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 １日　土曜日
北日本 22 読者のひろば 庄川地区民の誇り 砺波市 上野亮平（７４歳）

24 夏野砺波市長会見 ＪＲ城端線の利用者 観光施設の料金割引

24 住みよさ全国２位 市民 元気になる契機に

24 砺波署の警察機能強化など重点要望 国や県への重点事業に関する要望書

24 会報６００号の節目「会の伝統守る」 若芽句会が俳句会

24 １００歳おめでとう ３０日 横川すゞいさん

24 空中カフェ２０１７① 「ルビー」ラ・ピニヨン（砺波市）

25 移動系デジタル行政無線 全地区に配備 自主防災に役立てて 砺波市 Ｊアラートにも連動

25 「飛龍の彫刻」氏子に説明 比賣神社 標柱の清めはらいも

28 虹９９ カフェでつながる介護者 自分だけじゃない

30 篠ノ井（長野）と連携 となみセントラルLC

31 県内ため池一斉巡回 砺波 事故現場で整備報告

31 イクボス宣言します 砺波市

富山 3 伊藤－萩原体制が始動 変革期、一丸で課題解決 県農協中央会など総会

3 佐野、細田、室井３会長を選出 ＪＡグループ

3 ＪＡグループ新役員が来社 富山新聞社を訪問

22 交通安全 園児が短冊に 砺波署

22 移動スーパー、３号車導入 丸圓商店、砺波市外でも販売

22 百歳 （３０日） 横川すゞいさん

23 夏野市長 イクボス宣言 砺波市 全地区に移動系防災無線 城端線乗車で観光施設割引

23 日ごろの見守り感謝 砺波・出町小で集会

23 サカキと記念標柱清め祓い 砺波市下中条の延喜式内比賣神社

24 ため池の安全工事完了 砺波・井栗谷 ２人死亡事故受け

24 長野篠ノ井ＬＣと姉妹提携図る となみセントラルＬＣ

25 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

27 地鳴り 扇風機も機能満載に 藤井昭道 ４５歳

27 地鳴り お年寄りの生活を平和に 犀川寮明 ６９歳

北陸中日 19 ため池 悲劇繰り返さない 県内一斉パトロール 砺波の死亡事故現場では黙とう

19 射水、砺波市長ら「イクボス宣言」 射水市と砺波市の市長や幹部職員

19 砺波署でも園児短冊を飾り付け ３０日、高さ１３㍍の七夕飾り

19 デジタル防災無線 全２１地区に導入 砺波市

読売 24 利用者 観光施設割引に 砺波

24 北信越高校大会 新体操 

25 市長ら「イクボス宣言」 砺波市の夏野修市長も

25 ため池 一斉パトロール 砺波 事故後設置の設備確認

25 ２１地区に防災行政無線機 砺波市 集会所や代表者宅に配備

 ２日　日曜日
北日本 1 豪雨 氷見で１２棟床下浸水 観測史上最大 ２４時間２０２．５ミリ 福岡町で避難勧告

22 道の駅庄川 子どもマーケット 働く楽しさや難しさ学ぶ

22 庄下と栴檀山 県大会に進出 市消防団操法大会

22 空中カフェ２０１７ プティ ア プティ  ミッシュローゼ

23 ざっくばらん 庄川水まつり実行委員長 米道大佑

23 古典・和歌題材多彩な書４５点 玄土社瑞穂書会作品展

23 県西部教室からソロ部門に４０人 エレクトーンフェス

23 功労の１８人表彰 市教育会 出町小学校で総会

23 買い物客に鍵掛け呼び掛け ユーシン建設が大阪屋ショップ砺波支店で

28 県中学生生活体験発表大会 県保護司会連合会長賞 黒川珠菜 般若中３年

富山 22 児童販売体験 売上１万円超 道の駅庄川で菓子など

22 １８人を表彰 砺波市教育会総会

23 バルーンアートや腹話術を楽しむ 砺波・出町児童センター

23 ゴルフ昇級試験に臨む となみ・ラモーダ

23 串田さんが優勝 第１６回小杉ふれあい杯健康麻将決勝大会
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23 庄下、栴檀山が優勝 砺波で消防操法大会

24 明るいまちづくりへ 買い物客にチラシ 夏野砺波市長ら

24 男子・式部 女子・上野 Ｖ 砺波市学童卓球大会 大会結果

25 県高校選手権水泳大会 大会結果

北陸中日 18 子ども店主が「いらっしゃい」 道の駅庄川で販売体験

19 ポンプ車操法は庄下分団が連覇 砺波市消防団大会

19 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトテニス 大会結果

読売 24 少年野球 となみ野リーグ Ａリーグ Ｂリーグ 大会結果

 ３日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール ６月の入選作 三席 「舵取りの若頭にヨイヤサ～！」 

