
　　　　　　　２０１８（平成３０）年８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　水曜日
北日本 1 富山 全科目５位以内 １０年ぶり 全国学力テスト

2 利賀ダム「早期着工を」 建設促進期成同盟会 決議を採択

5 キラリ 富山の技術力① サンエツ金属 カメラレンズ着脱部 シェア世界の９０％

17 東海総体 出場県選手（下） 出場県選手一覧

17 野球 豊田ドリームカップ少年大会 大会結果

34 わが家のアイドル 田中敦士ちゃん ３歳 砺波市三郎丸 

34 読者のひろば 人生最期の歌 砺波市 原田むつ子（７４歳）

37 夏野菜の絵 真剣に描く 砺波市油田地区の小学生を対象に

37 中学生の勉強手伝う 砺波高２０人が出町中訪問

38 とやまいろいろ図鑑８０ 砺波郷土資料館 暑い夏を乗り切る③ つるべと滑車

富山 2 ６月の求人１．９２倍 富山労働局 ３カ月連続の減少

15 地鳴り 暑い夜は外へ星空眺める 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

15 地鳴り 寛大になれない事件が続発する 春川正人 ７１歳（砺波市）

24 中学生の質問 高校生が解説 砺波・出町中で連携事業

24 砺波高の生徒が園児と遊び交流 砺波高家庭クラブの１、２年生３３人

27 インパルスV 第１８回国体記念ナイター野球大会最終日

31 富山第一銀 １４店落書き 窓やドア スプレーで「バカ」

北陸中日 14 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

 ２日　木曜日
北日本 15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

18 仲間との絆を胸に 砺波 学童ナイター野球開幕

18 第７１回県民体育大会 新体操 大会結果

23 ３B体操でお年寄りと交流 出町児童センター

23 屋敷林の役割 分かった 砺波で親子バスツアー 火おこし体験や温度計測

23 空手通じ交流 LCの交換学生

23 職人の精巧なかばんや小物 作品展「職人の技二人展」　ギャラリーみかん堂

23 高校生と園児触れ合う 砺波高校家庭クラブが出町認定こども園を訪れる

24 とやまいろいろ図鑑８１ 砺波郷土資料館 暑い夏を乗り切る④ 着物 

31 銀行落書き容疑で男逮捕 富山中央署 砺波市太田、作業員、安念昌範容疑者（４１）

富山 24 目的意識の大切さ説く 庄川中 富山経済同友会が授業

24 屋敷林の魅力体感 砺波市保全管理検討会 親子バスツアー

24 英語絵本 読み聞かせ 砺波 ＡＬＴと親子交流

25 砺波の四季、写真で紹介 「となみ元気道場」の「となみを元気にする写真展」

26 氷見サッカーフェスティバル ４日から熱戦 チーム紹介② ４年の部 鷹栖スポーツ少年団 ＳＥＩＢＵ．ＳＣ　

27 サンパチ会Ｖ 第１４回会長杯ナイターソフトボール大会最終日

28 審査員に富山から３氏 日展 「改組新第５回日展」の審査員

29 事件・事故 酒盗んだ疑い、逮捕 無職水野進一容疑者（７６）

31 富山第一銀落書き容疑の４１歳男逮捕 富山中央署 砺波市太田、作業員安念昌範容疑者（４１）を逮捕

北陸中日 21 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

21 イベント 庄川水まつり

読売 27 銀行に落書き容疑 逮捕 富山中央署 砺波市太田、作業員安念昌範容疑者（４１）を逮捕

 ３日　金曜日
北日本 2 全市町村に認知症チーム 県内 早期対応 重症化防ぐ

17 いえしごとの夜明け１２ 寿木けい 暮らしの音を楽しむ

22 がんばれ高岡商 初戦突破へ闘志 燃える高岡商ナイン 上

22 パークゴルフ 柳瀬第７回交流大会 大会結果

25 仲間と集う 中村喜楽会（砺波市 橋本巌）

25 仲間と集う 東海大工学部通信工学科同窓会代議員会（砺波市 坂井勇雄）

26 読者のひろば 資質の低下恐れる 砺波市 村中正敏（８８歳）

29 ＡＬＴが絵本読み聞かせ 砺波図書館「英語絵本の読み聞かせ会」
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29 砺波平野の防災機能学ぶ 砺波散村地域研究所の散村地域学習講座

