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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  
   １日　月曜日

北日本 9 読者写真コンクール ７月の入選作 最終選考進出者 飯田章治、橋場正夫（砺波）

22 １９０人記録更新目指す 富山マスターズ陸上

28 民意と歩むとやま議会考 地方議会を巡る出来事

28 〃 議員報酬

38 私たちの庄川きれいに 沿岸漁協と住民が清掃

39 流木乗り楽しみ交流 砺波 北陸ブロックＢ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会のスポーツ交流会

39 親子でアユつかみ取り 砺波 東般若公民館

43 福光めでたコンクール 子どもの部 優秀賞＝平野絢楓（砺波市）

43 酒気帯び運転容疑で砺波の男逮捕 砺波署

特 20 北日本新聞創刊記念特集「ＡＮＧＬＥ ＴＯＹＡＭＡ」 散居村の風景を見守ってきた、「スギの木」のつぶやき。

富山 14 スギの天然林鑑賞 砺波カイニョ倶楽部 立山、富山訪れ

19 事件・事故 酒気帯び運転疑いで逮捕

19 地鳴り 講演と茶会神田家で堪能 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

19 〃 定番に加えて新品種を栽培 安カ川仁省 ６５歳（砺波市）

19 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

北陸中日 13 県代表 中学大編成 芳野、高校大編成 富山工 中部日本吹奏楽コン県大会

13 ファイル１１０番 酒気帯び運転の疑い

   ２日　火曜日
北日本 3 早期４車線化を決議 東海北陸自動車道 小矢部砺波ＪＣＴ-飛騨清見ＩＣ

17 陸上 県マスターズ選手権・県関係分 男子 走幅跳び ７０歳以上①高橋毅（砺波）３㍍４９

18 読者のひろば 遠距離運転控える 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

21 全日本ジュニアダンススポーツ杯 県勢９部門制す ハッピーＨＡＰＰＹ（南砺・砺波）団体５度目Ｖ

21 とやま世界こども舞台芸術祭 出町中合唱部 一層の友情育む

21 小中で国際理解出前授業 砺波 砺波ＲＣ今秋にも ファティンさん（マレーシア）講師

21 農政見直し見据え講演会 砺波 ＪＡとなみ野の担い手農家懇談会

21 チューリップ四季彩館銀賞 砺波 日本空間デザイン賞

21 国重要文化財ご開帳 砺波 砺波市大窪の常福寺

26 砺波の用水に男性遺体 １日午前５時５５分ごろ、砺波市福岡の用水

富山 21 わが町朝市夕市 砺波市

22 砺波工高生も先生役 砺波・若林、児童が宿題励む

23 立像、１年ぶりに開扉 砺波市大窪の真宗大谷派常福寺

23 タマネギ単収５．５㌧見込む ＪＡとなみ野

25 ハッピーＨＡＰＰＹクローバー ５度目の栄冠

25 日本空間デザイン賞銀賞 砺波・四季彩館

27 事件・事故 砺波の用水で男性死亡

29 学習塾に侵入疑い 砺波署、男逮捕

読売 32 少年野球 となみ野リーグ Ｂリーグ 砺波東部1-3庄川

   ３日　水曜日
北日本 16 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

16 バレーボール 富山市神通杯小学生大会 スマイルリーグ①砺波北部 最優秀選手賞＝堀田彩乃（砺波北部）

18 わが家のアイドル 源通彰悟（げんつう しょうご）ちゃん １歳 砺波市表町

18 読者のひろば 無味乾燥な通知表 砺波市 藤井哲夫（農業 ７２歳）

18 仲間と集う 油田千寿会（砺波市 西尾博吉）

20 夏休みの宿題教わったよ 砺波 若林地区の「若林メダカの学校」

20 庁舎耐震化を検討 砺波 市が２１年度までに着手

20 災害に強い道路整備急務 小矢部 国道４７１号と主要地方道砺波小矢部線の両整備促進期成同盟会総会

20 妖怪ウォッチ展５０００人 チューリップ四季彩館（砺波市中村）

21 ひと味違うアユ押しずし 食材から容器オール射水産

21 「たま吉くん」くっきり 南砺 福野 田んぼにお絵かき

21 チーム一丸頑張るぞ 砺波 学童ナイター野球開幕

21 早大野球部元監督野村さんが指導 砺波 砺波高生ら４８人参加

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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24 荒木さん（富山中部）１６強 全国高校将棋

