権第２日 男女６人が全中標準突破

17 献血へ協力呼び掛け となみセントラルＬＣ

17 冷やし中華親子で調理 砺波・東野尻公民館

19 砺波・鷹栖小１７連覇 個人は小竹さん 子供自転車県大会

20 事件・事故 自転車の女子高生重傷

北陸中日 14 ニュースに迫る　チューリップに種？当然あります 県花知る教材に　砺波・四季彩館偶然採取、急きょ展示

15 安全自転車大会砺波・鷹栖小Ⅴ １７年連続、来月全国

15 舘田（小杉）が県中学新 陸上　共通男子砲丸制す

15 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトテニス

　　７日　火曜日
北日本 3 会長に小矢部市長再任 国道４７１号整備促進同盟会

15 ソフトボール　砺波市ナイター大会 予選リーグ結果

21 販売目標は３億円超え 砺波　ＪＡとなみ野特産タマネギ初出荷品質上々

21 三世代で調理楽しむ 砺波　市食生活改善推進員協

21 新役員 砺波ロータリークラブ

22 工場や工事現場の安全管理チェック 砺波　地域労災防止４団体

26 来月に記念講演会 砺波ＲＣ

富山 3 県内事業所数１．４％減 １２年比　昨年、従業員数は２．７％増

3 新たな処置対応救命士１８人認定 県救急高度化協

18 迷路作りなど参加者を募集 砺波市美術館

20 高校生 一日看護「いい経験に」 砺波総合病院

21 ３億円産地化に期待 ＪＡとなみ野　今年産タマネギを初出荷

21 砺波市教育会、１９人表彰 砺波市出町小で開催
21 労災防止へ巡回 合同安全パトロール

22 ６０周年「未来へ行動」 砺波ＲＣが来社

22 予算確保など決議 国道４７１号期成同盟会

22 わが町朝市夕市 砺波市

北陸中日 17 特産タマネギ味自慢 ＪＡとなみ野が初出荷

22 平和の俳句 砺波市　源通ゆきみ

朝日・別特 4～5 ４７校、夢へいざ 第９７回全国高校野球選手権富山大会

毎日 26～27 北陸３県喜びの入選者 第６７回毎日書道展　秀作賞 川島礪波さん＝砺波市東中

　　８日　水曜日
北日本 2 けさの人 砺波市議会議長　村岡修一さん

11 出町譲現場発！　ジャーナリストが見た地方創生-3- 巨大流通と地場の商店街　時代を読み業態転換

15 砺波市民体育大会・一般の部 大会結果

15 砺波市民体育大会・中学の部 大会結果

15 フレッシュテニス　砺波市夏季大会 大会結果

17 篠笛の音色うっとり 砺波・えんなか会 旧中嶋家で企画

17 古布生かした夏服涼しげ 砺波　大島の村田さん個展

18 夏休み親子でいかが ２５日に砺波市埋蔵文化財センターイベント

18 仲間と集う となみ野ウォーキングクラブ　（砺波市　西田澄）

19 高岡法科大生が万引防止呼び掛け 砺波　鷹栖小で砺波署が教室

25 県内から６人最高賞 毎日書道展一般公募

26 砺波の田嶋さん宅 離島の困窮あらわに　亡父太平洋戦争を記録

26 無断でＴＶアニメネット公開容疑 砺波の男逮捕

富山 21 「働くとは？」中学生学ぶ 砺波・庄西中で講演会

21 小松菜産地児童が取材 砺波で学校給食特派員

21 松岡さんの笛旧中嶋家響く 砺波でえんなか会

21 労災の根絶誓う 砺波市建設業安全大会

23 新役員 砺波ロータリークラブ

25 冷房設置率にばらつき 県内公立小中学校

28 人気アニメ無断配信 砺波署　著作権法違反疑い男逮捕

北陸中日 17 邦楽器の魅力伝える 砺波 旧中嶋家で松岡さん
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18 高校球児１００年２０１５富山大会 チーム紹介