29 タマネギ根切り大変 砺波・南砺農家体験

富山 15 地鳴り 雄山に登頂 花に心奪われ 河合泰 ８４歳（砺波市）

22 砺波平野の防災学ぶ 散村地域研究所が講座

22 タマネギの出荷体験 砺波、南砺 児童が農家で１泊

24 氷見サッカーフェスティバル あすから熱戦 チーム紹介③ ５年の部 ＳＥＩＢＵ．ＳＣ（砺波市）

北陸中日 12 中部日本吹奏楽コンクール 県大会出場校紹介③ 砺波市庄川中

20・21 熱い期待背に５６校 １００回目の頂点競う 出場チーム紹介 高岡商

読売 17 全国高校野球選手権大会 出場チーム紹介 高岡商

朝日 22 第３８回 朝日新聞社旗争奪少年野球大会 参加３８チームの意気込み 上

毎日 20 県内 ７月平均気温 最高に 富山で３５度以上９日も

 ４日　土曜日
北日本 1 富山市 学校にエアコン １２００教室一括設置難しく  物品・業者確保が壁

26 読者のひろば 災害時の伝達手段  砺波市 藤森真弥（５８歳）

28 風邪・食中毒予防しよう 砺波学園  正しい手洗い学ぶ

29 夏休みの宿題 教わったよ 砺波市若林地区「若林メダカの学校」

29 栄養に関心持って 砺波総合病院  普段の食生活をチェックするパネルを展示

29 ３施設で清掃奉仕活動 砺波市シルバー人材センター

30 タイムスリップ明治のとやま⑰ 北海道に移住した県人④ 米作りあきらめず

33 歌声で安らぎを 入院患者らと合唱も

34 Ｗｉ－Ｆｉ接続 手軽に となみ衛星通信テレビ  新アプリ導入

富山 16 くらしの日記 大きく育ったひまわり  柴田照子 ６９歳（砺波市鷹栖）

21 地鳴り 信州の林間学校 高２長男が参加  嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

21 地鳴り 取り付け方逆のままで  犀川寮明  ７０歳（砺波市）

24 砺波総合病院でコンサート 歌謡曲 心癒やす

24 チューリップ公園などで清掃奉仕 砺波・シルバー人材

25 算数や国語ドリル解く 砺波・若林地区  児童が夏休み勉強会

26 氷見サッカーフェスティバル  きょうから熱戦  チーム紹介④ ６年の部 鷹栖スポーツ少年団（砺波市）

 ５日　日曜日
北日本 2 県友好団 きょう訪中 遼寧省と交流深化へ

15 組み合わせ決定 呉東・呉西高校野球

16 １６チーム白熱プレー ろうきん旗学童野球県大会

16 サッカー県リーグ 試合結果

16 サッカー高円宮杯県リーグ Ｕ－１８、Ｕ－１５

16 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ県リーグ 試合結果

16 陸上 全日本中学校通信競技富山大会 男子 ８００㍍①瀬川翔誠（庄西）ほか

16 剣道  全国青年大会県選考会 ②山田佳奈恵（砺波）

21 ３０年ぶりに納涼祭 砺波市頼成地区の納涼祭

21 庄川でまつり開幕 水遊び夏満喫  丸太乗り熱戦  スライダー１５０㍍一気に

21 デッサン基に裸婦像 庄川美術館制作講座  描くポイント教わる

21 アユつかみ取り ちゅうりっぷ保育園児

28 一般  大石さん（氷見）優勝 越中おわら節全国大会 こどもの部は岡田さん（南砺 吉江中）

29 富山 ４日連続猛暑日 県内９人熱中症搬送

富山 7 地鳴り 中学生と歌う「こきりこ」  紫藤道子 ８３歳（砺波市）

20 水上の熱戦 庄川を満喫 水まつり  児童が流木乗り

21 アユつかみ捕り 砺波・ちゅうりっぷ保育園

22 段ボールで散居民家 砺波市美術館  「こどもびじゅつてん」開幕

23 氷見サッカーフェスティバル 氷見ＦＣ ３年制す  ４年 県勢７チーム予選突破

23 第３１回ろうきん旗争奪学童軟式野球県大会 大会結果

26 富山空港３５．７度 県内２地点猛暑日

北陸中日 5 発言 近隣県の力士活躍に親近感  頼成山知子 ７８ 富山県砺波市

11 中部日本吹奏楽 中学校小編成  金賞 庄西、銀賞 庄川

11 北陸コカ稲垣社長 創業希望者に講話 富山、技術交流ビル

24 晴れやか舞い踊る 富山まつり開幕

読売 22 少年野球 となみ野リーグ（６月２４日・８月４日）
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 ６日　月曜日
北日本 10 会長賞に９人 県学生書道展  １１、１２日県民会館

17 あす激突  高岡商・佐賀商の戦力分析 高岡商  全５試合で２桁得点

21 アユつかみ捕りに夢中 庄川沿岸漁業協同組合連合会の「あゆのつかみ捕り大会」

21 福祉事業所利用者 住民と親睦深める ぼだい樹祭

21 ロボット遊びや工作楽しむ 出町児童センターまつり

21 音楽教室発表会 ｌａ ｌｕｃｅ第４回ピアノ発表会

21 第３２回庄川水まつり・流木乗り選手権 大会結果

25 グランプリに水野・田村さん とやまピアノコンクール

26 ビッグ碁２０１８ ８チーム決勝Ｔ進出 Ｃクラス予選 １２０人が熱戦

27 「地域発展に寄与」 となみ衛星通信テレビ  １５０人３０周年祝う

27 支援の輪 西日本豪雨 砺波支社

27 砺波で古タイヤ・廃材焼く ５日午後５時５分ごろ

富山 9 地鳴り 太子伝会と虫干法会へ  黒田和也 ４１歳（砺波市）

21 庄川水まつり  流木乗り選手権 「無鉄砲ウオッカ」が優勝

22 地域防災に貢献誓う となみ衛星通信テレビ  ３０周年式典

22 「アユ捕れた」歓声と笑顔 砺波で大会

22 詩に曲をつけ披露 砺波市美術館ミニコンサート

25 砺波で古タイヤ、廃材焼く ５日午後５時７分ごろ

北陸中日 13 社会人バスケットボール大会県リーグ戦 大会結果

 ７日　火曜日
北日本 15 四方フライヤーズV マクドナルド学童野球県大会 大会結果

16 初戦突破へ全員野球 きょう佐賀商戦 高岡商ナインひと言

18 レトロなバーガー自販機 黒部 三日市大町商店街に登場 砺波のドライブインから譲渡

20 飲料工場や商業施設巡る 本紙県西部バスツアー 親子８２人参加

20 今年こそ１桁順位 あす子供自転車全国大会 ２０年連続県代表の砺波 鷹栖小

20 「上位入賞を」 砺波ＲＣ激励

21 タオル４００本贈る 砺波市の「琴城流大正琴琴弘玄社中」が市社会福祉協議会に寄付

21 仲間と宿泊わくわく 児童ら５泊６日夏合宿 「夏合宿ｉｎとなみ２０１８」

21 きょうもにっこり 障害児入所施設「砺波学園」保育士　高橋優佳帆さん

富山 3 豪雨で神通川、庄川 観測２番目の水位 ２００４年の台風２３号の出水に次ぐ観測史上２番目の水位

17 全国高校総体 ５日の記録

24 児童が夏合宿 砺波自然の家

25 庄川挽物木地 魅力に触れて 富大生が工房見学会 １７、１９日 夏休みの児童ら対象

朝日 20 北陸吹奏楽コンクール １０日から金沢で 出演団体

21 最攻挑 高岡商の夏 選手１８人の意気込み

 ８日　水曜日
北日本 17 バスケットボール 社会人大会県リーグ戦 大会結果

19 全国高校野球選手権大会 高岡商ナインひと言

22 読者のひろば 被災地復旧に一役 砺波市 北島嘉孝（４７歳）

25 避難所設営 女性に配慮 防災士連絡協が研修会

25 きょうもにっこり 出町防犯組合長 斉藤彰久さん(砺波市・６９歳）

32 県内全地点で真夏日ならず ７月１２日以来

33 全力応援 喜び爆発 高岡商 １０年ぶり勝利後押し

富山 1 高岡商 初戦快勝 甲子園１０年ぶり夏白星

3 日中友好県地方議連 同行の秘書・陳さん 米原顧問と交流３２年

4 経済人これから 変化をチャンスに 高岡信用金庫 吉岡周理事長

19 第１００回全国高校野球選手権大会 第３日 高岡商 下位打線が奮闘

27 砺波・出町小、高岡高が金賞 第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール

30 砺波管内でＯ１５７感染 砺波厚生センター管内の４０代女性

北陸中日 1 夏の甲子園 高岡商 １０年ぶり１勝

10 夏の甲子園 高岡商 投打で勝つ

読売 29 第１００回全国高校野球 高岡商 盤石の継投

朝日 18 第１００回全国高校野球選手権記念大会 高岡商 魂の一球

22 フォーラムとやま なんと！ となみのお気軽寄席
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22 応援席 染まった 勝利呼び込む名物応援歌