富山 22 水辺の涼、光で演出 砺波・庄川水資料館 元気道場企画

23 砺波散村地域研 新藤名誉所長宅訪れ カイニョやアズマダチ親子で学ぶ

23 妖怪ウォッチランド来場５千人 砺波・四季彩館

23 総合計画将来像で素案 砺波市 重点、優先１０項目も示す

23 せい餅施設砺波で起工 北越

23 ３区間整備促進など決議 主要地方道砺波小矢部線整備促進期成同盟会の総会

25 最優秀賞に中島さん 第１６回高校生ものづくりコンテスト県大会

25 色とりどりに砂絵 となみ・ラモーダ

27 野村氏が高校生指導 早大野球部元監督 砺波で講習会

27 県選抜が準優勝 過去最高 第３３回全日本小学生ソフトテニス選手権

28 白山総合車両所団体に一般公開 第一弾は砺波の商店会

北陸中日 14 砺波・妖怪ウォッチランド 来場者が５０００人突破

読売 32 よみうり文芸 短歌 砺波市 別所武

32 〃 俳句 【秀逸】砺波市 西能さとみ  砺波市 源通ゆきみ

32 妖怪ウォッチランド５０００人突破で記念品 砺波市中村のチューリップ四季彩館

   ４日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

23 第３７回北信越中学総合競技大会 陸上、バレーボール、バドミントン、卓球

27 仲間と集う 木立俳句会（砺波市 別所武）

27 〃 田畑・岩黒町内会（砺波市 井田静子）

27 〃 第５回出町地区室内ペタンク大会（砺波市 端保勇一）

30 大橋の整備方針示す 砺波 国道３５９号改修促進期成同盟会の総会

31 四季彩館前をコスモス畑に 砺波 市民ボランティアが種まき

31 入選作１０１点並ぶ 砺波 ２０１６となみチューリップフェア写生画展

33 ６日鈴鹿で耐久レース初出場 砺波工業高電気工学部 ソーラーカー完成

35 クマ出没情報 砺波市

35 砺波の男性は水死 砺波署

富山 28 小学生が食品探検隊 イオンモールとなみ

29 ７００品種花壇にコスモス 砺波・四季彩館、種まく

29 「となみん」ポロシャツ予約始まる 砺波市、観光協作成

29 園芸作物導入南砺で研修会 県砺波農林振興センター

29 写生画、入賞入選１０１点 チューリップフェア 砺波で展示

29 いかるぎの大橋を説明 国道３５９号改修促進期成同盟会の総会

30 速く走るこつ学ぶ となみ・ラモーダ

30 第３７回北信越中学総合競技大会第１日 大会結果

32 県西部６市３２事業で連携 事業費、５年で２１億円超

33 事件・事故 男性遺体、死因は水死

北陸中日 20 名称「とやま呉西圏域」 県西部６市懇談会で了承

21 砺波でフェア写生画展 チューリップきれいに描けた

24 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

24 イベント 庄川水まつり

   ５日　金曜日
北日本 3 堤防の整備やダム建設要望 庄川・小矢部川期成同盟会

3 東京五輪合宿誘致 ガイド掲載決定

5 ＮＥＷ ＦＡＣＥ 商品ニュース 置き薬イメージしたおかき

20 庄西（新体操女子）Ｖ３ 第３７回北信越中学総合競技大会

28 エコバッグ教室と読み聞かせ楽しむ 高岡 北日本ときわ会砺波支部

29 増山城を攻略しよう 砺波市教委 登城記念に認定証

29 公民館の活動発表 砺波 砺波市公民館専門部員研修会

33 鷹栖小（砺波）１０位入賞 交通安全子供自転車全国大会

35 庄川の山林で男性滑落 ４日午前９時４０分ごろ、砺波市庄川町前山の山林で

富山 22 砺波でエコキッズ探検隊 県の「とやまエコキッズ探検隊」
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23 増山城跡に登城認定証 砺波市教委１２日から、来場者増促す 県内山城で初発行

23 砺波の女児８人収穫や農家一泊 ＪＡ県女性組織協

23 公民館活動考える 砺波市公民館専門部員研修会

24 庄西３年連続８度目Ｖ 第３７回北信越中学総合競技大会第２日

24 金賞に小杉、出町中 ＮＨＫ音楽コンクール

25 パラ五輪へ知事に意気込み 宮島選手「６位以上を」

25 サンパチ会と金屋新で決勝 砺波市ソフトボール協会第１２回会長杯ナイターソフトボール大会

27 事件・事故 山林で滑落、重傷

27 地鳴り 命がけで働く方々がいる 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 17 パラ五輪に向け県庁で抱負 宮島選手（車いすバスケ）北京超える成績目指す

17 ファイル１１０番 砺波の山林で調査中に滑落

   ６日　土曜日
北日本 5 １１月に南砺支店開設 北國銀

12 アニマルサロン とやま最新事情 「ペットロス」どう乗り切る？

21 らいちょう 富山県高文連新聞専門部 新聞部門 放送部門 情報部門 将棋部門

24 となみ野アート 奥川克臣陶芸展 １９（金）～２８（日） 北日本新聞砺波支社ギャラリー

25 特殊詐欺防ぎ感謝状 砺波 北陸銀行庄川支店の斉藤朱美さんと柴田真一さん

25 エコキッズ 環境保全学ぶ 砺波 「とやまエコキッズ探検隊」

25 鷹栖小が入賞報告 砺波 子供自転車全国大会

27 高岡高など県代表 ＮＨＫ音楽コンクール

28 熊本地震被災地派遣医師らの活動に理解 砺波市防災士連絡協議会

28 記者ぶろぐ 勝利へのひた向きな思い 砺波支社編集部 石黒航大

29 核兵器廃絶訴え続け 被爆２世の思い後世に 砺波の医師・金井さん

31 本紙記者リオ発 高岡・砺波での経験生かす 通訳ボランティア 岡崎アンナさん（３２）

富山 4 南砺支店の新設発表 北國銀行

25 全国自転車で初 １０位入賞を報告 砺波・鷹栖小

25 北陸銀庄川支店に詐欺防止で感謝状 砺波署

29 サンパチ会優勝 砺波市ソフトボール協会第１２回会長杯ナイターソフトボール大会

29 出町小、高岡高が県代表 第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール

31 地鳴り 人前で話す時は前もって練習 春川正人 ６９歳（砺波市）

21 〃 心苦しいがそういう時代 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 15 南砺に支店新設へ 北国銀、来年３月