29 アニメ無断公開砺波の４８歳逮捕 著作権法違反容疑

読売 31 アニメネット公開容疑の４８歳を逮捕 砺波市福山、無職東島定満容疑者（４８）

朝日 27 富山熱球史　高校野球１００年　③ １６校が聖地に苦しい初戦

毎日 特1 第６４回全国農業コンクール全国大会 きょう高岡で開催　輝く取り組み２０代表発表

特2 〃 種芸部門　ガイアとなみ　紫藤康二・代表理事組合長（６５）＝砺波市

特3 〃 チューリップ生産の「匠」　清都和文さん（６０）＝高岡市

　　９日　木曜日
北日本 3 城端・氷見線 「直通化賛成」５７．６％

13 毎日書道展 公募部門 県内から５０２点入選

14 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

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

20 定期バス実現へ結束 金沢井波線支える会が設立
20 「かがやき」テーマ企画展に200点並ぶ B１ギャラリー

24 １４日開業イオンモールとなみ 地震想定し避難訓練

24 若鶴大正蔵の建築賞祝う 砺波で記念パーティー

24 金沢まで１５分短縮 加越能・高速バスダイヤ改正

特1 第９７回全国高校野球選手権富山大会 きょう開幕　行くぞ甲子園

特3 〃 出場校紹介

特4 〃 出場校紹介　夏の甲子園県勢成績

富山 26 第９７回全国高校野球選手権富山大会 きょう開会式１１日から熱戦

28 〃 大会組み合わせ

29 〃 出場４７校紹介

31 整備促進の決議採択 砺波福光線同盟会総会

31 スマホトラブル注意 砺波高で消費生活講座

33 グッドデザイン賞受賞など祝う 砺波・若鶴大正蔵

34 先進的な農業手法発表 高岡でコンクール全国大会

34 城端・氷見線 直通化５７．６％賛成

34 大地震迅速な避難、誘導 砺波のイオンモール開業前に訓練

35 地鳴り 明るい気持ちで夏本番を楽しむ　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

35 〃 孫が見せてくれたテスト　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

36 西部商戦熱い夏　３大型店連続開業　上 強気の集客２２００万人　イオン、相乗効果狙う

北陸中日 17 高校野球１００年２０１５富山大会 きょう開会式　熱戦の展望分析

17 先進的な取り組み発表 高岡　全国農業コンに２０組

18 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

朝日 28 第９７回全国高校野球選手権富山大会　④完 キラリ夏舞台４７校　砺波、砺波工

29 「直通」６割、「増便」９割望む 城端・氷見線乗客アンケート

毎日 24 全国農業コンクール全国大会 県３代表名誉賞と優秀賞

日本経済 29 ＡＲＴ ＲＥＶＩＥＷ　身近に潜む「美」の発見 屋敷林のある家

　１０日　金曜日
北日本 5 ＣＫサンエツ電子素材事業 サンエツ金属に集約

17 高校野球富山大会開会式 甲子園目指し４７校堂々

17 ゲートボール 第３２回県年金受給者協会砺波支部大会

20 てっぺん狙い１６校熱戦 第６８回県中学校野球大会あす開幕　上位２校が北信越大会出場

23 行革大綱骨子案示す 砺波　市民会議初会合

23 湯船から楽しむ竜宮城 砺波　北部苑女湯に創作庭園

24 市内で２０頭捕獲 砺波　イノシシ被害防止対策

24 全国大会もチーム一丸 砺波　自転車県大会１７連覇の鷹栖小 夏野市長に抱負

24 わが家のアイドル 宇佐美純（うさみ　じゅん）ちゃん　１歳

30 となみ野美術展交流会 大賞・青山さん（南砺）表彰

33 あの日の空　とやま戦後７０年…36　戦中編 第６章銃後で生きる⑤ 母の思い

富山 4 電子素材事業を子会社間で譲受 ＣＫサンエツ

23 協働の推進など行革大綱転換へ 砺波市民会議

23 「全国大会も頑張る」 自転車大会１７連覇　砺波・鷹栖小市長に誓う
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23 女湯には「竜宮城」 砺波・北部苑の中庭 男湯の城郭に続き

23 まちづくりなど学ぶ 砺波市出町中の総合学習「砺波市行政出前講座」

24 イノシシ捕獲わな４基増設 砺波・鳥獣被害対策協

25 第９７回全国高校野球選手権富山大会 ４７校７９５選手堂々

北陸中日 5 発言 人の信条問う公務員は問題　家具製造業　宝田実　54　富山県砺波市

17 創作庭園女湯にも 砺波市の施設 木戸さん労作

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 夏 高校野球 県大会 球児８００人堂々と行進　

特3 第９７回全国高校野球選手権富山大会 出場４７チーム　砺波、砺波工

特4 〃 夏の甲子園県代表校

特4 〃 富山大会組み合わせ、日程

朝日 22 第９７回全国高校野球選手権富山大会開会式 審判と記録員のみなさん

毎日 26 農コン関係者ら県内視察 たまねぎ集出荷施設など

　１１日　土曜日
北日本 1 きょうの紙面 イオンモールとなみ公開　報道関係者向け内覧会

20 きょうから熱戦 高校野球富山大会

20 全国大会への意気込み語る 庄川スポ少男子バレー部

25 特産タマネギで給食 砺波　小中学校・幼稚園で提供

25 丹精込めた山野草出品 砺波市盆草協会

26 砺波の幸商品化続々 タマネギ茶・チューリップ香水

32 砺波小矢部線の早期整備要望へ 促進期成同盟会

33 高岡署Ａが優勝 県警拳銃射撃大会

33 「絶歌」購入図書館県内なし 遺族に配慮「要望あれば検討」も

34 イオンモールとなみ１４日開業 シニア・家族向け充実

特5 北日本新聞社旗争奪県少年野球大会きょうから開幕 第２４組　庄東スポーツ少年団野球部

特6 〃 第３１組　庄川野球スポーツ少年団、第３４組　砺波東部野球スポーツ少年団、第３５組　砺波北部野球スポーツ少年団

特7 〃 第３９組　庄南野球スポーツ少年団

特8 〃 第４５組　出町ボーイズスポーツ少年団

富山 26 地元食材の給食 舌鼓 砺波　たまねぎ一大産地化へ

26 庄川特産ユズ ケーキに 砺波の菓子店夏野市長に報告

27 全国大会で活躍誓う 庄川スポ少男子バレー部

27 整備促進の決議採択 主要地方道砺波小矢部線整備促進期成同盟会

29 きょう熱戦火ぶた 高校野球富山大会１回戦１２試合

29 初誕生 田畑心（たばた　こころ）ちゃん　砺波市矢木

32 ３世代に親しまれる店に イオンモールとなみ内覧会

33 全小中学校で対策徹底を 富山、砺波市教委が通知

北陸中日 19 品ぞろえ年齢層幅広く １４日開業 イオンモールとなみ内覧

読売 26 高校野球県大会 熱戦きょうから

27 イオンとなみお披露目 報道関係者に公開

28 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

朝日 29 第９７回全国高校野球選手権富山大会 熱戦火ぶた　きょう４球場１２試合

29 夢への始球式　小学生バッテリー８人挑む 砺波　北村隼規投手、沖田慧信捕手

29 イオンモールとなみ１４日開業前に内覧会 面積は旧店舗の３倍　超大型地元に危機感　商店会が解散　有効策打てず

　１２日　日曜日
北日本 1 とやま戦後７０年 赤紙対象者の名簿発見

16 第９７回全国高校野球選手権富山大会第２日砺波工１２-２泊　砺波工打線爆発

17 〃 県営富山など４球場で１回戦１２試合を行った

17 〃 砺波８-５入善　砺波１４安打

18 県中学野球開幕 魚津東部2-1出町、入善4-1庄西

26 建築家６人の仕事紹介 第３回建築家展

33 夏休み取材頑張るぞ 北日本こども新聞記者　小中学生５９人任命

34 夏かがやく’１５高校野球富山大会 「ありがとう」「あいつがいたから続けられた」

35 バイクの８３歳車と衝突し死亡 砺波の市道交差点

富山 1 西部商戦熱い夏　３大型店連続開業 集客合戦火ぶた　イオンモールとなみプレオープン

3 北國銀がＡＴＭ新設 イオンモールとなみアウトレット小矢部
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25 第９７回全国高校野球選手権富山大会 砺波８-５入善、砺波工12-2泊