23 第１００回全国高校野球選手権記念大会 高岡商 振り切った

23 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 大会結果

23 同・古希リーグ戦 大会結果

毎日 19 高岡商 七回集中打 高岡商４－１佐賀商

24 第１００回全国高校野球 １回戦 高岡商 古豪対決制す １０年ぶり夏勝利

24 熱球 大島嵩輝投手(３年）

産経 14 第１００回全国高校野球 第３日 高岡商 絆の必勝リレー

 ９日　木曜日
北日本 15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

18 がんばれ高岡商 佐久長聖戦へ始動　軽めの調整や打撃練習

18 サッカー　高円宮杯ＪＦＡＵ－１５県リーグ 試合結果

20 読者のひろば ご近所からエール　砺波市　島田栄（７０歳）

20 読者のひろば わが町の不戦の碑　砺波市　上野亮平（７５歳）

22 味わい深い陶芸や木彫 大和で夏の三人展

22 砺波の四季ＰＲ 元気にする写真展

23 音楽通じ触れ合う 砺波工業高校吹奏楽部が砺波学園で

23 JAとなみ野　生産１０年記念式　 節目祝い気持ち新た 特産タマネギ拡大へ

23 食中毒の予防　ＳＣで呼び掛け 食品衛生協

23 冷茶でおもてなし　南砺福野と南砺平高生 本社砺波支社で合同茶会

25 電子回路組立部門重原さん（砺波工）最優秀 高校生ものづくり県大会

27 鷹栖小（砺波）団体１６位 交通安全自転車全国大会

富山 24 タマネギ　２５０㌶に拡大　 ＪＡとなみ野生産１０周年式典 来年産、今年の３割増「他県の追随許さない」

24 演奏、ダンス、ゲームで交流 砺波工高吹奏楽部　砺波学園を訪問

25 福島の児童に米、野菜 瑞泉寺　清掃奉仕の２６人に贈る

26 神通川堤防工事 県内１１社に感謝状 富山河川国道事務所

26 高校生ものづくり重原さんが最優秀賞 県大会電子回路組立部門

26 県代表金賞に小杉中 第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール中学校の部

27 陸上　県勢４選手V サッカー、大沢野２位

27 西から東から エースだけじゃない

北陸中日 12 攻めろ！高商ナイン２０１８甲子園 勝利へ導くサポート

13 隣の仕事場　お邪魔します！ 日本海ツーリスト　富山・砺波　ファン獲得　鍵は女性にあり

13 タマネギ生産１０周年祝う ＪＡとなみ野が式典

13 第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール コンクール結果

19 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

19 おいしいよ！あそぶ駄菓子屋さんのもなかアイス チューリップ形　口福咲いた

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 読売書法展　特選に２人 入賞・入選者

朝日 25 最攻挑　高岡商の夏 ２回戦へ軽めの調整

 １０日　金曜日
北日本 5 企業誘致へ６市長ＰＲ とやま呉西圏域ビジネス交流会 名古屋で初開催

13 高岡高など県代表 ＮＨＫ音楽コンクール

24 読者のひろば 蚊帳の思い出 砺波市 山田陽子（７３歳）

26 「流しそうめん楽しかった」 庄南校区放課後児童ク

27 女性議会が公共施設視察 砺波市女性議会

27 県内の５０城 カードでＰＲ 砺波市教委作製 所在地や遺構紹介

27 手作りロボで競技 砺波工高生 中学生に製作指導

27 手拍子取り民謡楽しむ イエローガーデンとなみ

27 挽物見学ツアー参加者募集 「めざせ！ひきもの博士ツアー」が興栄産業で開かれる

32 下保昭さん死去 ９１歳 砺波出身日本画家 水墨画の新境地開く

32 都市部・観光地 浸透 北信越 石川・福井は低調 民泊の届け出

33 視点２０１８ 自宅活用 客と交流 県内 民泊広がる

富山 2 呉西圏域の６市長 企業進出呼び掛け 名古屋でビジネス交歓会

15 地鳴り 昼は商業施設 涼んで過ごす 藤井昭道 ４６歳（砺波市）
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15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り 猛暑で生育不良 生鮮食品が高騰 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