14 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ県リーグ 試合結果

14 テニス チャレンジジュニア グリーンボール富山大会 大会結果

14 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 軟式野球

17 １０００人 自己新目指す 全国小学生陸上県大会

18 町の「お宝」出張展示 入善 小摺戸地区公民館

20 鉄道ジオラマに興味津々 高岡 城端線・戸出駅１２０年イベント パネル写真も展示

21 創立２０年の集大成紹介 福光美術館 南砺の写真同好会が作品展

21 花いっぱいの栴檀山に 地区の１２自治会 一帯にコスモス種まき

21 交通安全願い七夕飾り設置 ちゅうりっぷ保育園児

21 見守り隊に感謝伝える 砺波市出町小学校の見守り隊感謝集会

24 自転車うまく乗れたぞ 子供県大会 鷹栖小（砺波）が優勝

27 城端線４本が運休 能越道は通行止め解除

富山 12 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

13 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 大会結果

17 シバザクラ植栽へ作業 砺波・新屋敷岸渡川倶楽部

17 ハナショウブ使い布染める 砺波・頼成の森で教室

18 鷹栖小が１９連覇 個人は高田さん 自転車県大会

北陸中日 10 コスモス 秋に花開け 砺波・栴檀山地区で種植え

10 子供自転車県大会 砺波・鷹栖小Ｖ１９ 個人は高田さん優勝

11 城端線快走１２０年 戸出駅で記念催し ジオラマなど展示

11 城端線利用者に割引料金を適用 砺波の観光施設など

11 翡翠カップビーチボール全国大会 大会結果

11 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 軟式野球

読売 23 ひゅーまん２０１７ 砺波と台湾の懸け橋を務める 平井くるみさん ５２（砺波市）

23 全国ビーチボール優勝チーム決まる 翡翠カップ

23 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

 ４日　火曜日
北日本 1 県内路線価 上昇２２４地点 伸び鈍化 富山駅前２６年連続トップ

11 石井知事 １８０９万円 県議平均は１４４５万円

22 読者のひろば ビワの実を食べる 砺波市 横井君子

22 仲間と集う 栴檀野小昭和３０年度卒 

24 タマネギ生産１万㌧へ ＪＡとなみ野  設備改修 選別量３倍に

24 中国人医師らが市長訪問 砺波総合病院で研修する医師と看護師

25 鷹栖小児童市役所で全国大会へ意気込み 交通安全子供自転車大会

25 早期事業完了 国や県に要望 庄川左岸用排水対策協

25 腹話術や風船 楽しむ 砺波市の出町児童センターの「七夕のつどい」

25 看護師のやりがい実感 県西部の高校生が見学

25 空中カフェ２０１７ 広告

30 第１次鑑査委員に木竹工の林さん（砺波） 日本伝統工芸展

30 青少年育成に重点 砺波ＲＣ

31 駅前上昇「独り勝ち」 砺波 下げ止まり傾向

31 １６個人２団体を表彰 県警

32 政活費問題発覚から１年 不正防止策で温度差

富山 2 県内首長、前首長、県議の所得・資産等補充 県議・砺波市長

5 富山県内の路線価 砺波横ばい 魚津は下落縮小

5 金沢国税局管内各税務署の最高路線価 砺波市三島町

2 ページ



23 わが町朝市夕市（４～１０日） 砺波市 

25 販売５億円へ初出荷 ＪＡとなみ野 タマネギ  処理能力向上の施設完成

25 後作で水田フル活用 砺波農林センター研修会

25 県大会Ｖ１９「全国上位を」 交通安全子供自転車 鷹栖小４人、市長に意欲

25 庄川左岸排水対策 国は今年度２０億円 砺波で促進協総会

26 高校生が看護師体験 砺波総合病院 血圧や体温測定

26 中国人医師ら研修 市役所を訪問

26 外国人講師が出前講座 砺波ＲＣ 宮越新会長ら来社

27 世界王者から技学ぶ 県理容美容専門学校

30 えびす食中毒訴訟で砺波店長の調書提出 弁論準備手続き

北陸中日 11 金沢独り勝ち鮮明に 砺波市三島町

16 知事 ６７万円増の１８０８万円 １６年所得 県議・砺波市長

17 出荷１万㌧に対応 タマネギ選別設備 ＪＡとなみ野で完成

読売 32 路線価２５年連続下落 砺波市三島町

33 知事所得６８万円増１８０９万円 県議平均は減 １４４５万円

33 高校再編で県教委住民と意見交換会 １０日までに各市で開催

朝日 24 新幹線効果一息つく 県内路線価 ２５年連続下落

25 国会議員平均２２７０万円 所得公開 県議・市町村長の所得一覧

毎日 24 富山駅前 ２．２％上昇 北陸３県の各税務署の最高路線価

 ５日　水曜日
北日本 1 県内大雨 利賀で増水 市道が崩壊 

5 富山けいざい短信 夏季融資の特別相談会

5 富山けいざい短信 新事業創造基金助成先を決定

5 商品ニュース ご当地コーヒー販売

14 砺波市民体育大会・一般の部 大会結果

16 仲間と集う 鹿島団地「交友会」

16 仲間と集う 砺波北部中昭和３２年卒

19 ブロー技術学ぶ 県理容美容専門学校

21 田中会長を再任 砺波福光線の整備促進期成同盟会

21 大臣表彰を報告 庄川町赤十字奉仕団

24 大賞 熊木さん表彰 となみ野美術展 交流会「評価うれしい」

25 男性の顔殴った疑いで逮捕 砺波署

27 県西部 土砂崩れ相次ぐ 大雨猛威 ＪＲ運休や遅れ

富山 1 県内再び大雨 １時間雨量 五箇山３６．５㍉

21 マイスター、回路製作指南 砺波工高 「ものづくりマイスターによる出前講座」

21 労働災害ない職場に 建設業安全大会 砺波

22 ８人１４団体たたえ 赤十字社伝達式

22 庄川町奉仕団が砺波市長に報告 ４日

22 用地補償を継続 砺波福光線

24 第１次鑑査委員に林氏 日本伝統工芸展

25 顔殴った容疑で逮捕 砺波署

26 ふるさと納税１．７倍 ２８４４億円 富山県全体 全国最少５．３億円

27 南砺で道路、橋崩落 県管理道路 通行止め１１ヵ所に

27 窃盗容疑で共犯男逮捕、別事件関与か 砺波署など

北陸中日 17 目玉は全長１００㍍スライダー 庄川水まつり 来月５、６日

17 ファイル１１０番 自転車からバッグひったくりの疑い

17 ファイル１１０番 傷害容疑で逮捕

読売 25 高額返礼の２市 好調 ふるさと納税 県全体で１．８倍

朝日 19 県立高再編案に厳しい質問 意見交換会 まず朝日で開催

 ６日　木曜日
北日本 1 人口減３０万人 過去最大 県内全市町村で減少

16 県内美術館・博物館の催し（７／６～７／１２） 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 朝市夕市 県内 砺波市

19 第１３回砺波市民体育大会・中学の部 大会結果

23 新役員 砺波ライオンズクラブ

3 ページ



23 特産タマネギ「おいしい」 給食 生産者と味わう

23 電子機器の組み立て学ぶ 「ものづくりマイスター」による出前講座

23 米田・松本さんたたえる 砺波市建設業協会の安全大会

28 ＲＣ・ＬＣ 新役員が抱負 子ども用防火衣寄贈 砺波ＬＣ

28 記者ぶろぐ 記録の重要性実感

富山 29 ちゅうりっぷ保育園 砺波高生訪れ交流 砺波

29 ２市で清掃奉仕 南砺・笹嶋工業

31 砺波産タマネギ「甘い」 小中学校や幼稚園 市が特別給食

31 西から東から 笑って戻って来て

33 地鳴り 七夕飾り戸出は圧巻 春川正人 ７０歳（砺波市）

北陸中日 16 砺波産タマネギ うまい 市内小中学生 生産者と給食で味わう

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 26 高校再編 根強い懸念 県教委・住民意見交換会

27 夏を告げるファンファーレ 砺波市高道の県花総合センター

 ７日　金曜日
北日本 15 空中カフェ２０１７ プティ ア プティ  ミッシュローゼ ラ・ピニヨン

17 高校野球富山大会１３日開幕 高岡商 初戦は滑川

17 サッカー県ユース（Ｕ－１５）リーグ 試合結果

20 読者のひろば 色あせぬ連勝記録 砺波市 渡辺耕一

20 読者のひろば 水管理のＩＣＴ化 富山市 松井勇

22 笹嶋工業が清掃奉仕活動 南砺、砺波両市の市道、県道４路線で

28 勤続１０年の施設職員表彰 高岡で県老人福祉施設大会

28 鍋澤さん（砺波）の旭日双光章祝う 前県中華料理生活衛生同業組合理事長

28 本社がフリーペーパー「フューチャー」第４号発行 高校生ら対象 夏休みテーマに

29 砺波でも幼獣目撃 砺波市井栗谷の県道で

31 車同士が衝突 ６７歳女性重体 砺波

富山 3 県立高校再編に賛否 高岡地区で意見交換会

23 鍋澤氏の叙勲たたえ 砺波で祝賀会

23 優秀安全運転の２４事業所を表彰 県警など

23 新役員 砺波ライオンズクラブ

24 高校野球富山大会 １３日開会式、１５日から熱戦

25 事件・事故 砺波で車衝突、女性重体

25 地鳴り 数字踏まえて説得力がある 嶋村了吉 ５３歳

25 コント 砺波・越中之助

26 評価額訴訟で砺波市請求棄却を求める 地裁高岡支部で初弁論

26 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 16 氷見市長らが「イクボス」宣言 県、高岡、魚津、射水、砺波各市に続くイクボス宣言となった

17 ２０１７夏 全国高校野球選手権富山大会 高岡商、初戦は滑川

27 出会い頭に衝突 運転の女性重体 砺波の県道交差点

読売 23 舞台を歩く「天と地と」 謙信攻めあぐんだ山城 増山城跡（砺波市）

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 高岡商 初戦は滑川

朝日 24・25 第９９回全国高校野球選手権富山大会 ４７チーム 対戦決まる

 ８日　土曜日
北日本 5 県内でビットコインＯＫ 決済サービス メガネスーパー導入

14 第７０回県中学校野球 きょう開幕 頂点へ１６校熱戦 

24 内視鏡ロボで初手術 砺波総合病院

25 七夕のお話わかった ちゅうりっぷ保育園 ゲームも楽しむ

25 古布使い人形や押し絵 「創るたのしみ」がギャラリーみかん堂で始まる

25 考案の消防機器や論文発表 高岡市消防職員研究発表会

28 〝空中〟でスイーツいかが クロスランドタワーにカフェ １１店１２種日替わり提供

29 耐震化９４．３％ 全国４５位 県内公立小中学校 富山など５市 完了にめど

29 ＡＴＭ利用制限導入９金融機関に感謝状 県警

富山 2 地域全体で魅力向上を 観光、起業、農業の３塾 富山で連携講座、認識深める

25 コーヒー店で地域交流 砺波・出町中央 初のジャズ演奏会

25 短冊の願い、届いて 各地で行事 砺波・ちゅうりっぷ保育園
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25 砺波誠友病院で事例発表 ７日に事例発表会 