25 ８チームが決勝Ｔへ 第２５回北電カップ県学童サッカー大会第１日

25 軟式野球８強決まる 第５３回県中学総合選手権

26 絵本、けん玉楽しむ 砺波・太田で教室

27 自衛隊の海外活動を紹介 砺波で豊田司令

27 犯罪や非行ないまちに 砺波で社明運動

27 園児が夏祭り満喫 砺波・出町体育館

31 地鳴り 赤くておいしい祖母の梅干し　小倉美央　７歳（砺波市・小学生）

32 イオンモールとなみプレオープン 好評、滑り出し上々　３世代、開店前から続々

32 〃 駐車場に臨時交番

33 砺波で車と衝突バイクの８３歳死亡 １１日午前１１時５９分ごろ、砺波市荒高屋の市道交差点

北陸中日 14 高校野球１００年２０１５富山大会 砺波8-5入善　砺波 入善振り切る

　 19 〃 砺波工12-2泊　砺波工１３安打猛攻

31 交差点で車と衝突バイクの男性死亡 砺波の市道

読売 34 中学総合体育大会 １回戦　魚津東部2-1出町、入善4-1庄西

34 夏高校野球県大会 きょうの試合、きのうの成績　砺波市野球場

35 〃 県営野球場 砺波-入善、黒部宮野野球場 砺波工－泊

35 ３地点で真夏日 砺波市も最高気温が３０度に迫る暑さ

35 バイクの８３歳死亡 １１日正午頃、砺波市荒高屋の市道交差点で

朝日 28 第９７回全国高校野球選手権富山大会 砺波工１２-２泊、砺波８-５入善

29 〃 きのうの結果、きょうの試合

毎日 21 第９７回全国高校野球地方大会　１１日 富山１回戦　砺波工12-2泊、砺波8-5入善

24 全国高校野球富山大会 砺波８-５入善、砺波工１２-２泊

産経 17 全国高校野球地方大会 富山１回戦　砺波工12-2泊、砺波8-5入善

　１３日　月曜日
新聞休刊日

　１４日　火曜日
北日本 1 変わるとやま商業地図　-１- 集客　３施設で年間１１５０万人

11 サッカー　高円宮杯Ｕ-１８リーグ 試合結果

11 新体操　県ジュニア選手権大会 【女子】団体①となみＲＧクラブ、個人総合①中井望葵（となみＲＧクラブ）

22 全国小学生陸上交流大会県大会 １０００人自己ベスト狙う

25 流しそうめん３世代で堪能 砺波　道の駅庄川

25 きょうから砺波で墨雅会作品展 砺波市表町のギャラリーみかん堂で

27 となみチューリップ街道実行委総会 国道１５６号美化を推進

31 水上スポーツ家族で楽しんで マリーナフェスＰＲ

31 新湊悲恋の民話ＣＤに 「おさん哀唄」奉納

富山 1 イオンモールとなみ きょうオープン
24 団体・下村Ｖ 第７回東般若地区グラウンド・ゴルフ大会

24 稲穂など栄冠 第４回砺波市ミドル・シニア親善交流ゲートボール大会

24 カラーコーン２０個贈る となみセントラルライオンズクラブ

25 田辺さんが旅先描く 富山銀砺波チューリップ

25 まつり前に流しそうめん 砺波市の道の駅庄川

26 １９日にマリーナフェス「楽しんで」 砺波、本社でＰＲ

26 あす砺波で無料体験 正道会館空手教室
26 わが町朝市夕市 砺波市 せんだん野地場産野菜直売所

30 きょうから順次開講 イオンモール　となみ・ラモーダ、７０講座

31 西部商戦熱い夏　３大型店連続開業 「時間消費型施設」を実感

北陸中日 1 気温ぐんぐん３７．９度 魚津など県内各地で猛暑日

15 北陸初小矢部で１６日開業 アウトレット変わる商圏

19 北電カップ県学童サッカー大会 大会結果

20 警察官２３チーム射撃の腕前競う 県警察拳銃射撃競技大会

日本経済 35 大型商業施設、人手確保に苦心 時給首都圏並み続出

　 35 北陸リポート 求人倍率２．８倍

　１５日　水曜日
北日本 1 イオンモールとなみ開業 家族３世代に照準
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1 変わるとやま商業地図　-２- 既存店の危機感　改装・イベントで対抗