22 青色パト導入 夜間警戒に出発 砺波・東般若自治振興会

23 埋文センターなど見学 砺波・女性議会 市施設の役割学ぶ

23 競技ロボット製作、対戦 砺波工高でセミナー 中学生、ものづくりに興味

23 発達障害の特性や接し方を学ぶ 砺波で雇用セミナー

北陸中日 12 ロボコンの技 中学生に 砺波工業高生が指導し教室

 １１日　土曜日
北日本 15 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

17 ありし日 面影しのぶ 新盆迎える県人 ゆかりの人

22 出町２年ぶり優勝 砺波学童ナイター野球

24 わが家のアイドル 水上獅音ちゃん ３歳 砺波市鍋島

26 全中出場選手 意気込み語る 砺波市の中学生

27 奨励金活用の移住者増加 砺波市からの移住が１９％

27 高齢者への支援考える 地域包括ケア推進へ研修

27 鍵掛け徹底呼び掛け 出町防犯組合

27 あすから切り花販売 道の駅となみ野の郷

27 防犯強化へ青パト出発 東般若自治振興会

28 タイムスリップ明治のとやま⑱ 北海道に移住した県人⑤ 越中人の誇り語り継ぐ

33 砺波も平均以上 ４月の全国学力テストの結果公表

富山 23 全教科で全国平均超え 全国学力テスト  砺波の小６、中３

24 カギ掛けの徹底を買い物客に呼び掛け 砺波・出町防犯組

24 高岡学生書道展 きょう開幕 高岡市議会議長賞 吉田好花（庄西中１）ほか

25 上位進出を誓う 砺波で全中出場選手

25 選挙啓発ポスター 昨年度入賞作展示 ２４日からはイオンモールとなみで展示

28 下保昭氏が死去 砺波出身  水墨画に独自の境地  ９１歳

朝日 27 吹奏楽コンクール北陸大会 ３団体、東日本大会へ  中学Ｂ 銀賞＝庄西

 １２日　日曜日
北日本 6 県友好代表団が訪中 新協定で絆強める

14 小中学生ら熱いラリー ジュニアテニス大会

14 テニス 県高校新人大会（６～８日） 大会結果

16 打撃上向き 快音響く あす佐久長聖戦 第２試合

16 北信越中学総体 水泳 陸上 新体操 サッカー バレーボール

18・19 富山気質を継ぐ ８ 越中力士の黄金時代

23 高岡 クール！ＯＴＡＹＡ 真夏に雪原  街中 子どもら歓声

25 耕作放棄地にニンジン 農業青年協が種まき

30 浴衣姿で盆踊り 砺波 東野尻夏まつり

富山 7 地鳴り 旅行も仕事も楽しむ生活  河合泰  ８５歳（砺波市）

27 盆踊りで親睦の輪 砺波・東野尻

29 スタジアムカップ争奪野球大会 大会結果

29 初誕生 宮脇佑理ちゃん 長男＝砺波市太田

30 加賀藩ゆかりの神社 光で引き立つ美 小矢部・埴生護国八幡宮、きょうライトアップ

北陸中日 11 県高校新人テニス大会 大会結果

11 北信越中学校総合競技大会 陸上 水泳 新体操 バレーボール

朝日 25 吹奏楽コンクール北陸大会 吉野中・富山大代表に 小学校 金賞＝出町

 １３日　月曜日
新聞休刊日

 １４日　火曜日
北日本 1 注目のニュース 砺波に大門素麺の資料館

17 県小学生相撲 ６年 高島（射水 東明）制す

18 高岡商 大接戦制す 第１００回夏の甲子園 第９日

20 陸上 県民体育大会兼国民体育大会第４次予選会 大会結果

20 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

20 突きや蹴り激しい攻防 スーパーファイティング北信越空手

20 小中学生が白熱ラリー 全日本卓球県予選
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20 ６９人プレー楽しむ 砺波市長杯パークゴルフ

23 らいちょう  全国高校総合文化祭（２０１８信州総文祭）ニュース 新聞部門 放送部門 産業（工業）部門

27 体験６種類 自由研究に イオンモールとなみ

27 クリーンセンターの総事業費３０億９５６４万円 砺波広域圏事務組合

27 条例違反の建物公表 砺波地域消防組合

27 事業特別会計が黒字 砺波地方介護保険組合

30 県囲碁大会 四十物さん（黒部）Ｖ

30 大門素麺魅力を発信 砺波に資料館 歴史伝え特産継承

31 傷害容疑で男逮捕 砺波署

富山 17 高岡商 逃げ切った 第１００回全国高校野球選手権大会 第８、９日

25 大門素麺 後世に伝え 砺波で資料館オープン  ジオラマや道具、写真展示

25 クリーンセンター改良に３０億９５６４万円 砺波広域圏事務組合

25 デジタル無線工事賠償金１０１５万円得る 砺波地域消防組合議会

25 コスモスが優勝 第３０回庄東地区親善ゲートボール大会

25 議会日程（９月定例会） 砺波市

29 事件・事故 傷害の疑いで逮捕

30 落雷で５市町２７８０世帯停電 ケーブルＴＶやネット停止

30 真夏日の旧盆入り 県内、家族で墓参り

31 夏２勝「歴史つくった」 高岡商 アルプス１５００人沸く  次は強豪撃破に期待

北陸中日 14 大門素麺資料館がオープン ジオラマ、パネルで工程や歴史を紹介

14 高岡商 踏ん張った 夏の甲子園

読売 23 高岡商 逃げ切り１６強 第１００回全国高校野球

朝日 15 高岡商 泥と汗の２勝 第１００回全国高校野球選手権記念大会

25 ３８チーム 熱戦開幕 朝日社旗争奪少年野球

 １５日　水曜日
北日本 4 トップ走る　２０１８夏② 高岡信用金庫（高岡市守山町）吉岡周理事長

9 上野文化の杜から 国立科学博物館長 林良博　巨大模型で細部も観察

12 県内外２８チーム熱戦 立山杯サッカー 砺波ＴＣ 大会結果

17 中学生 職業選択考える ワークショップをとなみ散居村ミュージアムで開催

富山 1 旧盆の涼求め人波 県内３地点猛暑日 熱中症１２人

14・15 第３６回 となみ野花火大会 きょう１５日 午後８時開始

19 くらしの日記 おまわりさんの演奏会 犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

22 駅前整備１１月末に完了 砺波 段差を解消、駐車場新設

24 きょうとなみ野花火 午後８時から 旧盆彩る２千発 第３６回となみ野花火大会

読売 22 テニス 県高校新人大会

朝日 16 合唱コンクール県大会 射水で１９日 第７１回全日本合唱コンクール県大会

17 ４強決まる 朝日旗少年野球

 １６日　木曜日
北日本 1 富山３８．３度 全国１位 １１人熱中症 一時的に大雨も

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市　県内 砺波市

18 がんばれ高岡商 速球対策 快音響く ８強懸け大阪桐蔭戦 きょう第４試合

富山 1 富山中心部 全国１位３８．３度 暑さトップ１０に県内４地点

1 砺波の旧盆に華 となみ野花火 大輪２千発

11 地鳴り 高商らしい野球で勝利を 吉田恵 ５９歳（砺波市）

11 コント 砺波・たぬき

25 砺波地区寿野球 定期リーグ戦 大会結果

25 全日本卓球選手権（カデットの部）県予選 大会結果

北陸中日 13 攻めろ！高商ナイン ２０１８甲子園 きょう大阪桐蔭戦 ”最攻挑”表現し絶対勝つ

13 １９～６１歳の球友 世代超えて熱戦 井波、クラス対抗

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

 １７日　金曜日
北日本 1 県内大雨 交通に乱れ ３時間降水量 宇奈月で過去最大９１．５ミリ

3 始動２０１９県議選＜５＞ 砺波市 現職以外動き見えず

16・17 第１００回夏の甲子園 第１２日 高岡商８強逃す
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富山 1 高岡商 惜敗 春王者・大阪桐蔭に１－３ 夏の甲子園