26 利賀ダム工事現場を見学 県立大工学部生

27 西から東から ２５０位でも上位

28 富山９４．３％ ワースト３位 公立小中学校の耐震化

29 地鳴り 老人会での昼食 貴重な情報交換 犀川寮明 ６９歳

北陸中日 5 発言 世への不安で思想が渦巻く 春川正人 ７０

14 「スマート農業」北陸に足音 富山、石川県が実証実験

読売 26 今年産タマネギ初出荷 ＪＡとなみ野 改修工事で施設増強

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 テニス チャレンジジュニアグリーンボール大会

 ９日　日曜日
北日本 19 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８県リーグ 大会結果

19 サッカー 北電カップ県学童大会 予選ブロックＤ ②砺波

20 出町・大門など８強 県中学野球開幕 主将 林（出町）決勝打

20 正しいスイング プロから学ぶ 砺波市ゴルフ協会が教室

22 読者のひろば 生き物で季節知る 砺波市 島田栄 農業 ６８歳

24 離床や散歩 患者に良い影響 砺波誠友病院の第１７回事例発表会

24 園児と水遊びや積み木 砺波高校１年生が家庭科の授業の一環で

25 住民集い語らう場に 砺波雄神地区 交流カフェオープン カラオケ盛り上がる

25 会員の力作そろう 玄土社瑞穂書会 半紙習作展

25 家族で作ったご飯は格別 三世代がふれあい 中野農村振興会館

25 古民家に多彩なアート ザ・バザール２０１７ｉｎギャラリー無量

30 中西さん（富山）の叙勲受章祝う 祝賀会に１５０人 元砺波高校長で県公民館連合会長

31 子どもたちの心癒やして となみ青年会議所 熊本５施設に「パロ」

31 熱中症で８人搬送 県内８地点で真夏日

富山 23 高齢者集えるカフェ 砺波・雄神センターにオープン

23 大門素麺を調理 砺波市食生活改善推進員協議会

24 １２チームが熱戦 第２７回北電カップ県学童サッカー大会第１日

24 熊本の子ども癒やして となみＪＣ 復興支援にパロ

24 直井が全国に 陸上女子４種競技 第５５回県中学校総合選手権 大会結果

24 中西氏の功績たたえ 富山で叙勲祝賀会

北陸中日 5 発言 門徒高齢化で「護寺」難しく 貝渕文夫 ６８歳 砺波市
19 カラオケや将棋楽しむ 集会場がカフェに
19 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 大会結果

 １０日　月曜日
北日本 1 １自治体１高校維持を 新川学区意見交換会 再編に反発相次ぐ

18 太田クラブ（砺波）頂点 県ゲートボール選手権
18 サッカー 高円宮杯県ユースＵ－１５リーグ 大会結果
18 新体操 県ジュニア選手権 大会結果

18 ビーチボール 第３４回全国競技大会砺波市予選会 大会結果

18 ソフトテニス 砺波地区クラブ対抗大会 大会結果

19 軟式野球 県民体育大会二部 決勝 日医工８－２レッドスターズ（砺波）

19 陸上 県中学校選手権 大会結果

22 災害への備え万全に 砺波市神島 チェックカード使い手順を確認

23 ウオーキングで心地よい汗流す 市連合婦人会

23 城端線の歴史を紹介 開通１２０年記念講座始まる

23 社中５０人が邦楽稽古 邦楽の講習会が越中庄川荘で

30 丸圓商店 利賀で移動スーパー始動 買い物弱者の生活支え

富山 16 理学療法士ＰＲ 砺波でイベント 砺波市のイオンモールとなみで開催

16 富山中部が優勝 第２７回北電カップ県学童サッカー大会最終日

16 避難経路を確認 砺波・神島地区

17 平木さんが総合優勝 砺波市パークゴルフ協会 第３回むかわ町杯ＰＧ大会

17 砺波の魅力 歩いて満喫 市連合婦人会、ごみも回収

18 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ 県リーグ 大会結果

19 第５５回県中学校総合選手権 大会結果

19 第３１回全日本シニアソフトボール大会県大会 ③となみクラブ

20 県西部６市 連携強化を 慶政会総会で橘復興副大臣

北陸中日 13 第５５回県中学校陸上競技選手権 大会結果
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読売 23 第５５回県中学校総合選手権大会 大会結果