読売 32 増山城の「登城認定証」 １２日から 「塚など遺構楽しんで」

32 小学生記者が企業見学 オダケホームなど８ヵ所で

   ７日　日曜日
北日本 15 １００人楽しく熱戦 砺波市長杯パークゴルフ

20 読者のひろば 信仰への理解必要 砺波市 上野亮平（無職 ７３歳）

22 水上で熱い駆け引き 庄川水まつり開幕 流木乗り選手権に４６人

22 渋川伊香保温泉（群馬）観光協会と友好協定 庄川峡観光協同組合

23 農業排水路完成祝う 砺波 県営土改事業東般若地区

23 人物像のデッサン丁寧に 砺波 庄川美術館実技講座彫刻家・堀田さん指導

23 チューリップ公園きれいに 砺波 砺波市シルバー人材センター会員

28 藤森さんの挿絵魅力紹介 砺波市美術館で講演会

29 砺波の女性はねられ重傷 ６日午後７時１５分ごろ、砺波市高道の市道で

富山 20 山田さん優勝 健康麻将交流大会第５回小杉ふれあい杯

20 盆踊りやステージ発表 砺波市油田公民館の夏まつり

20 園児がアユつかみ 砺波市のちゅうりっぷ保育園の「アユつかみ取り」

21 エコ工作で環境理解 県がバスツアー

21 流木乗って熱戦 砺波・庄川水まつり開幕

21 農業用用排水路１００人が完成祝う 砺波・東般若

21 庄川峡観光協組 伊香保温泉と協定

21 工作やゲーム楽しむ 出町児童センターまつり

21 在宅医療に理解深め 砺波市地域包括支援センターの地域医療サポーター研修講座

25 事件・事故 代金払わず給油した疑い

25 〃 砺波で女性はねられ重傷

25 地鳴り 夏休み一番の共同作業で汗 小倉慶子 ７１歳（砺波市）
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北陸中日 12 ファイル１１０番 ガソリンをだまし取った疑い

13 第３７回北信越中学総合競技大会 陸上、新体操、柔道

   ８日　月曜日
北日本 26 第３２回庄川水まつり・流木乗り選手権 結果

27 アユつかみ取り楽しむ 砺波 庄川沿岸漁業協同組合連合会と砺波市漁業協同組合

32 天位に小林さん（砺波） 県短歌大会

34 本紙記者リオ発 武者絵の版画好評 となみ夜高四地区会など現地で制作体験会

34 県内１９人熱中症搬送 「立秋」全観測点で真夏日

富山 2 来年春の植樹祭へお手植えスギ視察 頼成の森で知事

19 流木乗り選手権 無鉄砲Ｚカップ優勝 庄川水まつり最終日

19 川下り、歓声 砺波・庄川

25 地鳴り 忘れられない夏の思い出 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

   ９日　火曜日
北日本 26 読者のひろば 涼風通る豪農屋敷 砺波市 黒田和也（会社員 ３９歳）

29 工場見学充実の夏休み 県西部 親子４７組９４人バスツアー

29 合宿で協調性育む 砺波 夏合宿ｉｎとなみ２０１６

29 道宗道の鳥瞰図設置 砺波 庄川遊覧船

33 砺波高校に海洋教育の助成 日本財団

富山 23 わが町朝市夕市 砺波市

27 ＡＬＴと英語の特訓 砺波市の県砺波青少年自然の家で

27 庄川遊覧船に道宗道鳥瞰図 １０月のトレイルランも紹介

28 空き家４００件超 昨年度の砺波 市、解消へコーディネーター

29 デスク日誌 イノシシ対策工夫凝らす

北陸中日 17 砺波・四季彩館ワンダーガーデン 日本空間デザイン賞「銀」に

読売 32 読売書法展入賞・入選者 漢字部門

朝日 24 北陸吹奏楽コンクール ♪１２日から金沢で

24 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 ５月分、６月分、７月分

24 同・古希リーグ戦 ５月分、６月分、７月分

  １０日　水曜日
北日本 21 出町ボーイズ３連覇 砺波学童ナイター野球

22 全中出場選手を激励 砺波市役所で

25 仲間と集う 雄神公民館立山への研修旅行 （砺波市 坂井勇雄）

29 砺波・比賣神社１３年発見の石造物群 市教委報告書 荘官の信仰対象か

29 空き家掘り起こしを 砺波 コーディネーター新設 利活用で散居景観保全へ

29 学びやの歴史伝える 砺波 砺波市庄川中学校の第１３回卒業生が

富山 2 参院選県内投票率 １８、１９歳４１．２５％ 高校出前授業が奏功か

27 石造物で報告書 砺波 柳瀬比賣神社で発見

27 南砺平高郷土芸能部が公演 砺波市林の市福祉センター北部苑で

27 砺波の全中出場選手激励 砺波市役所

29 親子が工場見学やせんべい焼き体験 富山西ＬＣの事業

31 初誕生 台蔵梨夏（だいぞう りな）ちゃん 砺波市鍋島

32 し尿処理施設改修年度内に基本計画 砺波衛生施設組合議会

北陸中日 5 テーマ特集 ８月１５日 上 未来ある子ら戦火の犠牲に 福岡みよ子 ９０ 富山県砺波市

13 砺波の空き家活用推進 コーディネーターら初会議

  １１日　木曜日
北日本 14 北日本俳壇の集い 【兼題 七夕・新涼】特選 二俣れい子   佳作 安藤やすを

18 軟式野球 第２１回豊田ドリームカップ少年大会 敗者復活戦決勝 出町ボーイズスポ少6-4豊田校下スポ少

24 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

25 情報かわらばん となみ野

25 県内朝市夕市 砺波市

28 読者のひろば 将来見据え政治を 砺波市 山田敏江（主婦 ７３歳）

31 高品質のコメ生産へ 砺波 ＪＡとなみ野 カントリーエレベーター改修

31 水しぶき浴び清流下り 砺波 庄川スポーツクラブ「アユーズ」

39 スカート下カメラ向けた疑い 富山市西署 南砺市民病院職員を逮捕

富山 31 ＪＡとなみ野、施設改修 カントリーエレベーター
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31 励まし合い２７㌔踏破 県内児童、砺波で夏合宿