1 宇奈月９１．５ミリ ８月最大 ３時間雨量 県内に大雨洪水警報

2 県花総合センター 指定管理者を募集 指定期間は来年４月１日から５年間

13 地鳴り 女子アナの実況　初めて耳にした 嶋村了吉 ５４歳(砺波市）

17 第１００回全国高校野球選手権大会 第１２日 山田　１１奪三振完投 高岡商 惜敗

24 となみ野花火 大会後は清掃 砺波で地元住民

25 年度内に新たな「洪水危険地図」 砺波市「最悪を想定」

26 氷見シーサイド少年野球　あす開幕 出場チーム紹介㊥ Aトーナメント 庄東スポーツ少年団野球部（砺波市）

27 呉東・呉西地区高校野球大会 大会結果

30 砺波で車衝突、２人重傷 砺波市鷹栖の国道３５９号

31 大健闘に拍手、涙 高岡商、応援団も諦めず

北陸中日 12 高岡商 全力貫いた 夏の甲子園 大阪桐蔭に大健闘

13 声援 温かく響いた 選手ひと言

13 呉西地区高校野球大会 大会結果

読売 22 大阪桐蔭 殻破った左腕 大阪桐蔭３－１高岡商

朝日 18 第１００回 全国高校野球選手権記念大会 大阪桐蔭 試練の階段

22 熱い大声援 最後まで 「ありがとう」選手らねぎらい

23 高岡商 春覇者に互角 得点機に追加点奪えず

毎日 21 大阪桐蔭 弾む左腕 「遅れてきた」３年生が雪辱

22 第１００回 全国高校野球 ３回戦 高岡商 貫いた「最攻挑」

産経 13 第１００回 全国高校野球 第１２日 大阪桐蔭 悪夢払った

 １８日　土曜日
北日本 1 障害者雇用 県と１４市町 「手帳確認し算定」

13 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

21 庄川挽物 魅力伝えたい 砺波  富山大生 産業ツアー企画

21 心落ち着く座禅を体験 出町っ子クラブ

21 ライダーに安全呼び掛け 砺波市庄川町示野の「道の駅庄川」で

21 文部科学省後援第３８６回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

26 親子で「エコ農業」学ぶ 産地巡るバスツアー  呉羽梨農園など見学

27 砺波で車同士衝突２人重傷 １６日午後５時１５分ごろ

富山 1 大きな葉の上 水面の風渡る 県内３０度切る 県中央植物園で子ども企画

2 重伝建に申請「来年度」 高岡・吉久で石井知事

21 地鳴り 振り込み増え触れ合いなく  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

21 コント 砺波・越中之助

25 農薬減らした農業親子ツアーで学ぶ 富山  「親子でエコ農業探検ツアー」

25 バイク運転気を付けて 砺波署、愛好者に呼び掛け

26 童話聞いて児童ら力作 県内各地で展示

27 目指せ！庄川挽物博士 砺波で楽しく学ぶツアー

28 子どもの感性ぎっしり 砺波市美術館  あすまで「夏の美術大会」

30 県「千年に１度の豪雨」想定 ９河川、区域公表

北陸中日 12 「バイクの日」を前にライダーが安全啓発 五箇山の「入り口」道の駅庄川

12 城カード 制覇したい！ 県内の５０城を紹介 砺波市教委が作製

朝日 27 小中エアコン 検討進む 県内自治体  国の支援姿勢後押し

 １９日　日曜日
北日本 1 議員に厚生年金 賛成５１％ 全国自治体議長アンケート

13 高校野球 呉西地区大会 大会結果

16 全中体育大会 新体操 大会結果

20 記事切り抜き感想添える 北日本新聞砺波支社

21 表現力豊かに高校生が熱演 高岡・砺波地区演劇発表会

24 やぐら囲み盆踊り サマーフェス砺波で多彩に 民謡コンクールも

富山 7 地鳴り 富士山御来光 ３度とも失敗 春川正人 ７１歳（砺波市）

25 自慢の民謡披露 こどもコンクール 砺波でフェス 寺島さん最優秀賞

25 小児がん患者支援 レモネード販売 となみ元気道場

25 吉江、般若、庄西、庄川が準決勝へ 第３９回砺波地区少年防犯野球大会第１日

27 県勢５チーム８強 氷見シーサイド少年野球開幕
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27 木片組み合わせ造形 砺波市美術館

27 県勢１５チーム 決勝T進出 氷見サッカーフェス ５、６年生の部

27 坂田４位 男子高飛び込み 全国中学校体育大会 新体操

31 ６市町庁舎内 禁煙まだ 受動喫煙対策強化 法改正受け県内自治体

北陸中日 11 呉西地区高校野球大会 大会結果

11 全日本卓球選手権大会県予選 大会結果

11 県民体育大会陸上競技兼国民体育大会第４次予選会 大会結果

読売 22 病院の実力　～富山編１２５ 大腸がん

 ２０日　月曜日
北日本 11 洋画家の大野さん（砺波）と米田さん（富山） ハンガリー美術キャンプに参加  貴重な経験 創作生かす

18 全国中学校体育大会 第３日 県勢記録 新体操

18 ５３４人 野山駆ける 平でクロカン

18 野球 ゼット旗争奪少年大会 大会結果

20 ソフトテニス 第２１回みのわ杯滑川Ｊｒ．オープン大会 大会結果

22 初代王者へ熱戦 第１回アイシン県ちびっ子相撲

23 東般若でサマーフェス １９日 東般若農村公園で

23 庄川・井波１００スポット網羅 観光マップ魅力アップ  両地域が共同製作

23 バスケットボール 射水カップ２０１８高校の部 ③砺波工

23 野球 第３９回砺波地区少年防犯大会 大会結果

23 優秀賞に南砺福野  高岡南・高岡・砺波 高岡・砺波地区高校演劇

23 総合カレッジＳＥＯ創立５０年 ２６日記念祭へ箏曲練習

24 とやまいろいろ図鑑９１ 砺波郷土資料館 早稲を刈る①稲刈り鎌 

富山 9 地鳴り 塩なめるカラス 熱中症対策か 藤井昭通 ４６歳（砺波市）

9 地鳴り 子ども部屋にエアコン設置  小倉慶子  ７３歳（砺波市）

9 地鳴り ２時間かけ仏具磨き  黒田和也  ４１歳（砺波市）

18 乾漆の鉢や版画並ぶ 小矢部で２人展

19 ３０周年飾るステップ トナミダンススクール  １２０人が祝う

19 ３分団が５連覇 第１６回高波地区ソフトボール大会

19 中学生が演奏 園児、遊戯を披露 砺波・東般若フェス

19 夫婦は近藤組Ｖ２  男女、四十万・根尾組 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第２２回男女ペア大会