7 「高校生のための文化講演会」は、今年で５０年を迎えました 富山県内の実施校と講師名

19 仲間と集う 雄神小若連中（砺波市　坂井勇雄）、雄神地区庄第１班（砺波市　有澤哲郎）

21 天井に県観光ポスター 庄川遊覧船待合室　五箇山や立山もＰＲ

21 水に落ちた時の対処方法学ぶ 砺波　鷹栖少年消防クラブ

21 ロビー展 県信用組合出町支店

22 全国１２の大学生砺波で方言調査 来月夏季セミナー開催

22 重厚・気品にあふれ 富山　ギャルリ・ミレー藤森さん（庄川出身）作品展

22 仲間と集う 砺波高卒５０周年記念同窓会（南砺市　江田美代子）

28 イオンモールとなみ開業 「おしゃれ空間」に人波　「家族でまた来たい」

28 混雑緩和へ準備着々 小矢部アウトレット臨時駐車場を確保

富山 1 イオンモールとなみ開業 買い物拠点１４００人列　９９店、年間６００万人見込む

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会６月句会

21 水難事故注意を 砺波・鷹栖小　着衣泳法を体験　

25 全国の学生方言調査 来月、砺波でセミナー　佐々木邸高評価

28 西部商戦熱い夏　３大型店連続開業 イオンモール吉田社長　「日常使い」を強調　アウトレット「意識していない」

28 洋裁や書道、公開制作 となみ・ラモーダ体験講座

北陸中日 5 テーマ特集　海の日　上 富山湾の恵み守っていこう　上野亮平　７２　富山県砺波市

15 とやま季節の音色 小さな太陽　砺波・チューリップ四季彩館

16 マリーナフェス来られ～ 砺波で１９日 ＰＲ隊が呼び掛け

読売 33 大合併１０年残る課題 県内市町村で行われた「平成の大合併」

33 イオンモールとなみ開店 １４日オープン

朝日 27 年間６００万人見込む 「イオンモールとなみ」開業

毎日 22 クレープからアユちらり 道の駅で販売 砺波・18、19日　「庄川の味食べに来て」

22 イオンモールとなみオープン １４００人行列、にぎわう専門店

日本経済 31 イオンモール開業 砺波市 開店前に１４００人行列

　１６日　木曜日
北日本 3 となみ政経懇和会　７月例会 多様さで創造性高めて　渋澤氏（コモンズ投信会長）が講演

3 屋敷林保全に支援を 景観資源活用ＷＴ 夏野砺波市長らが要望

23 手芸作家３人が２００点 ハワイアンキルトの「ＫＡＯ：ＲＩ」さん（砺波市）ら

23 南スーダンでの平和維持活動紹介 陸上自衛隊富山駐屯地（砺波市鷹出）

26 読者のひろば 梅の実熟成楽しみ　　　砺波市　飯田　静子（主婦 70歳）

26 「農業女子」けがなく活躍を 砺波で研修会　草刈り機操作学ぶ

27 散居村の暮らし冊子でアピール となみ散居村ミュージアム

富山 29 整備の促進求めて看板 県道砺波小矢部線 若林地区期成同盟会

29 散居村物語を発刊 砺波のミュージアム

30 礼儀や突き 稽古に汗 となみ・ラモーダのジュニア向け講座

30 農作業を安全に 砺波で女性研修会
31 全日本小学生女子ソフト 31日、富山で開幕

31 となみＲＧが団体Ｖ 県ジュニア新体操選手権

33 地鳴り 「ばばじゃっこ」砺波の言葉？　西森ちい子　63歳（砺波市）
33 地鳴り 自分育ての大切な出費  石川祐惠 67歳（砺波市）

北陸中日 19 観光客〝夏枯れ〟防げ 四季彩館　割引や展示充実

　１７日　金曜日
北日本 23 常設展２割引き 30日まで感謝週間　チューリップ四季彩館

25 散居村の変遷一冊に ＮＰＯ法人砺波土蔵の会

25 きょうから経営者招き勉強会 砺波ローターアクトクラブ

26 読者のひろば あいさつが大事　　　砺波市　村中　正敏（無職 85歳）

32 画集刊行記念し個展 砺波市美術館 洋画家・林さん（砺波）26点展示

富山 27 昭和の散居村、１冊に 砺波土蔵の会、本社総局訪れ

28 心身の健康へポーズ「やさしいヨガ」体験 富山新聞文化センターの新教室「となみ・ラモーダ」

28 毎日書道展 県内から6点毎日賞

北陸中日 15 発言 自転車マナー向上期待する　会社員　石丸　秀幸 56　富山県砺波市

19 古民家拠点に方言調査 砺波で来月学生セミナー　全国学会50周年記念企画

毎日 23 第67回毎日書道展北陸展　実行委員作品紹介④ 【前衛書】「命」田守光昭　当番審査員＝富山県砺波市
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　１８日　土曜日
北日本 3 公園２４ｶ所ドローン規制 県有施設庁内検討会　頼成の森、花総合センター