31 砺波２中学にＡＬＴ 庄川中、庄西中でそれぞれ１年間

31 知事賞受賞を報告 砺波市の大坪地区環境保全推進委員会

31 砺波で農業の講演会 砺波市農業者協議会青年農業士部会

36 スカート内を盗撮未遂 富山市西署 容疑の南砺市民病院職員逮捕

北陸中日 14 柳瀬比売神社で出土の石造物群 砺波市教委が解明 年代は１４～１５世紀廃仏毀釈で合祀

16 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 33 スカート下にカメラ容疑の病院職員逮捕 富山西署

33 カンナに囲まれて 砺波

  １２日　金曜日
北日本 24 読者のひろば 心不全にびっくり 砺波市 飯田芳美（介護士 ５８歳）

26 ３０年前の手紙懐かしく 砺波・石丸児童ク タイムカプセル掘り出し

27 利用者と一緒にこきりこ 砺波 砺波市福祉センター北部苑

27 曳山の迫力に驚き 砺波 富山西ライオンズクラブの青少年育成事業

27 ざっくばらん 砺波総合病院臨床検査技師 村岡悠紀さん（砺波市・２２歳）

27 農業経営向上へ講演会 砺波市農業者協議会青年農業士部会

32 最優秀に木村さん（南砺） 城端・むぎや節新歌詞

33 市民病院職員の逮捕 南砺市が謝罪文

33 砺波市西中で野火 １１日午後２時ごろ、砺波市西中の休耕田で

富山 19 タイムカプセル新たに 砺波・石丸の児童 ３０年前の思い出掘り返し

23 地鳴り 県警音楽隊の生演奏に感激 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

23 コント 推薦候補者落選 （砺波・越中之助）

北陸中日 5 テーマ特集 ８月１５日 下 終戦とは平和憲法と整合性 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

毎日 24 盗撮未遂の容疑作業療法士逮捕 富山西署

  １３日　土曜日
北日本 23 新盆迎える県人ゆかりの人 文化・教育、政治・行政、一般、長寿者

26 読者のひろば 乗り換えの不便さ 砺波市 藤森真弥（会社員 ５６歳）

29 花で市のキャラクター表現 砺波 県花総合センター・エレガガーデンで

29 ＣＡＴＶ償還完了で１５年度歳入歳出が減 砺波広域圏事務組合

29 事業会計黒字に 砺波地方介護保険組合

33 窃盗容疑で砺波の男逮捕 高岡署

富山 25 防犯強化へ青パト出発 砺波・種田地区自治振興会

25 単年度収支黒字に転換 砺波地方介護保険組合

25 一般会計で黒字決算 砺波広域圏事務組合議会

26 全日本卓球選手権（カデットの部）県予選 男子 １３歳以下単③近藤（出町中）

26 第６８回高岡学生書道展 県高岡文化ホール

  １４日　日曜日
北日本 3 返礼品で収支に差 県内市町村ふるさと納税 「趣旨とずれ」批判も

富山 20 同窓会の補助事業開始 砺波市、お盆に４件

20 砺波高の臨海実習助成制度に採択 日本財団

21 お盆用切り花セール始まる 道の駅砺波

21 夏祭り 親睦深め 太鼓ステージ満喫 砺波・東野尻

22 氷見サッカーフェスティバル 鷹栖スポーツ少年団、ＳＥＩＢＵ．ＳＣ（砺波市）

22 旧盆の夜空彩る２千発 あす、となみ野花火大会

26 カメラに盗撮の動画か 逮捕の南砺市民病院職員

  １５日　月曜日
北日本 19 陸上 県民体育大会 女子 走り幅跳び①白山穂翔（砺波高）

21 県内外３２チーム熱戦 立山杯少年サッカー開幕

23 砺波で同窓会続々 市の助成好評です

23 イラストでパフォーマンス 砺波 東野尻夏まつり

28 県囲碁大会 アマ４８人５部門で熱戦

富山 23 ものがたり診療所太田 砺波・太田地区 法大協力、住民ら製作

23 ラグビー交流深め 砺波で１００人

23 ロビー展 有沢和代さん透明水彩画 北陸銀行庄川支店

27 氷見サッカーフェスティバル ＳＥＩＢＵ ＳＣ（砺波市）
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27 地鳴り 故人の人徳しのばれる 角栄一 ６４歳（砺波市）