23 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

 １１日　火曜日
北日本 3 小規模統合 反論続出 高校再編 砺波で意見交換「少人数教育に逆行」

5 クルン地下街にウイスキーバー 高岡 きょうオープン

6 富山税務署長に澤崎氏 砺波 松浦氏

14 卓球 国民体育大会第二次選考会 少年女子①宮野琴果（般若中）

17 仲間と集う 砺波同窓会砺波支部役員総会

20 砺波市般若・庄川中２年生 ソフトボールで友好の輪

20 夏休みの宿題お助け！ 本社砺波支社カルチャー教室 小学生向け書道と絵画

20 小中学校の記念品 廃止も含め見直し 市行政改革市民会議

20 戦没者遺族２００人平和へ決意新た 市が追悼式

25 県特産チューリップ球根 砺波・入善で集荷開始

26 記者ぶろぐ 輝き続ける８１歳

29 夏色鮮やか 砺波

富山 3 小規模校存続の声続出 高校再編意見交換会 砺波で最多３００人参加

9 人事 国税庁（９日）

21 わが町朝市夕市（１１～１７日） 砺波市

23 集荷開始「品質良い」 砺波・県花卉球根農協 今年産チューリップ

23 砺波で戦没者追悼式 １０日、市砺波農村環境改善センターで

23 ４市の救急隊員妊婦搬送など学ぶ 高岡市消防本部

23 下村、団体制す 第９回東般若地区グラウンドゴルフ大会

23 ５８人、釣果競う 南砺・桂湖つり大会

24 きょうリニューアルオープン ハリーズ高岡

25 舞踊団体「優喜乃舞踊団」 「鼓都の会」に改名 １３日に砺波でショー

25 多彩な切り絵並ぶ 射水で作品展 

25 モデル花壇認定 花と緑の銀行

25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

27 地鳴り 歴史を知る面白さ体験  松本健治 ７５歳

27 コント 砺波・たぬき

北陸中日 6 金沢国税局人事 砺波税務署

19 元気な花咲かせて 砺波・チューリップ球根集荷

19 越中春秋 住みよさランキング

読売 30 目指せ甲子園 富山大会出場チーム選手一覧

朝日 別4・5 第９９回全国高校野球選手権富山大会 出場チーム紹介

毎日 16 第６９回毎日書道展 あす開幕 受賞者の方々 漢字Ⅱ類 川島礪波、千代歩月（砺波）

26 第６９回毎日書道展 喜びの入選者 一般公募部門 漢字Ⅱ類 佐伯美咲、藤井碧峰（砺波）ほか

27 毎日書道展 秀作賞 川島礪波さん（６５）、千代歩月さん（５７）

 １２日　水曜日
北日本 11 毎日書道展 県内から４６５点入選

16 読者のひろば 周り見て行動を 砺波市 村中正敏 ８７歳

18 特別支援学級に図書カード寄付 富山パイロットクラブ

18 桂湖で釣り楽しむ 「桂湖つり大会」

19 美しい散居景観守ろう 砺波と南砺 屋敷林の枝打ち統一

24 毎日書道展一般公募 県内から最高賞４人 秀作賞 川島礪波、千代歩月（砺波市）

別1・4 夢切符懸け熱戦 ４７チーム １５日から対戦

富山 3 砺波の土地改良 予算確保を要求 協議会、農水副大臣に

23 １３学級に図書カード 富山パイロットクラブ寄贈

23 ＪＡとなみ野庄西も備え 強盗対応訓練

24 屋敷林保全 枝打ち学ぶ 砺波、南砺の業者 初の研修会

25 家持の心境 一首で学ぶ 砺波高で「平成万葉塾」

25 国内外のウイスキー１００種 ハリーズ高岡開業 クルン高岡地下街に

25 三郎丸蒸留所 きょう改装開店 若鶴酒造

27 地鳴り 砺波市が２位 うれしくなる 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

27 地鳴り 健康な歯ほど幸せになれる 藤井昭通 ４５歳 砺波市

27 地鳴り 収穫あった 福井への旅 黒田和也 ４０歳 砺波市
北陸中日 5 テーマ特集 診断結果での医療処置重要 上野亮平 ７４歳 砺波市
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19 美しい屋敷林 守って 業者向け 枝打ち研修会

19 イスラム文化体験 来月、砺波で合宿 参加者を募集

読売 別3 高校野球特集・富山 出場高校 選手

 １３日　木曜日
北日本 1 若鶴酒造 ウイスキー蒸留所一新 見学コース 香りも体験

3 高校再編 １８日に県総合教育会議 ４学区配置案を提示
3 女性の視点で農村振興 富山で水土里フォーラム

3 女性リーダー目指し６３人学ぶ 富山で「煌めく女性リーダー塾」開講 

12 県内美術館・博物館の催し（７／１３～７／１９） 砺波市美術館 松村外次郎記念庄川美術館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市 県内 砺波市

15 高校野球富山大会 きょう開会式

15 熱戦を生中継 CATV全９局

21 強盗への対応確認 JAとなみ野庄西支店で強盗対応訓練

21 家持の和歌を解説 砺波高で平成万葉塾

25 水上スポーツ満喫を １６日 砺波でフェス

27 車同士衝突で富山の女性重傷 砺波市表町の県道交差点 右脚の骨を折る重傷

別1-8 第１４回北日本新聞社旗争奪 県少年野球大会 チーム紹介

富山 4 ウイスキー蒸留所 観光施設に改装 若鶴酒造 通路や香り体感コーナー

27 第９９回全国高校野球選手権富山大会 出場４７チーム紹介

28 県内から毎日賞４点 毎日書道展

33 夏休みに育てる「人権の花」伝達 砺波・庄南小 鉢植えのベコニアが預けられた

36 英語版の周遊マップ作製 県西部産業開発協議会が総会

36 １６日にマリーナフェス 砺波市体協、来社しPR

36 事件・事故 車衝突、同乗女性が重傷

北陸中日 12 第９９回全国高校野球選手権富山大会組み合わせ １５日から４７チーム熱戦

13 第９９回全国高校野球選手権富山大会 出場チーム紹介

17 熟成６０年 薫る蒸留所 北陸唯一のウイスキー生産 きょう改修オープン

20 カヌーやヨット 気軽に楽しんで １６日、砺波でフェス

21 ファイル１１０番 城端線が大雨で一部運休

22 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 瓦ぶきの蒸留所 装い新た 若鶴酒造 見学用通路など新設

朝日 26 夏キラリ４７チーム 下 高校野球 チーム紹介

27 ウイスキー製造 間近で 北陸唯一の蒸留所に見学コース

毎日 26 ウイスキー蒸留所 改装オープン ネットで資金募り きょう、砺波

日本経済 31 昭和薫る新生蒸留所 若鶴酒造、見学スペース用意

 １４日　金曜日
北日本 3 県政に風吹き込む 県青年議会開会 議長に川邉さん（砺波）

3 １４市町村で新サービス 県地域包括ケアシステム推進会議

17 高校野球富山大会開会式 ４７チーム堂々行進 あすから１回戦

17 感謝の気持ち胸に全国大会へ 県庁で激励会

17 桜クラブ４年ぶりV 第４１回砺波市ナイターソフトボール大会の決勝

21 仲間と集う 砺波市（坂井勇雄・千々石孝史・近藤令子・川辺晴久・武部昌子）

20 読者のひろば 全国に仲間集まる 砺波市 浦島外美子主婦 ６８歳

25 商店街にぎわいへ提案 県立大工学部生 店主らと語り合う

25 自転車大会の練習道具贈呈 鷹栖小学校へ自治振興会

25 切り花生産拡大へ ６０人新技術を学ぶ 県と県園芸振興推進協議会

25 ゲートボールで交流 県身体障害者福祉協会

25 涼しげな作品１００点 安田洋子さんのステンドグラスと伊勢直美さんのイラスト

富山 2 地域包括ケアシステム １４市町村に拡大

26 ロビー展 庄川クラフト会の仕事展

28 県立大生 商店街に提案 砺波で車座ミーティング

29 自転車全国大会へ用具 地元振興会、鷹栖小に贈る

29 国際、全国大会 選手の活躍期待 県庁で激励会

29 初誕生 森川くるみちゃん 砺波市となみ町

30 先進的な切り花生産学ぶ 砺波で研修会

北陸中日 19 いざ完全燃焼の夏 開会式、力強く行進 各ブロック展望は？
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読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