5 変わるとやま商業地図　-５- 人手確保　開業後も求人１０００人弱

18 第１３回北日本新聞社長杯パークゴルフ大会 出場者組み合わせ

27 遺族ら平和誓う 砺波　市戦没者追悼式

27 良質種もみ出荷へ研修 砺波　県砺波農林振興センター

27 南般若かがやき花壇一般の部最優秀賞に 砺波　市花と緑のコンクール

28 河川敷公園の愛称 庄川清流パークに 砺波　来月パークゴルフ場開設

28 読者のひろば 洋館彩る高級壁紙　富山市　青山勲（無職　７１歳）

29 受講生の意欲作並ぶ 砺波　フォトサークルａｎ展

29 中学生清流展の過去の入賞作紹介 砺波　きょうから庄川水資料館

35 庄川の市道で子グマ目撃 １７日正午ごろ、砺波市庄川町金屋の市道で

富山 15 富山こども新聞 ２大型店県西部でオープン

29 通学路点検 ８小学校で砺波市教委　交差点など危険把握

29 愛称「庄川清流パーク」 砺波・庄川河川敷公園　新パークゴルフ場など

29 高校総体など砺波で壮行会 １６日夜、市砺波体育センターで

29 砺波で戦没者追悼式 市文化会館で

29 夏野砺波市長が講演 小矢部市企業協会

北陸中日 18 通学路　危険個所ないか 砺波　８小学校で合同点検

19 散居村の記憶８６人記す 砺波土蔵の会、まとめ出版

読売 28 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

28 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

　１９日　日曜日
北日本 1 初の週末 長蛇の列 小矢部アウトレット

3 北陸新幹線・大型商業施設開業ラッシュ 東海北陸道全線４車線化　事業化へ高まる期待

15 北日本新聞朝間野球 １８チーム対戦決まる　県大会２５日スタート

15 県中学選手権中心会期 サッカー、バスケットボール、バレーボール

15 天ノ川が優勝 砺波市児童クラブペタンク

15 ペタンク　庄下高齢者学級大会 ①大門Ｄ②矢木Ａ③宮村Ｃ

20 優良工事表彰に２社２人 国土交通省立山砂防事務所

21 砺波市のまちづくり学ぶ 小矢部市企業協会

22 アユの塩焼き人気 加越線車両設計図を初展示

22 滑川の屋敷林見学 滑川　砺波カイニョ倶楽部保全の苦労聞く

23 イノシシ防止へ「万里の長城」 砺波・雄神地区　電気柵延長１０㌔に

31 駐車場２時間待ちも 国道はスムーズ誘導策が奏功

富山 1 初の週末大にぎわい アウトレット小矢部　砺波のイオンにも人

19 第５３回県中学校総合選手権 バドミントン、剣道、サッカー、バレーボール、バスケットボール

19 きょう２回戦８試合 高校野球富山大会

20 砺波　道の駅庄川まつり開幕 大きな焼き炉アユ香ばしく

20 屋敷林を訪ね、滑川へ 砺波カイニョ倶楽部　加賀藩の共通点に関心

20 一般は南般若かがやき花壇 砺波市花と緑のコンクール

21 納涼祭でゲーム、盆踊り 砺波・ちゅうりっぷ保育園

21 県職員ＯＢが除草奉仕 県職退職者会砺波支部の除草ボセンティア

22 英語であいさつ、紹介 となみ・ラモーダ　「ＡＢＣから始める」講座

25 地鳴り 砺波に合う大型商業施設　福村千賀子　６４歳（高岡市）

北陸中日 18 砺波・道の駅 熱々塩焼き人気　庄川あゆまつり始まる

　２０日　月曜日
北日本 7 北日本の歌壇の集い　高岡会場 砺波市　安念智栄子、中井溥子

12 第９７回全国高校野球富山大会　第４日 砺波工が先発全員の１８安打　砺波工19-0福岡

13 〃 砺波６年ぶり１６強　砺波10-3呉羽

14 県中学校選手権　１９日 柔道【女子】、バスケットボール、ソフトテニス、ソフトボール、卓球

14 サッカー　高円宮杯Ｕ-18県リーグ Ｔ３Ｂ 高岡商4-0砺波、砺波工4-1富山

15 県内外１４チーム競う 本社杯南砺少年サッカーきょう決勝トーナメント

15 野村（高岡）が優勝 メルヘン杯小学生バレー

15 ７チームが熱戦 両砺波地区ソフト
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22 水上スポーツ楽しむ 砺波　マリーナフェス

22 「はじめての一眼レフ」９月開講 北日本新聞砺波支社来月６日体験会

22 となみミュージカルキッズ 東京初公演へ一丸　来月結成１０周年「飛躍の一歩に」

22 農業であい育んで 砺波地区４ＪＡ青年部　来月２日婚活イベント

23 高原兄さん２２日に講演 砺波　砺波商議所青年部

富山 15 第９７回全国高校野球選手権富山大会 砺波工大勝　砺波10-3呉羽、砺波工19-0福岡

15 第５３回県中学校総合選手権 バトミントン、柔道、ソフトボール、ソフトテニス、卓球、バスケットボール

16 ボートやカヌー、水上に歓声 砺波でマリーナフェス

17 ３世代が交流深め 砺波・中野で集い

21 地鳴り 有意義だった長野の旅行　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 13 散居村の生活冊子に 砺波で発行　風土、産業など紹介

14 高校野球１００年２０１５富山大会 砺波工一回１５点　砺波工19-0福岡、砺波が快勝　砺波10-3呉羽

14 県中学ソフト 二回戦　奥田9-0庄西

15 カヌー競争負けないぞ 砺波でＢ＆Ｇマリーナフェス

15 県中学総合選手権大会 柔道

21 高校野球地方大会 富山　２回戦　砺波工19-0福岡、砺波10-3呉羽

読売 21 全国高校野球第９７回地方大会　１９日 富山　２回戦　砺波工19-0福岡、砺波10-3呉羽

27 夏 高校野球 県大会 県営富山球場　砺波10-3呉羽

27 〃 高岡城光寺球場　砺波工19-0福岡

27 〃 女子高生１人搬送　

27 中学総合体育大会 ソフトボール、卓球、バスケットボール

朝日 13 第９７回全国高校野球選手権大会　１９日 富山　２回戦　砺波工19-0福岡、砺波10-3呉羽

22 第９７回全国高校野球選手権大会　第３日 砺波10-3呉羽

23 〃 砺波工19-0福岡

毎日 20 第９７回全国高校野球地方大会　１９日 富山　２回戦　砺波工19-0福岡、砺波10-3呉羽

34 全国高校野球富山大会 １６強が出そろう　砺波10-3呉羽、砺波工19-0福岡

産経 12 全国高校野球地方大会　１９日 富山　２回戦　砺波工19-0福岡、砺波10-3呉羽

　２１日　火曜日
北日本 8 第９７回全国高校野球富山大会　第５日 きのうの試合　砺波工17-1富山第一、砺波3-5富山工

9 〃 ８強出そろう　砺波工打線爆発

14 鷹栖（砺波）準優勝 本社杯南砺市少年サッカー

14 県中学選手権　19、20日 水泳、新体操、卓球、ソフトテニス

18 砺波の酒蔵で大茶会 裏千家淡交会高岡青年部来月２日に計画

18 全日本Ｊｒダンススポーツ ハッピーＨＡＰＰＹクローバー（南砺砺波など）準優勝

18 読者のひろば 求められる洞察力　砺波市　別所武（無職　７６歳）

24 記者ぶろぐ 優美な「金唐革紙」

27 運搬車ごと転落８１歳男性死亡 砺波の農道

富山 2 工業団地の造成加速 県内自治体

17 第１０回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ 入賞　ユースラテン③大西大晶・大西咲菜、ユーススタンダード②大西・大西