27 月曜川柳 乱反射 浦外喜夫（砺波）

北陸中日 11 県民体育大会陸上競技 大会結果

11 北信越中学校総合競技大会 陸上、卓球、新体操、柔道

13 ボランティア募集 となみ庄川散居村縦断マラソンでボランティア

  １６日　火曜日
北日本 20 読者のひろば 素晴らしい光景 砺波市 石野忠夫（無職 ８６歳）

21 チューリップや散居村デザイン 砺波 市観光協 特製ポロシャツいかが

21 青パトで地区防犯強化 砺波 種田地区自治振興会

富山 18 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会７月句会

21 わが町朝市夕市 砺波市

25 カラス対策出町全域に 砺波市、範囲拡大 ふん害解消を推進

26 「大正蔵」の人気上昇 砺波・若鶴酒造の酒蔵

27 全中あす開幕 １２競技に２４７選手

28 大志育むのどかな校風 南砺福野高 豊富な人材なぜ？

30 となみ野花火大会 旧盆の夜空彩る２千発

  １７日　水曜日
北日本 13 きょうから世界少年野球富山大会 大会プログラム 交流試合の日程

14 国際交流試合試合会場 砺波市／砺波市野球場（となみチューリップスタジアム）

17 高校野球 呉東・呉西地区大会 砺波工9-2高岡、砺波10-8高岡西

26 自由研究に「お助け隊」 砺波 イオンモールとなみ

27 ラグビーで異世代交流 砺波 帰省者ら１００人が汗

27 文部科学省後援第３７４回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

32 砺波に伝わる民謡で輪踊り ２０日チューリップ公園 ふるさと盆おどり

富山 24 花火会場の川沿い清掃 砺波、自治振興会員ら

24 カンナ見頃５種１万本 砺波でフェス

25 最期に「うるおいの水」 砺波誠友病院 看取りケアを推進

25 福野高、一層発展へ協力 同窓会総会、本紙記事を紹介

25 議会日程（９月定例会） 砺波市

27 熱帯魚両方楽しむ 本物映像 イオンモールとなみ

29 呉西地区高校野球大会 砺波10-8高岡西

31 地鳴り いろいろな虫と遭遇 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 13 大迷路親子連れ人気 となみカンナフェスティバル花壇に１万株

15 呉西地区高等学校野球大会 砺波工9-2高岡、砺波10-8高岡西

読売 30 陸上競技 第69回県民体育大会

  １８日　木曜日
北日本 22 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

23 情報かわらばん となみ野

23 県内朝市夕市 砺波市

25 仲間と集う 鷹栖グラウンドゴルフクラブ（砺波市 上田登昭）

29 仲間と歩くぞ１３０㌔！ ４泊５日となみ野の名所巡る

32 リオで輝け県関係選手 夢舞台へ意欲 車いすバスケ宮島選手 砺波市役所を訪問

34 武者絵の版画リオで好評 となみ野夜高四地区会 東京五輪採用へ手応え

富山 3 となみ野１３０㌔歩こう 砺波 児童４５人、５日間の旅出発

3 県産チューリップ全品種入賞 トルコの国際園芸博覧会

34 リオ・パラリンピック 宮島選手が市長に抱負 車いすバスケ

北陸中日 13 児童４５人 １３０㌔歩くぞ となみ野チャレンジ ４泊５日、名跡巡る

13 車いすバスケ健闘誓う 砺波市 リオパラ五輪、宮島選手

14 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 平和の俳句 砺波市 藤井健治

読売 30 宮島選手６位以上目標 車椅子バスケ 出身地・砺波市長に抱負

  １９日　金曜日
北日本 3 利賀ダム 早期本体着工を 期成同盟会 国交省に要望

3 県産チューリップ3品種最高賞 トルコの国際園芸博

17 高校野球 呉東・呉西地区大会 呉西Ａブロック 石動１２-４砺波工 Ｃブロック砺波２-６高岡第一
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24 仲間と集う 庄川スポーツクラブ アユーズ 

26 全国珠算学校連盟検定合格者 ３０１回３級～１級珠算検定試験  １級 石﨑菜々恵(鷹栖小）ほか

27 手掛けた建築模型公開 砺波の天野さん 餅作りと二足のわらじ

27 菅笠づくりの技紹介 散居村ミュージアム あす実演・体験教室

27 扇子・うちわに書をしたため 南砺 玄土社移山書会展

27 ロビー展 北陸銀行砺波支店  ～３１日

富山 2 利賀ダム 本体工事早期着工を 建設同盟会 国交省に要望

2 とやま型農業の経営モデル検討 県、初の推進会議

26 高校生ものづくり県大会電子回路組立 優良賞 有野陽希（砺波工高２）  前田龍輝（同）

28 氷見シーサイド少年野球 出場チーム紹介 中 出町ボーイズスポーツ少年団 庄南野球スポーツ少年団

28 呉西地区高校野球大会 砺波２－６高岡一 石動１２－４砺波工

29 世界少年野球で王氏「言葉超えて交流を」 高岡、歓迎パーティー

31 地鳴り やってきたわんぱく台風 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 15 世界の子らと野球交流を 富山大会前に式典