朝日 26 ８６６人 頂点への一歩 審判と記録員のみなさん

 １５日　土曜日
北日本 17 高校野球富山大会 きょうから熱戦

18 県大会目指し熱戦 ゲートボール年金砺波支部

19 第１５回北日本新聞社長杯パークゴルフ大会 あす射水市下村パークゴルフ場 出場者組み合わせ

22 砺波小矢部線の整備促進を 主要地方道砺波小矢部線の整備促進期成同盟会

23 防犯啓発のはがき贈呈 砺波市防犯協会

23 彫刻家齋藤さん人物題材に力作 砺波市の彫刻家、齋藤尤鶴さんの個展

23 １００歳おめでとう １４日 埜村千鳥さん（砺波市杉木）

27 庄川ゆずのケーキいかが 中山さん考案 ロールとチーズ２種類 「道の駅庄川」限定販売

29 砺波市議会 基本条例へ研修会 １８年度末制定目指す

29 国保保険料の徴収ミス 県内１１市町で３５７件

29 大雨で城端線２本運休 ＪＲ城端線砺波駅の雨量計が規制値に

29 砺波の８０代女性行方不明 砺波署

31 怖い 参加者に緊張感 高岡 ミサイル発射避難訓練 直撃したら…県民不安拭えず

富山 24 道の駅 見て 食べて 庄川ゆずでスイーツ２種

25 小１に防犯促すはがき 砺波の協会、夏休みへ贈る

25 議会基本条例制定 本格的にスタート 砺波市議会が研修会

25 あぶらでん保育園で北國銀コンサート 砺波、ＯＥＫが演奏

25 横断体験の装置で高齢者が安全確認 砺波・太田

25 百歳（１４日） 埜村千鳥さん（砺波市杉木）

27 砺波地区中学校水泳競技選手権 大会結果

27 ５２チーム熱戦 コカ・コーラ杯争奪野球

28 ２区間の整備促進 砺波小矢部線整備促進期成同盟会

29 国保料を誤徴収 県内９市２町 軽減額算定作業で誤り

29 事件・事故 ８３歳女性が行方不明

29 最高気温は平年４～６度上回る 県内 ＪＲ城端線一時運転見合わせ

北陸中日 18 ２０１７夏全国高校野球選手権富山大会 きょうの試合

19 議会基本条例を１９年３月制定へ 砺波市議会

19 ファイル１１０番 城端線が大雨で一部運休

読売 26 ユズスイーツいかが？ 道の駅庄川

27 国保料 １１市町で誤徴収 国民健康保険料の算定ミス

朝日 25 きょうから全力の夏 小学生バッテリーが始球式 砺波

 １６日　日曜日
北日本 1 全教室に冷房 ７市町村 県内公立小中学校 耐震完了 設置進む

3 県立高校再編巡り意見交換会 関心や賛否に温度差 新川・砺波反論続出

11 ソフトテニス 県民体育大会 大会結果

11 弓道 県民体育大会 大会結果

13 第９９回全国高校野球富山大会 第２日 富山中部４－０砺波

13 砺波市野球場 仮の得点板用意 落雷で電光掲示板故障

15 第７０回県中学校野球大会第２日 準々決勝 雄山４－３庄西 大門３－１出町

15 北日本新聞社旗争奪県少年野球 大会結果

15 県中学選手権 卓球 ソフトボール バドミントン バスケットボール バレーボール

22 プロの演奏に園児の心弾む オーケストラ・アンサンブル金沢のメンバーらによる演奏会

29 砺波の不明女性 氷見で発見 砺波署

29 砺波で鉄板落下 男性重傷 砺波市高波の金属製造会社「アルケミー」の工場で

富山 1 富山こども新聞 絵本と出会う夏 感動探す「旅」に出よう

19 ピエロの舞台満喫 砺波市出町認定こども園の「夏のお楽しみ会」

19 盆踊りや輪投げ楽しむ 砺波市太郎丸のちゅうりっぷ保育園の納涼祭

20 前期優勝祝う 若鶴酒造（砺波市）提供のたる酒で

21 全国高校野球富山大会 熱戦開幕 試合結果

21 県中学校総合選手権 バドミントン 卓球 ソフトボール バレーボール 軟式野球 バスケットボール

23 砺波の不明女性保護 砺波署

23 作業中に男性足首骨折 砺波市高波の板金加工「アルケミー」

北陸中日 12 県立高 再編に賛否両論 県内で意見交換 地域で温度差も 最多は砺波地区の３００人
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13 ２０１７全国高校野球選手権富山大会 １回戦 砺波０－４富山中部

13 県中学校総合選手権大会 卓球 バドミントン 

13 県民体育大会弓道競技 大会結果

読売 22 第５５回県中学校総合選手権大会 軟式野球 バレーボール ソフトボール 卓球 バスケットボール バドミントン

23 夏高校野球県大会 １回戦 砺波０－４富山中部

朝日 22 第９９回全国高校野球選手権富山大会 １回戦 砺波０－４富山中部

毎日 22 全国高校野球 富山大会 １回戦 砺波０－４富山中部

 １７日　月曜日
北日本 10 日本の書展 ２０日から県民会館 深い精神性 秀作３０１点

14 野球 第３３回ＭＶＰカップ争奪大会 大会結果

15 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８リーグ県リーグ 試合結果

16 ２１０人ピッチで躍動 本社杯南砺市少年サッカー 市内外１４チーム出場

16 野村（高岡）３連覇 メルヘン杯小学生バレー

17 和気あいあいとボール打ち合う 砺波 納涼グラウンドゴルフ

17 砺波市建築組合Ｖ 両砺波地区選抜ソフト

17 県中学選手権バスケ 男子 出町  女子 般若V

17 県中学総合選手権 中心会期第２日 バレーボール ソフトボール ソフトテニス 卓球 サッカー  柔道

22 わが家のアイドル 森 すみれちゃん  １歳９カ月

24 人物描くこつ教わる 庄川美術館実技講座 藤森兼明さん指導

24 道路横断を模擬体験 「わたりジョーズ君」を使った交通安全教室

25 イノシシ被害防げ 砺波般若地区鳥獣対策協 新たに金網フェンス

25 Ｂ＆Ｇマリーナフェス 水上スポーツ楽しい

25 ペタンク 庄下老連高齢者学級大会 大会結果

28 ２０１７高等学校同窓会のお知らせ 砺波工業高等学校同窓会総会

29 大正琴軽やかに多彩な曲目披露 砺波で琴伝流県大会

30 舘さん（元砺波市教育長）の功績をたたえる 瑞宝双光章受章祝賀会

富山 18 金網でイノシシ対策 砺波・般若地区 市内初 電気柵困難な場所に

19 カヌーやボート 水しぶき上げ歓声 砺波でマリーナフェス

19 増山城跡を散策 砺波 ＮＰＯが自然塾 草木も観察

19 高岡各所で話芸を披露 落語祭り２日目

19 ひまわりが優勝 第１２回東野尻地区カローリング大会

19 五鹿屋、東野尻 庄東が優勝 第６回砺波市ミドル・シニア親善交流ゲートボール大会

20 舘氏の叙勲祝う 砺波市前教育長

21 県中学校総合選手権 ソフトボール サッカー 卓球 バスケットボール 柔道 

23 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 12 旬の人 砺波郷土資料館長 高原徹さん（６９）

13 カヌー 力合わせて 砺波でマリーナフェス

13 県中学校総合選手権大会 卓球 バレーボール ソフトボール バスケットボール 柔道

朝日 25 県立高再編 存続の意見 相次ぐ  学級数の配置案提示へ

 １９日　水曜日
北日本 1 県立高再編 １～２校廃止で規模確保

15 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

18 フットサル SuperSports XEBIO県リーグ リーガ２ 試合結果

18 バレーボール 第１３回メルヘンカップ小学生大会 敢闘賞＝TNVG（砺波）

18 ペタンク 砺波市北部ブロック夏季交流大会 試合結果

19 砺波工 堅守光る 砺波工３－２魚津

21 県中学校総合選手権 サッカー 水泳 新体操 ソフトテニス 試合結果

24 仕事・生活両立推進企業を募集 男女共同参画推進員連絡会

25 指標の５３％が上向きか達成 砺波市総合計画審議会

25 劇団すばる２２、２３日公演 市文化会館

25 ペタンク大会、GZK優勝 砺波市児童クラブ大会

25 水力発電に理解深める 高岡工芸高校電気科の１年生４０人

25 砺波学園に寄付金贈る となみ野地域のゴルフ愛好家でつくる「ワンオンクラブ」

富山 3 県立高校再編 県教委がモデル示す

3 各学区での意見交換会の結果 富山、高岡 積極   砺波、新川 慎重

3 地滑りの現場 砂防議連が視察 南砺、砺波４カ所

25 会員数増やしてマッチング増を 砺波・農商工連携協議会
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25 女性防災士育成 来年度も支援検討 砺波市総合計画審議会