17 結成１０周年東京公演 来月９日となみミュージカルキッズ

17 柏樹さんと大島さんＶ 五鹿屋グラウンドゴルフ納涼ナイター大会

18 わが町朝市夕市 砺波市

19 第９７回全国高校野球選手権富山大会 砺波工、富山一に圧勝　砺波工14-1富山一、砺波3-5富山工

19 第５３回県中学校総合選手権 新体操、卓球ソフトテニス

19 デスク日誌 買い物ついでにお隣にも

22 西部商戦熱い夏 ３大型店連続開業 ３連休活気づく　イオンモール、アウトレット

22 農作業運搬車の８１歳男性転落死 砺波

北陸中日 14 高校野球１００年２０１５富山大会 砺波工など８強決まる　砺波3-5富山工、砺波工14-1富山第一

15 県中学総合選手権大会 卓球、ソフトテニス、バスケットボール、新体操

23 高校野球地方大会 富山　３回戦　富山工5-3砺波、砺波工14-1富山第一

27 砺波で運搬車転落下敷きの男性死亡 ２０日午後４時２０分ごろ、砺波市茶ノ木の水田で

読売 27 全国高校野球第９７回地方大会　１９日 富山　３回戦　富山工5-3砺波、砺波工14-1富山第一

29 夏 高校野球 県大会 砺波工大差で８強　春準Ｖ富山第一下す

29 〃 高岡城光寺球場　砺波工14-1富山第一

29 〃 砺波市野球場　砺波3-5富山工
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29 少年野球　となみ野リーグ Ｂリーグ　試合結果

29 中学総合体育大会 新体操、ソフトテニス、

朝日 15 第９７回全国高校野球選手権大会　２０日 富山　３回戦　富山工5-3砺波、砺波工14-1富山第一

29 第９７回全国高校野球選手権大会　第４日 砺波工 富山第一破る　砺波工14-1富山第一、砺波3-5富山工

毎日 20 第９７回全国高校野球地方大会　２０日 富山　３回戦　富山工5-3砺波、砺波工14-1富山第一

22 全国高校野球富山大会 砺波工シード破る　砺波工14-1富山第一、砺波3-5富山工

産経 16 全国高校野球地方大会　２０日 富山　３回戦　富山工5-3砺波、砺波工14-1富山第一

　２２日　水曜日
北日本 1 イオンモールとなみ開業１週間 来客２１万人　「３連休にぎわった」

5 魚津・砺波の「パナ・タワージャズ」 半導体製造受託を拡大　数百人規模で新規雇用

13 文芸新刊から 俳誌「辛夷」６月号　廣橋玉枝

15 ２６日小杉で「ビッグ碁」 ８０チーム４５０人熱戦

23 南砺福野高と連携協力協定 富山福祉短大　南砺福野高校（竹田誠校長）

富山 4 パナ・タワージャズ国外から引き合い 半導体製造　パナ以外受注１０倍に

21 砺波工高生、名匠の技学ぶ 県職業能力開発協会の出前講座

22 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 筋肉ほぐし、すっきり　リンパケアの体験講座

23 デスク日誌 夏の商戦、どう動く

27 砺波でも家庭用電源か 電気柵　西伊豆感電と同様

北陸中日 28 安保法制を考える 核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会世話人代表　金井英子さん（６１）

読売 32 夏 高校野球 県大会 白球を追う真夏の激闘　富山工-砺波（20日、砺波市野球場で）

朝日 27 第９７回全国高校野球選手権富山大会 ２球場で準々決勝　砺波工-富山工

　２３日　木曜日
北日本 1 きょうの紙面 高校野球高岡商など４強　１８面

3 国営農地防災事業当初予算の増額を 砺波市長が農水省に要望

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市長が農水省に要望

18 第９７回全国高校野球富山大会　準々決勝 ４強決定　富山工4-3砺波工

21 豊かな森づくり保全協定を再締結 南砺　市と北陸コカ・コーラ

21 水谷さん「子どもは褒めて認めて」 砺波市出町中学校講演会

23 自転車で庄川巡り 砺波　足湯・野菜収穫楽しむ

26 世界ポスタートリエンナーレトヤマ ３５１点入選県内は１１点

26 会長に山瀬氏（石川） 北陸日彫会

29 県内不備確認されず 砺波市・氷見市　職員が現地で点検

富山 2 庄川左岸対策推進砺波市長が要望 農水省訪れ

24 ＬＣと学園生が交流 砺波市のとなみセントラルライオンズクラブ（ＬＣ）

25 世界ジャンボリーへ意欲 南砺市内の中高生　片山洋一君（砺波工高２年）

26 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ マットで体力づくり　体操教室

26 かがり火燃やし夜店楽しむ 砺波で太田の夏祭り

26 ポスタートリエンナーレ３５１点入選 県内から１１点

26 デジタル教科書 富山市全６５小で活用　５市町村は導入せず

27 第９７回全国高校野球選手権富山大会 準々決勝　富山工4-3砺波工

27 デスク日誌 屋敷林は人も育む

28 １週間で２１万人来館 イオンモールとなみ

29 地鳴り 雑事を片付け穏やかに生きる　山田敏江　７２歳（砺波市）
29 地鳴り トイレの行列当たり前？

30 漏電遮断器の設置確認 県 砺波の家庭用電源使用柵

31 車２台が衝突男女３人重傷 砺波の市道交差点

北陸中日 16 高校野球１００年２０１５富山大会 準々決勝　富山工4-3砺波工

16 〃 光る風　砺波工一歩及ばず

18 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 28 夏 高校野球 県大会 砺波工粘りきれず　富山工4-3砺波工

朝日 32 第９７回全国高校野球選手権大会　準々決勝 富山工延長戦制す　富山工4-3砺波工

毎日 22 全国高校野球富山大会 準々決勝　富山工4-3砺波工

産経 21 全国高校野球地方大会　 富山　準々決勝　富山工4-3砺波工
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　２４日　金曜日
北日本 13 専属の合唱団結成へ 県オペラ協会（安念千恵子会長）　来年１月コンサート

