
　　　　　　　２０１９（令和元）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　木曜日
北日本 20 県内美術館・博物館の催し(８／１～８／７) 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 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）

26 石黒選手健闘誓う 砺波市役所訪問

27 ６２チーム３５０人熱戦 ４日越中座「ビック碁」開幕　第２６回県市町村交流囲碁団体戦

40 学生書道展特別賞に７２点 書径舎の第４５回学生書道展　書道芸術院理事長賞ほか

41 加越能路線バス最大５０円値上げ 消費税増税に伴う路線バスの上限運賃改定を申請

41 県ＰＴＡ三行詩コンクール 林・島田・大岡さん最優秀

北日本別刷り 5～19 Ⅼｉｖｅ　ｉｎ　Ｔｏｙａｍａ 子どもとしっかり向きあう幸せほか

富山 4 消費増税で運賃改定申請 加越能バス

15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り 羽場家や発電所見学　黒田和也　４２歳(砺波市)　

23 うけてる講座 マジック入門　アピタ砺波スタジオ

23 夏休み　ジュニア講座 イオンモールとなみスタジオ　アピタ砺波スタジオ

27 水道工事　若手が研修 県西部６市、高岡で初実施

29 ＧＴＡ４８が初優勝 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

30 石黒副主将必勝誓う 砺波市役所訪れ

北陸中日 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

13 イベント 庄川水まつり

15 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校　③ 砺波市庄西中

29 深堀りＴＯＹＡＭＡ　ＢＢＴ連動企画 砺波・古民家改装の民泊　ペットと泊まれる散居村

読売 28 絵本の世界に夢中 砺波　ピーターラビット展　チューリップ四季彩館

28 高齢者叙勲　瑞宝双光章 寺嶋惇氏（元砺波市立砺波東部小学校長）

朝日 21 「患者さんの人生聞かせて」 看護部長ら冊子づくり　砺波総合病院

21 ベルマークだより 【６月の運動】砺波北部小

 ２日　金曜日
北日本 1 庄川町で豚コレラ　 野生イノシシから検出　県内２頭目

4 全国アンケート　民泊規制　都市部は支持 射水と舟橋　規制支持　県など１１自治体「不要」

5 全国学力テスト市町村別成績 公表巡り対応分かれる

17 旬を召し上がれ　素材の香り存分に 市場レポート　砺波のニラ入荷増

19 声の交差点 幻の予科練習生　村中正敏　８９歳（砺波市 ）

29 自衛隊と消防連携強化 砺波消防署が自衛隊災害派遣研修会を開いた

29 漏水調査や給水工事学ぶ 県西部６市の水道事業所が技能体験研修

30 写真鑑賞や散策楽しむ 県西部親子バスツアー

30 阿弥陀如来立像を開帳 砺波市大窪の常福寺に伝わる国指定重要文化財・木造阿弥陀如来立像

34 きょうの催し 砺波

35 男女３人がＯ１５７ 砺波更生センター管内

37 庄川町　豚コレラ　「養豚場侵入させぬ」 農家　感染拡大へ危機感

富山 1 砺波・庄川　豚コレラ 県内２頭目　イノシシ感染

3 豪雨備え改修を 北陸治水連合会　

4 保険の契約件数　１、２位で表彰 「ほけんの窓口グループ」

13 地鳴り 台風一過の朝の風景　紫藤道子　８４歳(砺波市)

16 くらしの日記 西田哲学再び　春川正人　７２歳（砺波市）

20 陸自金沢の中隊長「災害時の連携重要」 砺波消防署が研修会

20 氷見サッカーフェスティバル あすから４年の部　チーム紹介

21 国重文の阿弥陀像１年ぶりにご開帳 砺波・常福寺

24 続　ふるさと再見⑤ 髙瀬神社で考えた　牛岳から望む「人の縁」

24 豚コレラ　県内ジビエ痛手 業務自粛の加工施設も

24 Ｏ１５７新たに３人の感染確認 砺波センター管内

北陸中日 1 庄川でも豚コレラ 県内２例目　野生イノシシ死ぬ

9 「ほけんの窓口」表彰　富山銀行員が１、２位 販売実績を評価

読売 25 豚コレラ　砺波でも確認 野生イノシシ　２例目　養豚農場異常なし

25 男女３人　Ｏ１５７感染 県西部に住む２０～６０歳代の男女３人

朝日 18 第３９回　朝日新聞社旗争奪少年野球大会　参加３３チームの意気込み　上 少年の夏　１１日開幕

19 ニュース短信 野生イノシシの豚コレラ感染２例に

毎日 20 また豚コレラのイノシシを発見 砺波・近くに養豚場

 ３日　土曜日
北日本 5 ふるさと納税 最多更新 県内５割増 全国では最下位

25 親子で給食メニュー調理 夏休み親子料理教室が砺波市学校給食センターで開催

25 １５施設に防犯器具 防犯器具「ネットランチャー」の説明会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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25 鷹栖小に激励金贈呈 砺波ロータリークラブ