15 呉西地区高校野球大会 Ａブロック 石動１２－４砺波工業 Ｃブロック 砺波２－６高岡第一

  ２０日　土曜日
北日本 29 集え！全国の城ファン １１月 砺波で最新研究発表 増山城跡も紹介

29 松村謙三氏の功績学ぶ 南砺 没後４５年事業 大学生らの「塾」開講

29 修学旅行で民泊 沖縄文化学習へ 砺波 ２３日から砺波工高

富山 29 松村謙三の功績調査 大東文化、大正、成蹊大生 南砺市訪問、あすまで

30 氷見シーサイド少年野球 きょう開幕 Ａトーナメント組み合わせ

31 全国中学生体育大会 新体操

33 地鳴り 近所の方々の健康を祈る 福岡みよ子 ９０歳（砺波市）

北陸中日 16 タグラグビー講習 安全にゲーム体験 砺波など３市教諭ら

  ２１日　日曜日
北日本 3 砺波市議会議長今藤氏就任祝う 柳瀬地区住民ら約１００人が出席

16 「最後まで全力プレー」 全中サッカー開幕 県勢の成績

22 読者のひろば 最後の下草刈り 砺波市 高田建一（会社員 ５９歳）

24 理想の新図書館模型に 砺波 砺波体育センターで

24 隣接集落 中尾（砺波）と清水（山田） イノシシ被害防止へ情報交換

24 美しい歌声や演奏学びの成果発表 射水 若い芽のコンサート

24 県内外２４チーム チューリップカップ杯少年サッカー開幕

24 野球 砺波地区少年防犯大会 大会結果

 24 グラウンドゴルフ 油田クラブ通年コンペ 大会結果

25 仕事体験気分は大人 となみＪＣ企画に児童２０人

25 工作・盆踊り催し多彩 チューリップ公園周辺盛大に夏まつり

25 高校生 世相描いた物語熱演 南砺 高岡・砺波地区高校演劇発表大会

29 奨学生４人に証書 稲垣小太郎記念財団

30 県内洋画家の新作・近作一堂 庄川美術館企画展始まる

富山 19 全国中学校体育大会 富山で開会式

20 砺波の民謡で盆踊り チューリップ公園で夏まつり

20 花嫁衣装試着に笑顔 となみＪＣ職業体験

21 繊細な伝統技術披露 砺波・菅笠展で実演

21 イノシシ対策で連携 砺波・中尾と富山・山田清水

21 思い思いの新図書館 砺波で親子が模型作り 建設へ気運高め本棚、庭に工夫

21 今藤市議会議長一層の活躍期待 砺波で就任祝賀会

23 県勢６チーム８強 氷見シーサイド少年野球開幕

23 井波、庄西、福光、城端が４強入り 第３７回砺波地区少年防犯野球大会第１日

23 ４４チーム熱戦火ぶた 氷見サッカーフェスティバル２０１６第１日

北陸中日 12 高校生ものづくりコン県大会 竹田さん（高岡工芸３）最優秀

13 全中サッカー開幕 富山で開会式

13 砺波地区少年防犯野球大会が始まる 第３７回砺波地区少年防犯野球大会

  ２２日　月曜日
北日本 15 全中 第５日 県勢の成績 サッカー

20 読者のひろば 歴史的快挙に感動 矢田恵子（清掃員 ７１歳）

7 ページ



22 地震・豪雨に備えよう 砺波・鷹栖地区 要支援者避難を手助け

23 １３０．２㌔歩いたぞ となみ野サマーチャレンジ２０１６ ４４人笑顔でゴール

23 クラリネット情感込め演奏 砺波 庄川美術館で小林さん

23 旧ソ連の抑留生活今堀さんから聞く 砺波 千代地区

23 ビーチボールで熱戦 砺波 第１１回マラソンビーチボール大会

23 ４校が高校演劇県大会へ 南砺 高岡・砺波地区高校演劇発表大会

 26 「過ぎゆく夏」で一服 北日本となみ野茶会

富山 19 全国中学校体育大会 サッカー １回戦 高知3-0出町

20 防災 住民の手で 砺波・鷹栖 要支援者の避難を支援

20 頼成の森で竹の器作る 砺波市の県民公園頼成の森の「竹の器づくり教室」

21 小学生１９人仕事楽しさ「分かった」 となみＪＣ職業体験

21 フェス盛り上がる 砺波・東般若

23 第３７回砺波地区少年防犯野球大会最終日 決勝 城端4-2庄西

北陸中日 17 全中 サッカー 高知3-0出町

17 砺波地区少年防犯野球 決勝 城端4-2庄西

朝日 27 砺波・増山城 城ブームで人気 昇太さんイチオシ山城 「攻略者」に登城認定証

  ２３日　火曜日
北日本 14 全中 第６日 県勢の成績 卓球

23 地下水資源利活用に理解 入善 黒部川扇状地研究所

24 サッカー 第２５回チューリップカップ少年大会 ２０日、２１日、砺波総合運動公園

24 グラウンドゴルフ 第１９回若林地区民親睦大会 大会結果

24 野球 第３７回砺波地区少年防犯大会 決勝 城端4-2庄西

25 基金 施設整備に活用 砺波広域圏事務組合

25 女性美 豊かに表現 砺波 となみデッサン会

25 市長まちづくり語る 砺波 砺波ロータリークラブ（ＲＣ）の例会で

25 持ち運び式スロープ寄贈 砺波 となみの工業

 25 全国準優勝を報告 砺波 第３３回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 

28 仲間しのび追悼登山 富士ノ折立で高志山の会

富山 24 文芸喫茶 短歌 海潮砺波歌会７月例会

27 わが町朝市夕市 砺波市

28 散村地域研が中学生に講座 砺波・庄東地区

29 園児らヒヤリマップ作成 砺波・庄下地区

29 剰余金処分など可決 砺波広域圏事務組合

29 となみの工業、スロープ寄贈 砺波善意銀行に

30 砺波で２７、２８日 出場チーム紹介① 第２０回記念チューリップカップ小学生バレーボール大会

31 全国中学校体育大会 卓球

31 「６位以上を目指す」 パラリンピック車いすバスケ宮島選手

31 ソフトテニス２位報告 庄川スポ少の石橋・石黒ペア

北陸中日 14 捜査５年 えびす食中毒不起訴 責任誰に？続く闘い

15 バスケ「６位以上を」 宮島選手が抱負

読売 31 「若い選手の目標に」宮島選手が意気込み 車いすバスケ

  ２４日　水曜日
北日本 5 新社長に聞く 銀盤酒造 田中文悟氏

15 北日本歌壇の集い 砺波市 安念智栄子、中井溥子

18 読者のひろば 真夏のスイセン 砺波市 島田栄（農業 ６７歳）

21 屋敷林の良さ体感 散居景観バスツアー 砺波の伝統家屋学ぶ

21 ３期連続で庄川開発黒字 砺波 市議会全員協議会で市が示した

富山 20 砺波で介護研修会 ＪＡとなみ野ほほえみの会の介護研修会

21 親子に絵本読み聞かせ 砺波ファーストブックの会

21 市町村議会（２３日） 砺波市 金融機関借入金１８年度末に完済

 21 親子バスツアー 小学生、砺波平野学ぶ 散居村、屋敷林の役割理解

21 チューリップ椅子登場 砺波 四季彩館、オランダから

22 砺波で２７、２８日 出場チーム紹介② 第２０回記念チューリップカップ小学生バレーボール大会

23 高岡でパーティー 世界少年野球大会

23 初誕生 河原司ちゃん 砺波市広上町
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25 地鳴り 台風の季節詳しい情報を 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