19 佐野さんら優勝 第２１回若林地区民親睦グラウンドゴルフ大会

21 第３９回砺波地区少年防犯野球大会最終日 大会結果

21 氷見サッカーフェス ６年 ＳＴＧ優勝  ５年 速星が２位

北陸中日 11 全国中学校体育大会 新体操

11 県ジュニアソフトテニス選手権大会 大会結果

11 全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会県予選会 大会結果

朝日 23 合唱コンクール 県大会 中学校 銀賞＝小杉、出町

 ２１日　火曜日
北日本 5 富山銀行人事 ２０日

21 議会基本条例案 ２７、２８日の説明会参加を  市議 駅でチラシ配りＰＲ

22 とやまいろいろ図鑑９２ 砺波郷土資料館 早稲を刈る②稲の束

富山 15 コント 砺波・たぬき

24 水田の自動給水実証実験を視察 県砺波センターと研究会

25 砺波市議会 ２７、２８日に市民説明会  基本条例、参加呼び掛け

27 柳樂（堀川）２位 ２０１８年度全国中学校体育大会  新体操

北陸中日 12 自動給水栓 長所、短所は 砺波・南砺  県が実証実験視察

13 呉西地区高校野球大会 大会結果

 ２２日　水曜日
北日本 3 治水事業の予算求める決議採択 庄川・小矢部川期成同盟会

15 走り幅跳び川口（富山北部）１５００㍍瀬川（庄西）６位 全中陸上

15 サッカー立山杯北日本少年富山大会 大会結果

15 サッカー Ｕ－１３県リーグ 試合結果

15 高校野球 呉西地区大会 大会結果

15 ゴルフ 県チーム対抗競技会・トナミロイヤルゴルフ倶楽部予選 大会結果

18 堀田清 塑造展 ２５日から砺波市美術館  裸婦像に情熱注ぐ
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22 元気にゴール目指そう 「となみ野サマーチャレンジ」仲間と歩く１２８．３㌔

23 看護や介護に理解深める 砺波誠友病院の職場体験

23 １４歳の挑戦へ心構え 県社会保険労務士会

23 砺波「望頼山荘」２５日内覧会 古民家で犬と宿泊ＯＫ 散居村暮らしも体験

24 とやまいろいろ図鑑９３ 砺波郷土資料館 早稲を刈る③カタメニョウ

29 民意と歩む 議会診断⑮上市町  賛否公開で一歩前進 三ない議会

29 傍聴者数 年間実質１４人 夜間開催検討の声も

富山 1 富山空港 ３７．９度 観測史上最高  きょうも猛暑日

2 シニア人材バンクＰＲ 県と富山労働局ハローワーク  きょうから初の出張相談

15 地鳴り わが家の墓 山の中腹に  角栄一  ６６歳（砺波市）

24 タマネギ栽培 砺波に学ぶ 播種や育苗  県園芸協が研修会

24 となみ野サマーチャレンジ２０１８開幕 １２８．３㌔ 徒歩の旅  ４泊５日、４１人参加

26 庄川・小矢部川の改修促進へ決議 高岡で同盟会総会

27 陸上１５００㍍瀬川と走り幅跳び川口６位 全国中学校体育大会

27 高岡鳳凰会とＢｒａｖｅ制す 全国社会人９人制バレーボール東ブロック男女優勝大会県予選会

27 呉西地区高校野球大会 大会結果

27 初誕生 舘ここねちゃん 砺波市杉木

31 大学や高校  部活動 夏の合宿地 補助充実の富山県人気  今年度 ７０団体、県制度利用

31 富山第一銀落書き容疑の男再逮捕 富山中央署

北陸中日 1 富山空港 ３７．９度 全国５位、県内６日ぶり猛暑日

12 庄川・小矢部川や岸渡川改修促進を 期成同盟会

13 １３０㌔歩き抜くぞ 小学生４泊５日出発  砺波など３市名跡巡る

13 全国中学校体育大会 ⑥瀬川翔誠（庄西）ほか

読売 28 よみうり文芸 短歌  砺波市 井上房子

28 城郭カード 巡って集めて 砺波市教委  県内５０か所を厳選

29 銀行落書き容疑 再逮捕 富山中央署

 ２３日　木曜日
北日本 1 ３９．５度  富山 史上最高タイ フェーン現象きょうも暑く

16 県内美術館・博物館の催し（８／２３～８／２９） 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

19 第４４回県アマゴルフ選手権 出場選手

28 空き家 実習生宿舎に 柳瀬  企業側があいさつ

28 保険料収納率９９．６％ 砺波地方介護保険組合議会

28 災害時避難輸送で協定 市ととなみ観光交通

28 がんばってます 富山の職場 丸圓商店  砺波市栄町

29 高規格救急車を購入 砺波地域消防組合議会

29 表具に挑む高校教員 県高校教育研究会書道部会

29 きょうもにっこり 砺波市のオカリナサークルエーデルワイスメンバー  明嵐よしいさん（砺波市・７３歳）

30 とやまいろいろ図鑑９４ 砺波郷土資料館 早稲を刈る④ミノゴ・荷縄 

34 観測史上最高「もう勘弁して」 県内  「災害級」猛暑にうんざり

富山 1 富山市３９．５度 歴代最高タイ  全国でも３番目

15 地鳴り アルペンルート助けられた孫 柴田照子 ６９歳（砺波市）

21 富山文芸 ８月賞 歌壇  佐伯裕子選 三位 山森和子

24 となみ観光交通と砺波市も協定締結 バスなどで緊急輸送

25 補正予算案を可決 砺波地方介護保険議会

25 上半期の救急出動前年比で２３８件増加 砺波地域消防組合議会

26 空き家を外国人宿舎に 砺波・柳瀬地区、実習生向け  自治会と企業側 地域行事でも交流

26 古民家改装 民泊を営業 ２５日に内覧会  砺波移住のマクニコルさん、足立さん  ペット可、外国人に人気

北陸中日 1 富山市３９．５度 最高並ぶ 県内、熱中症疑い９人搬送

5 発言 お寺の世話役世代交代願う  貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

13 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

15 空き家が大変身 活気のすみかに 外国人実習生宿舎＠砺波 ６人入居  企業と地元、利害一致

15 砺波市とバス会社 土砂災害時の協定 歩行困難者の避難所輸送

読売 27 砺波市 災害時輸送で協定 バス会社、住民避難支援
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27 富山市３９．５度 ４地点 観測史上最高