27 高校野球 富山大会 試合結果

28 利賀ダム建設事業 ICTでコスト減 砺波で監理委員会

29 地鳴り 長命か短命か 我々の心次第 春川正人 ７０歳 砺波市

北陸中日 16 県立高再編 モデル提示 県総合教育会議 学校名は明示せず

17 砺波工 ハラハラ 砺波工３－２魚津

読売 34 夏 高校野球 県大会 試合結果

34 少年野球 となみ野リーグ 試合結果

34 サッカー 庄西V 県中学総合選手権 夏季日程終了 試合結果

朝日 24 砺波工 反撃封じる 高校野球 試合結果

25 県立高再編 ４地区の案示す

毎日 26 全国高校野球 富山大会 試合結果

産経 25 どこにもないウイスキー造る 三郎丸蒸留所 改修完了しオープン

 ２０日　木曜日
北日本 5 富山観光誘致へ 法被で魅力PR 県信用組合製作

20 県内美術館・博物館の催し（７／２０～７／２６） 砺波市美術館

21 情報かわらばん となみ野

21 朝市夕市 県内 砺波市

22 読者のひろば ヤングコーナー 南砺市 坂下ひとみ 砺波高１年１５歳

22 仲間と集う 若神組十三日講 砺波市 中嶋一雄

24 地域資源生かし新商品開発 砺波市農商工連携推進協議会

25 スポーツ全国大会出場選手健闘誓う 体育センターで壮行会

25 一般の最優秀に「井栗の森夢花壇」 花と緑のコンクール 審査結果

29 拉致問題 解決願い 庄川で支援ライブ 大阪の山口さん

29 JR城端・氷見線 沿線ガイドを制作 きょうからスタンプラリー

30 砺波で９月 総合フェス 県民芸術文化祭

31 車同士衝突し幼児２人けが 砺波市中野の市道交差点 藤井歩さんと太田千亜希さん

32 熱中症で６人搬送 ４市で計６人が熱中症

富山 29 砺波・柳瀬 空き家対策 売却や賃貸意向初調査 所有者に地元自治振興会

29 災害時のテント設置など研修会 砺波市防災士連絡協議会

29 一般の部最優秀 井栗の森夢花壇 砺波のコンクール 審査結果

30 城端・氷見線活性化推進協議会 スタンプラリー実施 きょうから

31 高校総体など 砺波で壮行会 選手や監督４５人が上位に向けて健闘を誓った

31 サッカーで庄西が初優勝 県中学校総合選手権 大会結果

33 地鳴り 企業トップの発言は衝撃的 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

33 コント 砺波・たぬき

北陸中日 17 庄川ユズ 本格スイーツに 道の駅 ケーキ２種好評

17 科学する心 育む１００冊 砺波図書館で企画展

17 県中学校総合選手権大会 ソフトテニス サッカー 新体操

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 28 県内出場選手名簿 高校総体２０１７

28 新体操  県ジュニア選手権

朝日 21 ふるさと納税 返礼品見直し 射水・氷見市が来月から 総務省方針に対応

 ２１日　金曜日
北日本 15 相撲 県民体育大会 三部 ５年生重量級③平木敬大（砺波）

16 サッカー Ｕ‐１８リーグ 試合結果

22 わが家のアイドル 板垣壮海ちゃん １歳

24 住民の力作きょうから紹介 第５回たかのす美術展

25 写実的な墨彩画並ぶ 「墨雅会」の作品展がギャラリーみかん堂で始まる

25 避難用品の使い方確認 油田、南般若、柳瀬の３地区の会員が確認

30 空き家対策強化 砺波柳瀬地区自治振興会 所有者に意向調査

30 民話絵本事業で準グランプリ となみ衛星通信テレビ

30 五箇山民謡本番さながら 南砺平高 高総文祭へリハーサル

富山 22 流しそうめん味わう 砺波・庄東センター

23 高文祭へ芸を確認 南砺平高郷土芸能部 砺波で公開リハーサル

23 腹話術、寸劇で注意促す 交通安全 砺波・江波のサロン

23 酒井さん優勝 第２９回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会
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25 高円宮杯Ｕ‐１８サッカー２０１７県リーグ 試合結果

25 砺波地区中学校総合選手権 大会結果

北陸中日 14 流しそうめん 台８メートル 中央農業高 竹で自作、楽しむ

14 ３世代が仲良く大門素麺を堪能 砺波市社会福祉庄東センター主催

15 城端線全線開通１２０周年記念 スタンプラリー開幕
読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

朝日 25 吹奏楽コンクール 県大会２９日開幕 心奏でる１１７団体 ３１日まで 魚津・新川文化ホールで

 ２２日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会７月例会 講師 共同通信客員論説委員 平井 久志氏

3 県立高校再編意見交換会 ３１日から２回目開始

17 県内図書館 市街地へ移転続々 にぎわい創出の拠点に 一体整備で集客期待

30 来月２０日全市民でシェイクアウト訓練 砺波市議会の全員協議会

30 教職員の休暇取得へ お盆は小中学校閉庁 砺波市教育委員会 

30 桜井会長ら再任 国道４７１号整備促進期成同盟会

31 １１月に球根植え込み となみチューリップ街道実行委員会

31 流しそうめん楽しい 砺波市社会福祉庄東センター 

31 尊重し合える関係築いて 砺波市のコミュニケーションセミナー

33 ムーミン一家 間近に 砺波で企画展 ジオラマで紹介

33 カンナフェス開幕 ２０１７となみカンナフェスティバル

35 議員連盟などの年会費個人負担 政活費で砺波市議会

35 議会基本条例制定へ 年内に素案示す方針 砺波市議会 議会改革特別委員会

富山 3 ３１日から意見交換 県教委

27 バスから危険箇所確認 砺波・中野幼稚園 ヒヤリマップ作成

27 チューリップ四季彩館 夏の楽しみ ムーミンの世界 ジオラマ、タペストリー展示

27 〃 熱帯雨林の花々 季節展示始まる

27 カンナフェス砺波で開幕 ２０１７となみカンナフェスティバル

29 県中学校総合選手権 庄川、奥田が制す

29 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ県リーグ 試合結果

31 事件・事故 ミニバイクの７７歳女性重傷

31 コント 砺波・越中之助

33 ９月に和解成立へ 金沢地裁 えびす食中毒訴訟

北陸中日 16 県立高再編で県民と３１日から意見交換会 県内４地区で

18 ムーミン展開幕 砺波の四季彩館

 ２３日　日曜日
北日本 5 社説 若鶴蒸留所 産業観光推進の拠点に

17 第９９回全国高校野球富山大会 第６日 不二越工 競り勝ち８強 砺波工エース北野粘れず

17 戦い終えて もどかしかった 砺波工・平木克実主将

20 １７チーム対戦決まる 県大会 ２９日に開幕  北日本新聞朝間野球

20 第７０回県民体育大会 中心会期スタート  バドミントン 新体操 バレーボール 卓球

20 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８リーグ県リーグ 試合結果

24 砺波駅で出町中合唱部 歌声を響かせにぎわい創出

24 元気いっぱい水遊び 水記念公園 じゃぶじゃぶ池今年も

24 寸劇で免許返納に理解 防犯・交通講習会が江波会館で

24 １００歳おめでとう  ２２日 林ふみさん（砺波市柳瀬）

25 硬貨鋳造や機織り古代の暮らし学ぶ 市埋蔵文化財センター

31 ポンプ放水の技と速さ競う 県下消防団操法大会

31 砺波で接触事故 バイクの女性重傷 ２１日午前１１時２０分ごろ

富山 3 富山県西部 産業観光で新施設 ファン獲得 もうけは後  人手不足、周遊課題に

18 百歳（２２日） 林ふみさん（砺波市柳瀬）

19 じゃぶじゃぶ池に笑顔 砺波・庄川水記念公園 清流で水遊び

19 伸びやかな歌声でべるもんたを歓迎 砺波・出町中

19 甲冑着け気分は戦国武将 砺波市埋文センター

19 夏祭りでかがり火 砺波・太田

19 斉藤、島田さん優勝 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

19 市若手職員が除草奉仕 砺波市の若手職員で組織する「若樹会」

19 ゲームやダンス楽しむ 「北部サマーフェスタ」

20 住民の手でしめ縄 砺波・小島
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21 第９９回全国高校野球選手権富山大会 ３回戦 砺波工２－５不二越工