25 〃 頭が下がる１歳年下の人 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

25 〃 強くなった娘幸せな人生を 山田敏江 ７３歳（砺波市）

北陸中日 20 少年の主張県大会 優秀賞の皆さん 神下美羽（砺波市庄川）

21 チューリップチェア設置 砺波・四季彩館に２脚 オランダ総領事館寄贈

読売 29 夏をのりきる必需品 砺波市・土江田玲子６８

毎日 26 ＲＩＯ ２０１６ 「６位以上目標」 パラ・車椅子バスケ宮島選手

  ２５日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館、砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

20 仲間と集う 坪北はつらつクラブ（砺波市 仁木久司）

23 伝統家屋で方言研究 砺波の住民に聞き取り 日本女子大日本語ゼミ

23 心静かに幸せ願う 砺波 えんなか会が地蔵祭り

23 危険な場所を確かめる 砺波 庄下保育所

23 補正予算を可決 砺波地域消防組合議会

 23 ２種目で全国入賞 砺波消防署

23 ２議案を可決 砺波地方介護保険組合

23 ざっくばらん となみ青年会議所青少年育成委員長 横山康弘さん（砺波市・３６歳）

23 パネルに触るとギョッ！ 砺波 イオンに不思議な水槽 実物と映像楽しんで

23 ロビー展 北陸銀行中田支店 

富山 25 富山文芸 歌壇 佐伯裕子選 一位 砺波市庄川町三谷 山森和子

25 〃 俳壇 稲畑廣太郎選 二位 砺波市表町 源通ゆきみ

27 「だいてやる」驚いた 日本女子大生 砺波で方言調査

27 ドクターヘリ要請最多 砺波地域消防組合

27 砺波地方介護保険組合議会が定例会 砺波市役所で

27 移築の地蔵堂で祭り 砺波 旧中嶋家でえんなか会

29 砺波で２７、２８日 出場チーム紹介③ 第２０回記念チューリップカップ小学生バレーボール大会

29 日清食品カップ第32回全国小学生陸上交流大会 男子 ジャベリックボール投げ決勝 ㉘   辻哲誠（となみＡＣ）

29 第11回全日本ハイシニアソフトボール県大会 決勝 富山シニアクラブ１７－４となみクラブ

北陸中日 1 北陸観光不動の本命 ネット全国調査 富山 立山黒部、ホタルイカ

13 富山のチューリップ快挙 国際コンで３品種金賞

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 ガイド 中学生清流展作品展

  ２６日　金曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 ギカイのはてな？  ■弔電・香典

23 オランダから友好の椅子 砺波・チューリップ四季彩館 大阪の総領事館が寄贈

30 台湾・嘉義市と売買契約準備 県産チューリップ球根今冬輸出へ 県花卉球根組合など現地で栽培指導も

富山 2 連携中枢都市ＨＰ開設方針 県西部市議会議長会

3 県内に付加車線１０㌔ 東海北陸道

21 友だちとおやつ作り 砺波市出町児童センター

21 鷲本さん優勝 第１９回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

北陸中日 15 富山の２区間４車線化 東海北陸道年度内にも着工

16 Popress シンガーソングライター 鼻毛の森インタビュー

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

日本経済 39 富山の２区間で４車線化を試験 東海北陸自動車道

  ２７日　土曜日
北日本 11 第５８回県短歌大会入賞作品 【大会賞】天位 砺波市 小林圭子【秀逸】砺波市 坪本幸世

21 混沌の世界表現 砺波 県内作家が企画展

21 全国４位入賞を夏野市長に報告 砺波 庄西中新体操部

21 海王丸パークで海の風景描こう １０月 庄川美術館講座

21 ポロシャツで市の魅力発信 砺波 となみんポロシャツ

21 おやつ作りで児童が交流 砺波 出町児童センター

富山 25 ダンスや体操で交流 砺波誠友病院、納涼祭

25 新となみんポロシャツ 砺波市と市観光協
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27 庄西新体操部全中４位を報告 砺波