16 第48回北日本新聞朝刊野球県大会あす開幕 砺波市　一心ＡＷ　本格右腕２人が柱

23 高原さん歌交え半生を振り返る 砺波商議所青年部例会

25 流しそうめん園児ら楽しむ 市社会福祉庄東センター

25 砺波学園園児らとビーチボールで交流 となみセントラルＬＣ

26 読者のひろば 「ひな」誕生の陰で　　　砺波市　藤森　真弥（会社員５５歳）

富山 20 流し素麺舌鼓 砺波・庄東センター

21 あすから砺波市美術館 夏休み 子どもが製作　６ワークショップと作品展示
21 祖父母と孫でタワー無料に 小矢部、富山、砺波市との連携事業

21 来月８日に庄川上流域見学 砺波散村地域研究所

25 地鳴り 富士のお山を眺めた数日間　　　　石川 祐惠　６７歳（砺波市）

読売 30 歴史・伝説ハイク 栴檀野（砺波市）

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

北陸中日 19 水難時の対処法 プールで学ぶ 砺波・庄川小　救助隊員が指導

　２５日　土曜日
北日本 27 共通抽選券を初導入 きょうから大売り出し 客呼び込む契機に

27 「ＷｉＦｉ」で災害情報発信 砺波市　来月防災訓練で実験

27 来年３月新装オープン チューリップ四季彩館

27 しなやかな筆さばき 砺波　玄土社瑞穂書会半紙習作展

29 シートベルト着用誓う 砺波安全運転管理者部会

34 庄川描いた110点展示 砺波　中学生清流展 きょう開幕

35 電気柵の安全を確認 砺波市が関係機関と点検

富山 29 議会だより創刊 砺波市議会

29 シートベルト署名提出 砺波安全運転管理者部会

33 砺波市が電気柵を点検 静岡の感電死亡事故受け

北陸中日 13 俳壇　　井村 和子選 佳作　砺波市　上竹　秀幸

13 〃　　　 松本 松魚選 三席　砺波市　源通ゆきみ

13 柳壇　　浦　真選 佳作　砺波市　〃

読売 29 よみうり文芸　　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　　別所　武

29 〃　　　 　　　　　 俳句    長沼美津夫選 【秀逸】砺波市　　西能さとみ　　源通ゆきみ

　２６日　日曜日
北日本 14 全国高校野球選手権富山大会 総評　抜き出た投手なく混戦

18 Ｎシニアーズ（富山）栄冠 富山ＣＣ１５市町村親睦ゴルフ

18 県民体育大会中心会期第１日 奥田ＡゾーンⅤ

20 産業立県富山「産業近代化の歴史を行く」 全国トップの電力県に

21 〃 とやま産業近代史年表

27 地域への感謝込め道の駅で清掃活動 トナミ運輸労組

29 甲冑着て戦国武将気分 砺波市埋文センター 親子が歴史ロマン満喫

30 草書や前衛書５１点 砺波　市書道連盟展

30 えんじゃら節、子どもたちが披露 砺波市南般若地区の夏の祭り

32 なるほど富山読んでガッテン 小矢部のアウトレット開業　県全体のにぎわい期待

36 若い感性輝く１１０点 庄川美術館　中学生清流展が開幕
36 洋画家・藤森さん指導 庄川美術館　実技講座スタート

37 確実なポンプ操法披露 富山で県下消防団大会

37 パラグライダーの男性衝突、重傷 ２５日午後５時５分ごろ、砺波市庄川町庄の庄川右岸の堤防上で

富山 20 納涼夏祭り 砺波・若林　流しそうめんや舞台満喫

20 〃 砺波・南般若　子どもが「えんじゃら節」

20 舞台や遊び楽しむ 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サマーフェスタ

21 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会 男子斎藤さんⅤ女子は斉藤さん

21 砺波・四季彩館夏のテラス展 美しき島、台湾～盛夏の夢

21 親子らが甲冑体験 砺波・埋文センター

21 庄川の自然と親しむ 砺波市太田の公民館「庄川の自然と親しもう」

21 トナミ運輸労組が奉仕 県西部の道の駅７カ所で清掃ボランティア活動

23 埴生、上滝分団Ｖ 消防操法大会

26 夏休み初日満喫 「巨大迷路できた」　砺波市美術館　子ども美術大会始まる
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27 砺波・庄川 パラグライダー飛行中 車に衝突、男性重傷