朝日 21 富山市で３９．５度 史上最高タイ

毎日 25 富山３９．５度  秋ケ島３８．７度 フェーン現象  県内各地で気温上昇

 ２４日　金曜日
北日本 23 ソフトテニス　県ジュニア選手権大会 大会結果

23 ソフトテニス　砺波地区総合選手権大会 大会結果

23 バレーボール　全国社会人９人制東ブロック男女優勝大会県予選会 大会結果

24 高校生が奉仕活動報告 国際ロータリー第２６１０地区　第４１回インターアクト年次大会

24 読者のひろば チューリップ危機　射水市　永井広克　７０歳

26 １万人目　石原君に記念品 チューリップ四季彩館夏季特別企画展

27 肝臓病予防・検査呼び掛け 砺波総合病院　肝臓デーイベント

27 ウイスキー蒸留所見学 砺波市民大学「学遊塾」

28 とやまいろいろ図鑑９５　 砺波郷土資料館 早稲を刈る⑤　足踏み脱穀機

30 「てんたかく」全て１等 ＪＡとなみ野１８年産初検査

33 視点２０１８　道徳評価手探り 通知表記入自治体で差　負担との指摘も

富山 15 地鳴り 高岡商を応援　２回甲子園へ　砺波市　北清俊一（６１歳）

23 山田さん連続優勝 第４１回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

23 ロビー展 遊の会作品展　北陸銀行庄川支店

24 成美小（高岡）が最優秀賞 学校花壇部門　県花のまちづくり

26 ドラゴンボール展　１万人突破 砺波・四季彩館

北陸中日 12 新米　すべてが１等格付け 砺波で県内ＪＡ初の検査

12 「全市町村をルートに」 聖火リレー実行委で知事

13 県花のまちづくりコンクール最優秀賞 南般若花と緑の推進協議会

21 北陸文芸　歌壇　岩田記未子選 三井修選 砺波市　上竹秀幸

読売 28 若鶴酒造ブランド刷新 商品名「瑤嶺」、「瑤雫」に

 ２５日　土曜日
北日本 5 現場拝見＜１６＞ 御菓蔵 砺波市太田 もち米本来の味生かす

19 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

27 豪雨被災地へ職員派遣 広島県海田町に派遣 松永敏幸主事（２６）

27 みんなで夏のおやつ作り 出町児童センター

27 躍動感あふれる男性像 彫刻家 辻さん 亡父の作寄贈 高瀬神社

27 県内作家ら独特の世界観 「Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ(フラグメンツ)２０１８」が２４日、ギャラリー無量で始まった

35 ファミリー寄席　あす砺波、２７日城端 なんと！となみのお気軽寄席

35 小学校普通教室のエアコン 設置へ調査設計費

35 クマ出没情報 ２４日 砺波市 井栗谷

富山 25 地鳴り お墓参りに何度も行く 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

29 小学校エアコンで調査費 砺波市教育会議 夏野市長が方針 ９月補正に計上

29 肝臓の病気や健康悩み相談、検査 砺波総合病院

29 退職の吉田学芸員 螺旋水車の講演 森林木ギャラリーで開かれた

33 豪雨派遣の職員を激励 広島県海田町に派遣

33 クマ目撃情報 砺波市井栗谷

34 小矢部で３５０戸停電 台風２０号 県内各地で８月史上最大風速

日本経済 35 商業施設 富山で増床次々 来秋、競争激しく

 ２６日　日曜日
北日本 3 どうする屋外喫煙所 県内自治体 庁舎内禁煙義務化

17 初代王者目指し熱戦 北信越ティールオープン

17 バドミントン 県高校１年生選手権大会 大会結果

27 華やかな人形や押し絵 「人形と押絵５０年の歩み展」がみかん堂で始まった

27 べるもんた車内で観光ＰＲ ２０１８プリンセスチューリップの石倉歩佳さん

27 氷見 島尾海岸でトヨタ ソーシャル フェス 富山湾の自然に親しむ

27 チューリップ床一面に描く 体育センター

27 １３２．３キロ歩いたぞ！ となみ野サマーチャレンジ 児童３９人 笑顔でゴール

34 女性美 塑造で追求 砺波市美術館 堀田清展が開幕

37 民意と歩む 地方議会議長アンケート 県内７割 「議員なり手不足」　対策に「報酬引き上げ」
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37 新制度案評価せず 県内議長