27 県中体連陸上記録会 男子 １年１５００㍍①瀬川翔誠（庄西）４分３７秒５０

27 〃 女子 ２年１５００㍍②吉江（出町）

27 〃 女子 ３年ジャベリックスロー①前川愛里（出町）４３㍍２０＝県中学新

27 デスク日誌 砺波市と体操男子

北陸中日 17 ふるさと愛でしょ となみんポロシャツ大人気

17 庄西中新体操４位報告 全中、砺波市長に 北信越大会へ意欲

読売 28 国際園芸博で３品種金賞 県産チューリップ ２品種も銀賞海外展開に弾み

  ２８日　日曜日
北日本 6 日曜特番とやま 地方議会県民世論調査 議員報酬「今のまま」４０％

11 北日本文芸 歌壇 入選 砺波市 岡田淑枝、山森和子、近藤令子、堀田節子

11 〃 詩壇 砺波市 蓮井信吉

11 〃 俳壇 人 砺波市 廣橋玉枝、今井久美子 佳作 砺波市 藤井哲尾 他

11 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

24 祭り存続へ願い込め 砺波・秋南自治会 住民らタイムカプセル埋設

25 声楽・安念さんのステージを堪能 砺波 県退職公務員連盟研修会

25 議会日程 砺波市

25 防災に役立つ技術・知識 砺波 ボーイスカウトによる「全国防災キャラバン」

29 複合災害想定し５０００人 県総合防災訓練 砺波・小矢部・南砺万一の対応確認

29 わんこも一緒に避難だぞ 砺波

29 自転車と車衝突 富山の女性重傷 ２７日午後４時２０分ごろ、富山市婦中町下吉川の県道で

富山 13 リオ・パラ五輪へ県選手決意新た 夏野市長に抱負を語る宮島選手＝砺波市役所

24 砺波・市谷はバケツリレー 市谷自主防災会による防災訓練

25 タイムカプセル３３年後楽しみ 砺波・秋南自治会 観音様大例祭に合わせ

25 平木、斎藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会

26 男子４チームが決勝へ 砺波・チューリップ杯バレー

29 複合災害に備え 県総合防災訓練 １３３機関５０００人参加 砺波など３市

29 地鳴り 自分流の毎日取り戻そう 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

北陸中日 14 １０会場で県総合防災訓練 砺波 エコノミー症候群対策学ぶ 

  ２９日　月曜日
北日本 8 人生の機敏描く 「渤海」７２号

8 とやま文芸散歩 川井城子 中邨宗承 砺波市在住

14 陸上 県中学校体育連盟記録会 記録結果

14 陸上 第４３回砺波競技選手権大会 大会結果

14 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ １部第１０節 水橋FC11-0庄西中

19 木製ベンチできた! 庄川中生徒や保護者ら 地域への思い込める

19 伊香保温泉で丸太乗り大会 庄川水まつり関係者

19 ステージや料理で住民らと触れ合う 砺波 北陸コカ・コーラ砺波工場

19 息そろったよさこい披露 砺波 砺波誠友病院

24 元砺波広域圏消防本部次長 瀨川さん（庄川）の受章を祝う

富山 13 郷土愛込め木製ベンチ 木工の町 50脚製作 砺波・庄川中 全生徒と保護者

13 瀨川氏の叙勲祝う 砺波

13 泉野夫婦組と田村・大谷組Ｖ 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第２０回男女ペア大会

13 砺波で福祉健康大会 ２８日、市文化会館で

13 安念さんの歌声楽しむ 県退職公務員連盟砺波市支部の女性部研修会

15 砺波・チューリップカップ小学生バレー 男子 南条Ｖ、女子 野村（高岡）準優勝

17 デスク日誌 若者がくれるパワー

  ３０日　火曜日
北日本 1 注目のニュース 球根の腐敗病を抑制

16 読者のひろば 短歌バトル続けて 砺波市 別所武（無職 ７７歳）

16 〃 「成長」見守りたい 砺波市 小西文子（主婦 ７２歳）

19 ３１人２８団体表彰 砺波 市福祉健康大会

24 県花のまちづくりコンクール 花と緑の銀行

24 県内１１人が再入選 日本伝統工芸展

25 活性炭で腐敗病抑制 チューリップ球根 県園芸研・川部主幹研究員が発見
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富山 2 社説 県産チューリップ 国際評価を輸出の力に

19 わが町朝市夕市 砺波市

22 県内１１人が再入選 日本伝統工芸展

22 県花のまちづくり入賞発表 花と緑の銀行

23 第６０回北陸陸上選手権兼第１０１回日本選手権北陸地域予選 女子５０００㍍①白江彩（砺波高）１８分２６秒３３

25 地鳴り 昔は地域が家庭を助けた 春川正人 ６９歳（砺波市）

25 〃 女性が強い昔とは違う 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

  ３１日　水曜日
北日本 1 リオで輝け県関係選手 宮島ら出発 パラ五輪選手団

17 ＲＩＯパラリンピック２０１６ 開幕まで１週間 車いすバスケ 宮島経験生かす

19 富山第一初戦は砺波 １０日から秋季県高校野球

26 元気にパス・シュート 砺波 ＪＦＡキッズ（Ｕ-６・８）サッカーフェスティバル２０１６ｉｎ砺波

27 防災意識向上へ災害写真を紹介 砺波 イオンモールとなみ

27 第２次市総合計画案を諮問 砺波 砺波市総合計画審議会

富山 3 正社員求人１．１７倍 ７月過去最高、全国２位

4 「辛口 玄」デザイン一新 若鶴酒造３４年ぶり

25 被災の現場、写真４８点 イオンモールとなみで展示

25 第２次総合計画案諮問 砺波市審議会１７年度から１０年間

25 県園芸研が技術発表 チューリップやタマネギ生産

27 「春」へ４６チーム挑む 秋季県高校野球 来月１０日から熱戦

29 地鳴り 泣くに泣けないイノシシ被害 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

29 コント 砺波・たぬき

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

15 活性炭で抑制考案 チューリップ球根の腐敗病

15 富山第一初戦は砺波 秋季県高校野球 組み合わせ決まる

読売 27 県人らしい戦いに感動 砺波市・伊藤満里子70、別所武77

朝日 25 組み合わせが決定 秋季県高校野球４７校４６チーム出場

毎日 22 組み合わせ決まる 北信越県予選 来月１０日、熱戦開幕

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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