北陸中日 12 砺波学園生徒ととなみＬＣ交流 砺波市徳万の県砺波青少年自然の家で

31 砺波の庄川堤防 パラグライダーの男性が車衝突、重傷

朝日 28 第４３回県吹奏楽コンクール 審査結果

　２７日　月曜日
北日本 9 Ｉ×ＴＯＹＡＭＡサイコロの旅　最終回 心安らぐ散居の風景　砺波×文化編

14 近畿総体出場県選手 選手・監督名簿

16 ７０人親睦深める 砺波でターゲットゴルフ

17 ７クラスで真剣勝負 第２２回県市町村対抗囲碁団体戦「ビック碁」

19 優しい音色に感謝込め 砺波　琴弘玄３０周年コンサート

21 砺波・南砺の歴史学ぼう となみＪＣ青年育成 児童が名所や史跡巡り

21 となみミュージカルキッズ 砺波　来月初の東京公演

富山 17 第６８回県体 大会結果

18 砺波、射水で親子４０人 川たどり海へ水の恵み体感

18 男子・吉田さん総合優勝 南般若ＧＧ夏季大会

18 市谷に栄冠 第２回栴檀野親睦ゲートボール大会

19 世代超えて交流 砺波・杉木で初のミニ運動会

20 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 子どもたち伸び伸び書　フラワーアレンジ体験

20 となみ野の魅力探検 砺波、南砺の児童

北陸中日 14 和紙すきや民謡学ぶ 南砺、砺波　児童歴史探検会

朝日 28 第９７回全国高校野球選手権富山大会 混戦県立校が躍進　強力な砺波工打線

29 第４３回県吹奏楽コンクール ４部門代表に１２団体

毎日 24 召しませ砺波の味 地元住民が「農家レストラン」　古民家改装、郷土料理提供

　２８日　火曜日
北日本 3 利賀ダム本体着工推進決議 建設促進期成同盟会総会

13 北日本文芸 歌壇 佳作 砺波市 藤井哲夫、近藤令子、入選 砺波市 坪本幸世、山森和子 

13 〃 詩壇 砺波市 蓮井信吉

13 〃 俳壇 佳作 中邨宗承、廣橋玉枝、二俣れい子、宮浦のぶあき、藤井哲尾、源通ゆきみ、小野田裕司

13 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

15 ダンス全日本選手権ユース 大西兄妹（福野）２度目Ｖ

15 全日本中学通信陸上富山大会 男子1500㍍①宮木快盛（庄西）、3000㍍①宮木快盛

15 〃 女子１５００㍍③山本佳奈（庄西）、100㍍障害②熊野亜海（出町）、走り幅跳び③白山穂翔（出町）

15 県体閉幕 一般・中学とも富山市が制す

19 高齢者宅の屋敷林剪定 砺波　お手入れ支援隊

 25 企業と求職者のマッチング図る 砺波で説明＆面接会

富山 24 まき割り、野外炊飯立山で体験学習 花とみどりの少年団

24 わが町朝市夕市 砺波市

24 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 音楽に合わせ元気よく　チアダンス体験

25 県体閉会式 富山市の奮闘たたえ

25 県ジュニアソフトテニス選手権 男子 米道・下川　女子 川崎・津沢

25 高円宮杯Ｕ18サッカー 県リーグ　高岡一２ｎｄ5-1砺波工、富山工２ｎｄ1-0砺波

26 砺波の民家暑さで高齢者ピンチ カイニョ支援隊緊急出動

26 早期の本体着工決議 利賀ダム建設同盟会 砺波で総会

読売 30 第６１回全日本中学校通信県大会兼第６８回県民体育大会 男子1500㍍宮木快盛（庄西）、3000㍍宮木快盛（庄西）

30 〃 女子四種競技熊野亜海（出町）

30 全国高校総体２０１５ きょう開幕　県選手団、熱戦へ

朝日 26 第４３回県吹奏楽コンクール 中学Ｂ代表決まる

　２９日　水曜日
北日本 5 次期理事長に梅本氏 となみＪＣ

14 らいちょう　全国高校総合文化祭滋賀ニュース第１日 県内からの参加校・人数

14 強盗や特殊詐欺に備え訓練 砺波署は、砺波市頼成のＪＡとなみ野庄東支店で

17 外国語指導助手と中学生が英語で交流 砺波　サマーキャンプ

富山 20 新理事長に梅本氏 となみＪＣ

21 死亡事故現場を訪問 砺波市老人ク連　安全意識高める

21 大西兄妹、全日本ユースＶ ダンススポーツ・スタンダード
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21 野球部員も園児と交流 砺波工高生、鷹栖保育所へ

21 砺波市内の中学生公共施設を紹介 日本語禁止 英語親しむ　市教委が「キャンプ」

北陸中日 16 交通死現場で事故防止学ぶ 砺波市老人ク連

 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

　３０日　木曜日
北日本 5 小矢部アウトレット・イオンとなみ開業２週間 既存店お盆が試金石　催事・品ぞろえで集客

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

29 福祉作業所にテレビ贈る 砺波　パナソニック・タワージャズセミコンダクター

29 ２０６０年で４万人台 砺波　市の人口目標

29 砺波地方の風景を撮影 わが街フォトハイキング

31 特殊詐欺を防いだ郵便局員に感謝状 砺波　砺波署

34 １１団体に助成金 日本生命財団

34 「名探偵コナン」展夏休みの思い出に あすから砺波・四季彩館

富山 24 富山文芸７月賞 俳壇　能村研三選　一位　砺波市表町　源通ゆきみ

28 砺波市総合計画など審議 砺波市総合計画審議会

29 砺波郵便局員に感謝 詐欺未然防止で砺波署

29 甲子園出場で砺波市長表敬 北村投手「日本一を」
29 漂着ごみでアート制作 氷見市海浜植物園   講師 砺波市の彫刻家藤井治紀

29 労組がテレビを寄贈 パナソニック・タワージャズ・セミコンダクター労組の砺波支部

30 砺波市ソフトボール協会第１１回会長杯ナイターソフトボール大会 金屋新白星スタート

30 砺波・四季彩館あすから企画展 「名探偵コナン」題材に

30 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ フラダンス体験

北陸中日 17 笑顔で挑む高商ナイン 出身地の砺波で市長訪問　北村投手「日本一に」

17 砺波の四季彩館 「コナンワールド」あすから楽しんで

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

18 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド イベント　庄川水まつり、となみカンナフェスティバル

18 砺波工高生が園児のお世話 鷹栖保育所訪問

朝日 35 燃えろ！！高商　高校野球１００年 決勝完投の選手砺波市長を訪問

　３１日　金曜日
北日本 25 新砺波図書館 ２０年夏に開館 整備計画策定初会合
富山 26 新砺波図書館３年で３０万冊 策定委が素案

27 高校生と青年、農業交流 県砺波農林振興センター

28 第２９回全日本小学生ソフトボール大会（富山新聞社後援） ダイヤモンドキッズ（砺波市）

29 砺波午前様クＶ 国体記念ナイター野球大会

31 地鳴り なかなか物の始末ができない　　石川　祐惠　67歳（砺波市）

北陸中日 16 栄養たっぷり 料理学ぶ 砺波で夏休み親子教室

18 就農青年　体験を語る 南砺、砺波 高校生と交流 

＊朝刊１０紙及び北日本新聞夕刊に掲載された砺波市関係の新聞記事索引は、昭和４７年１月から
切り抜きは、昭和４９年から保存してあります。ご覧になりたいかたは図書館２階へお越しください。
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