37 富山・高岡で猛暑日 熱中症７人搬送

富山 5 地方議会５２％なり手不足 人口減、関心低下に危機感 議長アンケート

5 富山県内１１市町がなり手不足「感じる」 砺波「どちらかといえば感じる」

7 コント 砺波・越中之助

22 床一面にチューリップ 砺波、中学生１８人描く

23 べるもんたで砺波観光ＰＲ プリンセスの石倉さん

24 小矢部メルヘン少年野球 大会結果

24 県内観光ポスター 富山に３４点集結 ステーションフロント

25 県勢女子 ５チーム１位通過 砺波・チューリップ杯小学生バレー 大会結果

25 河原さんが優勝 庄下パークゴルフ愛好会競技大会第２回富山新聞社杯

25 県高校１年生バドミントン選手権 大会結果

北陸中日 11 北信越国民体育大会 大会結果 体操

 ２７日　月曜日
北日本 11 追想 ありし日 日本版画会元会員 佐竹清さん（高岡市城東）

15 県内と糸魚川の４１人交流 県ターゲット・バードゴルフ協会

20 仲間と集う 青島戊（つちのえ）の会報告と語らい（砺波市・太田行隆）

22 ２６人２２団体 表彰 市福祉健康大会

23 ショーやグルメ楽しむ 第１７回北陸コカ・コーラサマーフェスティバル

23 東山見東部地区 訓練 土砂災害が発生！ 要支援者 避難万全に  砺波市 誘導の手順確認

23 鷹栖地区自主防災会も訓練 ２６日、総合防災訓練

26 伊香保温泉で丸太乗り大会 庄川の実行委が協力

26 一層愛される学園に カレッジＳＥＯ ５０周年記念祭

富山 3 平成のとやま とやま国体開催 ２０００（平成１２）年  県民総参加で総合優勝

9 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

9 地鳴り 農業で分かる自然界の変化  河合泰 ８５歳（砺波市）

18 からくりカー 児童が披露 砺波で創造コンテスト

19 ダンスや出店楽しむ 北陸コカ砺波工場でフェス

19 土砂災害に備え初訓練 砺波・東山見  高齢者がバス避難

19 段ボールの休憩室作る 鷹栖でも９００人

19 小倉、福澤さん優勝 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会

20 男子 侍（射水）初Ｖ 砺波・チューリップカップ小学生バレー 

北陸中日 5 発言 大待宵草の花 咲き残り荘厳  春川正人 ７１ 富山県砺波市

10 製造ラインに興味津々 コカ・コーラ砺波工場開放

 ２８日　火曜日
北日本 3 実績強調　富山票に照準 安倍首相来県　総裁選へ支持訴え

5 ファボーレ　来秋増床オープン 半年前倒し　従業員向け保育施設も

13 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇　入選作品

15 野球　ＭＶＰカップ争奪大会 試合結果

20 チャレンジ創造コンテスト アイデア競い全国大会へ

20 優雅なひととき過ごす フェイ幸恵佐藤さんと生徒約４０人によるハワイアンダンスショー

21 インドから砺波へ移住 東京出身の岡部さん一家　教育熱・自然で決断

21 クリーンセンターの設備改良２１年度完了 砺波広域圏事務組合

27 議会「見える化」推進 砺波　基本条例案市民に説明

富山 15 地鳴り 「三郎丸蒸留所」見学し歴史学ぶ　黒田和也　４１歳（砺波市）

19 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会６月、７月句会

24 となみ野の四季撮影 富山の小川、富田さん写真展 砺波駅

25 黒龍江省医院との交流へ市長に意欲 砺波総合病院訪中団

25 報告会を年１回以上 砺波市議会　基本条例を説明

25 クリーンセンター改良事業など可決 砺波広域圏組合議会

26 黒部名水少年野球交流大会 来月１日開幕　チーム紹介①砺波北部スポーツ少年団

26 源氏物語を学ぶ ファボーレカルチャー新設講座「源氏物語を読む」

読売 26 野球　秋季呉西地区高校大会 試合結果

26 ＵＳＯ放送 砺波・ぺこーん
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 ２９日　水曜日
北日本 11 レシピ手帳 ニンジンのゼリー　農家レストラン大門女将・境嘉代子

16 サッカー　高円宮杯県リーグ　Ｕ－１８ 試合結果

16 柔道　県連盟昇段審査会 合格者一覧

20 砺波の魅力紹介 写真展「砺波のいろいろ」

21 会員の力作５６点 第２０回となみデッサン会展

25 県花のまちづくりコンクール 成美小など最優秀賞

富山 5 若鶴、桝田の酒　金賞 中国で品評会、一般人が試飲

15 地鳴り うどんせがみ母の背に負われ　紫藤道子　８３歳（砺波市）

27 ２６氏２２団体を表彰 砺波市福祉健康大会

27 ロビー展 平岡和代短歌教室「和みの会作品展」富山銀行庄川支店

北陸中日 13 砺波移住の男女　大型犬ＯＫの民泊開業 古民家宿泊　愛犬と一緒

 ３０日　木曜日
北日本 13 藤森さん講師 人物画描こう 来月８、９日 富山県美術館

14 県内美術館・博物館の催し（８／３０～９／５） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 秋季県高校野球 きょう組み合わせ抽選

19 パークゴルフ 柳瀬第８回交流大会 大会結果

22 仲間と集う レインボーシスターズ②（砺波市 砂田美和子）

25 三島町公園地下に調整池 豪雨浸水対策  来年度完成へ

25 ４幼稚園の統合 ９月議会で方針 夏野市長

25 小学校にエアコン 設計委託料１４２０万円 夏野砺波市長の定例会見

25 人口１万人当たり 防災士数 県内最多

33 砺波で住宅全焼 消防士軽傷

富山 19 くらしの日記 キジの抱卵見守る 小倉慶子 ７３歳（砺波市苗加）

24 新商品開発へ他社の活動理解 高岡でセミナー

25 普通教室にエアコン 小学校８校  ９月補正に設計委託料 砺波市

25 浸水対策の調整池 三島町公園の地下に

25 １万人当たりの女性防災士が県内トップ 夏野市長 会見で

26 道路愛護２団体に県庁で表彰伝達 出町けやき会（砺波市）

26 ２２日の県内４カ所無料調停相談紹介 県連合会が来社

27 砺波の産業発信 ８、９日にフェア

31 砺波で住宅全焼 消防士がけが 国道３５９号一時通行止め

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

読売 24 バドミントン 県高校１年生選手権

25 砺波市全小学校にエアコン設置へ 実施設計委託費として１４２０万円を９月補正予算案に計上

25 砺波で住宅全焼 ２９日午前１０時２０分頃

 ３１日　金曜日
北日本 5 富山に自社ブランド店 アパマンＦＣ 朝日不動産 サイト閲覧者を誘導

18 高岡商 入善と初戦 秋季県高校野球 来月８日開幕 組み合わせ決まる

24 子供歌舞伎 語り技磨く 出町曳山会館 浄瑠璃教室始まる

25 小学校の通学路を点検 砺波市教育委員会や砺波署、県など

25 きょうもにっこり 南砺市地域包括支援センター保健師 坪本聡子さん（砺波市・３１歳）

27 観光の将来考える 県内外７社が研究未来塾

29 交通誘導を省人化 砺波 工事現場でシステム試行

29 出火原因特定できず ２９日に砺波市高道、農業、埜村丈雄さん（７０）方の全焼した火事

富山 17 地鳴り 時代の変化を象徴する記事 嶋村了吉　５４歳（砺波市）

17 コント 砺波・越中之助

30 通学路の危険点検 砺波で市や県など

30 女児が初巡行 獅子舞継承 稽古に熱「踊り楽しい」 あすから小矢部・石名田

30 出町子供歌舞伎 浄瑠璃稽古、１１月に大会

33 未来富山含め４５チーム 秋季県高校野球 ８日から熱戦

33 日本遺産の井波を発信 ２２日からまちなみアート 南砺市観光協 砺波総局でＰＲ

37 ７、８月の県内 最多２２日 猛暑レジャー 明暗 
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北陸中日 5 発言 猛暑に咲く花 この夏慰めに 島田栄 ７０ 富山県砺波市

12 エアコン ８小学校設置へ 砺波市補正予算案１４００万円

13 高岡商 初戦は入善 秋季県高校野球　組み合わせ決まる

読売 24 高岡商 入善と初戦 秋季県高校野球

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 23 ４５チーム 対戦校決定 秋季県高校野球 来月８日開幕

毎日 22 秋の高校野球 来月８日熱戦開始 県大会 組み合わせ決まる

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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