22 高岡・太田、富山・細入南V 富山で県下消防団操法大会

23 地鳴り 夏真っ盛りも着実に秋の音   藤井昭通 ４５歳 砺波市

23 地鳴り 交通安全運動夏休み前に  犀川寮明 ６９歳 砺波市

北陸中日 14 ２０１７夏 全国高校野球選手権富山大会 ８強へ４校進出 不二越工、継投で逃げ切る

読売 24 少年野球 となみ野リーグ 試合結果

25 夏高校野球県大会 県営富山球場 不二越工５－２砺波工

25 青春譜 北野剛志投手（砺波工３年）投手二枚看板 揺るがぬ絆

朝日 27 第９９回全国高校野球選手権富山大会 第５日 不二越工 好機確実に

27 ユッケ金沢訴訟９月にも和解へ 「焼肉酒家えびす」

毎日 23 全国高校野球 富山大会 不二越工 工業対決制す

 ２４日　月曜日
北日本 11 追想 ありし日 生徒を愛し、慕われた高岡高校元教諭 辻純雄さん（砺波市安川）

19 第７０回県民体育大会 中心会期第２日 バレーボール 陸上 新体操 剣道 クレー射撃 ゲートボール 柔道 ソフトテニス バスケットボール 軟式野球

19 水泳 第１３回砺波市民大会 大会結果

20 読者のひろば ゆとり世代に期待  山田敏江 砺波市

20 仲間と集う オカリナサークル「エーデルワイス」（砺波市 武部琉子）

23 豪雨想定し自主防災訓練 砺波 太田地区  住民 避難手順を確認

23 子どもとお年寄りが交流 「２０１７北部サマーフェスタ」

23 ざっくばらん 砺波市般若中学校女子バスケットボール部主将 貝淵心さん

23 危険な場所巡ってヒヤリマップ作り 中野幼稚園

富山 3 わがまち散歩 砺波市林４区（新屋敷） シバザクラがシンボル

19 市谷が優勝 第２回栴檀野親睦ゲートボール大会

21 県体中心会期（２２日） バレーボール 卓球 バドミントン 新体操

北陸中日 12 砺波駅前商店街活性へ学生提案 車座ミーティング

12 放水技術 連携バッチリ 富山で消防操法大会

13 県民体育大会 バスケットボール バレーボル 新体操 軟式野球 卓球

読売 29 城端線 親子で楽しもう 開通１２０年スタンプラリー １０月末まで、氷見線でも

 ２５日　火曜日
北日本 15 県民体育大会 軟式野球 ２部 中学Aゾーン 決勝 志貴野３－１庄西

20 例大祭向けしめ縄作り 小島神社

20 カーブミラー磨いて安全に 市交通安全協会雄神支部

21 砺波東バイパス早期完成へ決議 国道３５９号期成同盟会

21 移動スーパーで見守り 南砺市が丸圓商店と協定

21 市職員 除草ボランティア ケアポート庄川で

21 ロビー展 県信用組合庄川支店

27 機械の刃に触れ南砺の男性負傷 砺波市山王町の木工業「ハシモト工業」

27 金属板に右手挟み指骨折 「石動マシナリー」の作業場で、砺波市林 砂田佳弘さん

富山 3 呉西圏域へ支援要請 ６市長ら 知事「できるだけ応援」

21 わが町朝市夕市（２５～３１日） 砺波市 

23 ベルト誓う署名提出 砺波安全運転管理者部会

23 いかるぎの大橋工事 期成同盟会で説明 総会が砺波農村環境改善センターで開催

23 ロビー展 北陸銀行砺波支店 散居村ミュージアム折り紙同好会作品展

25 移動スーパーと見守り協定締結 南砺市と丸圓商店

26 呉西圏域で新ビジネスを 県西部６市に拡大 共創研究所が開講

27 事件・事故 鉄板に指挟まれ骨折

27 事件・事故 木工用機械で指重傷

北陸中日 17 人材育成 呉西に拡大 共創ビジネス研究所 第１期が開講

17 ファイル１１０番 作業中に手を挟まれ重傷

17 ファイル１１０番 機械に手が接触し重傷

29 きょうにかけ大雨恐れ 県内

朝日 27 意見交換会を再び実施へ 県立高再編 モデル案を説明

 ２６日　水曜日
北日本 1 イクボス同盟に１００団体 働き方改革 富山で設立式

18 メディア使い分けを 三楽園社員対象に講座

18 エコバック作りや読み聞かせ楽しむ 北日本ときわ会砺波支部

18 特別賞に６９人 書径舎の第４３回学生書道展の入賞者
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19 絵画の面白さ 児童が体感 洋画家の佐藤さん指導

19 ＡＬＴと英語合宿 市内の中学生

19 独自の表現追求した２６点 第１回颯の会日本画展が砺波市美術館で

19 １００歳おめでとう 砺波市五郎丸 谷井孝吉さん

25 詐欺の疑いで福岡県の男再逮捕 砺波署

26 オートバイ転倒 砺波の男性死亡 砺波市太田 会社員 安念秀剛さん４３歳

富山 1 五福で土砂崩れ 県内大雨 富山で１時間３２ミリ

2 イクボス１００人 「働き方改革を」 企業同盟が発足 富山で設立式

3 県分、実質０．２％減 今年度の普通交付税 市町村分は１．１％減

23 １泊２日 英語学ぶ 砺波で中学生、ＡＬＴから

23 散居村ミュージアム 県職員OBが清掃 県職退職者会砺波支部の清掃ボランティア

23 百歳 砺波市五郎丸 谷井孝吉さん

29 他人のカードでたばこ詐欺疑い 砺波署など、男再逮捕

29 バイクで転倒 ４３歳男性死亡 砺波の市道

北陸中日 13 チューリップ 熱帯の花と 砺波の四季彩館で共演展示

17 生きた英語学ぼう 砺波で夏キャンプ 市内中学生参加

読売 29 バイク転倒か ４３歳死亡 砺波市太田 会社員 安念秀剛さん４３歳

 ２７日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（７／２７～８／２） 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

20 わが家のアイドル 坂東瑞月ちゃん ３歳 

20 ユニークなジャガイモ 滑川市大掛の小善正由さん（７９）宅の畑

20 読者のひろば 半世紀前の謎解き 砺波市 原田むつ子 ７３歳

22 シートベルト着用誓う 砺波安全運転管理者部会

29 砺波の和菓子店でカッターに触れ重症 砺波市荒高屋「上田菓子舗」 上田英市さん６８歳

富山 29 流しそうめん 患者ら味わう 砺波誠友病院

29 砺波工高生と園児水遊び 鷹栖保育所の園児６０人

30 高岡市体 フェンシング 大会結果

31 西から東から カラスなぜいるの

33 事件・事故 もち製造機で指負傷

33 地鳴り クローバー青田に見つけ 紫藤道子 ８２歳 砺波市

33 地鳴り 漁民と漁場守る意思を 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

北陸中日 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

 ２８日　金曜日
北日本 15 高校総体きょう開会式 出場県選手

16 第５０回北日本新聞朝間野球県大会あす開幕 トーナメント表

17 第５０回北日本新聞朝間野球県大会あす開幕 リアールプランニングＡＷ 砺波市

19 北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇 入賞作品

20 仲間と集う 中村喜楽会 砺波市 橋本巖

22 県退職者が清掃活動 となみ散居村ミュージアムで清掃ボランティア

23 カブトムシをありがとう 加藤さん（砺波）児童からお礼の手紙 ５校・施設に幼虫贈る

23 絵画と書道 上達するぞ 砺波支社で児童向け教室

23 イロハカエデ守れ 五鹿屋農村公園 樹勢回復へ遮光シート

23 砺波駅南口にソーラー時計 それいゆ砺波寄贈

23 空き家の現状説明 砺波市民大学「学遊塾」がとなみ散居村ミュージアムで開催

23 新たなALTが着任 新たに着任したクリスチャンソン・ライアン・リーさん ３２歳

28 あす学芸員がギャラリートーク 砺波「創画会」記念展
富山 21 空き家解消、移住者つなぎたい 任期後も砺波のために 地域おこし協力隊員・野水さん

21 砺波市の新ALT 夏野市長に意気込み 夏野市長は「言葉だけではなく、考え方も伝えてほしい」と激励

21 砺波市駅南駐車場 ソーラー時計寄贈 それいゆ砺波 認証２０周年

21 子どもと高齢者の事故ゼロへ啓発活動 砺波市の大阪屋ショップ砺波店で行われる

22 三谷、サンパチ会が勝利 第１３回会長杯ナイターソフトボール大会第１日

北陸中日 16 園児と楽しくプール遊び 砺波工生が保育体験

16 ソーラー時計を寄贈 女性奉仕団体 砺波、南砺両市に

17 さやわかな笑顔 新ALTが着任 砺波、市長から激励

読売 21 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

22 第７０回県民体育大会 大会結果
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 ２９日　土曜日
北日本 1 核ゴミ適地 国土７割 自治体の過半数「最適」

1 県内 沿岸部大半「好ましい」

3 国会議員から政策課題学ぶ 自民の富山政治学校

3 利賀ダム本体の着工促進を決議 建設促進期成同盟会

26 創立者の足跡に思い 氷見 浅野高（横浜）生徒 生誕地を取材

27 病気の子に髪寄付 石動中２年の道海さん 協力者の輪広がる

27 中学生の写生画１００点 松村外次郎記念美術館 きょうから清流展

27 夏らしい山野草並ぶ 砺波市盆草協会の山野草普及展

富山 3 石破氏講師 都内で研修 自民富山政治学校

6 沿岸部の大半「好ましい」 核のごみ処分地域 伊豆半島、火山で不適

26 ８月イベント一覧 【５日】庄川水まつり（６日まで）ほか

26 富山新聞花火大会（主催、共催） １５日・砺波

27 スポーツ 第２１回チューリップカップ小学生バレーボール大会

27 第３０回富山県選抜少年野球大会 出町ボーイズスポーツ少年団（砺波市）

29 横浜・浅野学園の高校生 創立者育った氷見実感

29 金屋石採掘跡青年部会が除草 県建設業協砺波支部

29 砺波工高で中３が体験 砺波工高 オープンハイスクール

30 利賀ダム建設促進期成同盟会 本体の早期着工決議 工事用橋梁 住民利用求める声

31 インパルス決勝進出 第１７回国体記念ナイター野球大会

31 太郎丸、三栄会勝つ 第１３回会長杯ナイターソフトボール大会

32 「私の髪 役立てて」 小矢部の中２・道海さん 医療用かつらに寄付

33 地鳴り 悪戦苦闘のペタンク大会  犀川寮明 ６９歳 砺波市

33 地鳴り 瑞泉寺での太子講思う  河合泰 ８３歳 砺波市

33 コント 砺波・たぬき

北陸中日 16 豆谷橋と庄川橋の仮供用を国に要望 利賀ダム期成同盟会

読売 30 第７０回県民体育大会 バスケットボール バレーボール

 ３０日　日曜日
北日本 14 全国高校野球選手権富山大会 総評 高岡商 盤石の投手陣

15 第９９回全国高校野球富山大会 決勝 進藤・紺田氏が祝福

16 北日本新聞朝間野球 県大会 ２回戦

16 北日本新聞社旗争奪県少年野球 大会結果

26 庄川 豊かな自然描く 中学生清流展 ３市の生徒入選作１００点

27 トウモロコシ甘い！ 「ＫＯ・ＲＡ・ＲＥ（こられ）」の「となみ野の魅力発掘ツアー」

27 患者ら流しそうめん楽しむ 砺波市大窪の砺波誠友病院

32 清新な世界に浸る 砺波で創画展 学芸員が解説

32 「えんじゃら節」児童ら高らかに 砺波 南般若で夏祭り

32 岩田さん（県婦人会長）の旭日双光章祝う 富山で祝賀会

富山 26 砺波でトウモロコシ収穫 となみ野の魅力発掘ツアー「庄川温泉足湯＆おんせん野菜を満喫」

26 流しそうめん子ども楽しむ 砺波・栴檀野

27 夏祭り笑顔広がる えんじゃら響く 砺波・南般若

27 〃 音楽聞き涼む 砺波・柳瀬地区

27 支援センター役割知って 砺波・太田  父親対象にイベント

28 県選抜少年野球 出町０－４堀川南

28 第２回豊ノ島杯県少年少女相撲大会 個人 中学生女子②瀧本心暖（出町）

28 太郎丸、サンパチ会が決勝進出 第１３回会長杯ナイターソフトボール大会

28 第１７回国体記念ナイター野球大会 ジゴロ７－０砺波午前様クラブ

30 岩田氏の叙勲たたえ 県婦人会長、富山で祝賀会

30 塾長の稲垣氏「大きな目標を」 とやま企業未来塾

北陸中日 13 ２０１７夏 全国高校野球選手権富山大会 高岡商は盤石  大会を振り返る

13 県民体育大会 軟式野球 剣道 卓球 ゲートボール ソフトテニス クレー射撃 柔道

18 椿カップ 熱戦開幕 少年サッカー 野々市で２４チーム

読売 26 護衛艦に圧倒 「おおなみ」公開 家族で訪れた砺波市三郎丸、小学４年八幡明希子さん（９）

26 少年野球 となみ野リーグ

 ３１日　月曜日
北日本 9 県俳句連盟夏季吟行俳句大会 紫藤節子

14 ページ



9 とやま文芸散歩 川上弥生 森田秀夫（砺波市に在住）

10 追想 ありし日 富山米の品質アップに尽くした元県高岡農業改良普及所長 高島 忠行さん

14 きょうの主な県勢 陸上 男子８００㍍ 松本竜河（砺波）

14 バレーボール 富山市神通杯小学生大会 スマイルリーグ③砺波北部

14 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

16 北日本新聞社旗争奪県少年野球 第３１組 砺波北部スポ小０－７下関キングス

22 仲間と集う 柳瀬長寿会（砺波市 中島小夜子）

24 優美に日本舞踊 辰巳流「千の会」

24 住民が音楽聞き入る 砺波市柳瀬地区の「納涼祭ｗｉｔｈやなぜミュージックコンサート」

24 ジャズ黄金期の名曲歌う 合唱団となみのサマーコンサート２０１７

25 新旧住民仲良く撮影 砺波 杉木自治会 地域史編さんで集合写真

25 本番に向け滑り確認 来月５、６日庄川水まつり 巨大スライダー登場

25 ざっくばらん コンサートを企画した 岩田安史さん（朝日町・４３歳）

27 断酒への誓い新た 全日本断酒連盟の第１９回北陸断酒学校

27 納涼祭で住民交流 宮田町

27 全国珠算技能検定試験 全国暗算技能検定試験 結果

29 自作ロボの性能競う 「ＷＲＯ Ｊａｐａｎ富山地区大会」

富山 20 魚追い、自然に親しむ アユつかみ捕り 砺波・東般若

20 窓ふきや車両清掃 砺波で庄西中の生徒

20 ヘリで杉木撮影 砺波で３世代交流

21 巨大スライダー爽快 来月５、６日庄川水まつりへ試走

21 庄川の各漁協が清掃活動 庄川沿岸漁協連合会

22 ６段以上は白山制す 第１７回板橋杯争奪剣道大会

25 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 11 中部日本吹奏楽コンクール 県大会出場校紹介 ① 砺波市庄川中

11 県民体育大会三部（女性の部） Ｂグループ②喜楽クラブ（砺波）

21 通風筒 庄川水まつりの新アトラクション

朝日 23 第４５回県吹奏楽コンクール 審査結果

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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