25 きょうもにっこり 砺波市美術館で個展開催中の書家 早苗立道さん

27 利賀ダム早期本体着工を 利賀ダム建設促進期成同盟会

27 軟式野球 会長杯争奪学童ナイター大会 大会結果

27 １１月１３日 作品受け付け 越中アートフェスタ

27 北方領土学ぶ　中学生視察団 生徒１８人　北海道入り　道庁でメッセージ伝達

30 きょうの催し 実技講座「人物像を造る」 ～４日、庄川生涯学習センター

35 ２養豚場 異常なし 豚コレラ 県が立ち入り検査

35 捕獲イノシシ 全頭血液検査 砺波市 感染防止徹底

35 ３日連続で秋ケ島猛暑日 砺波市の畑で９０代男性が倒れた

富山 5 砺波発カラフル麺 生産５割増 柿里 贈り物に採用多く

24 チューリップ公園 会員が清掃奉仕 砺波市シルバー人材

25 砺波産野菜でカレー 市給食センター 親子２５人が料理

25 利賀トンネル着工へ 砺波で建設期成同盟会

25 タマネギ出荷 児童が体験 ＪＡとなみ野女性部

25 県共同募金会に寄付 豊凛化粧品

26 広告 第３５回庄川水まつり

30 ２養豚場 県が立ち入り 豚コレラ 砺波、南砺の監視対象

北陸中日 5 発言 考えさせられたドライブ　上野亮平 ７６歳（砺波市）

15 富山県内でも豚コレラ 取材記者から

読売 26 ふるさと納税６億６７１２万円 昨年度、１．５倍に 返礼品に「富富富」奏功

27 豚コレラ 情報発信強化 砺波市 対策を協議

朝日 24 第３９回 朝日新聞社旗争奪少年野球大会 参加３３チームの意気込み㊦

 ４日　日曜日
北日本 19 声の交差点 退職後の職場見学　武部幹夫　７８歳(砺波市)

21 塑像作りに励む 砺波市庄川美術館の彫刻実技講座「人物像を造る」

21 丸太の上　バランス勝負 庄川水まつり　きょうまで　１７５㍍滑り台に歓声

21 きょうもにっこり 砺波市鷹栖小学校教諭　今井昭浩さん（砺波市・５５歳）

22 越中おわら節全国大会 一般　盛崎さん（高岡）優勝　こども　平野さん（砺波庄南小）　シニア　京角さん（射水）

22 スリー・ティ創業５０年祝う スリー・ティ創業５０周年記念式典と祝賀会

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 コント 砺波・越中之助

20 流木乗り　児童が熱戦 庄川水まつり　１７５㍍スライダー人気

21 地元産野菜が人気 砺波で市場フェス

21 創業５０周年祝う 砺波・スリー・ティ

21 宇野さんが優勝　 第３回健康麻将小杉ふれあい太閤の湯杯

21 アユつかみ歓声 砺波・ちゅうりっぷ保育園

22 氷見サッカーフェス　４年生の部開幕 県勢７チーム決勝Ｔに　

22 「小規模多機能」を推進　 県西部自治会長会が研修

北陸中日 1 小杉、小杉南中　代表に 中部吹奏楽　県大会が開幕

10 １７５㍍豪快スライダー 庄川水まつり開幕

読売 24 富山　県内宿泊増目指す キャンペーン「とやまのおいしい朝ごはん」で、宿泊客獲得を目指している

 ５日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　７月の入選作 佳作　「老（露）店主」　松長信一（砺波市千代）

16 バスケットボール　県社会人リーグ 第４試合

19 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市　中嶋一雄）

22 砺波　出町中マーチングバンド　壮行演奏　息ぴったり ハンガリーで２０日公演

22 ぼだい樹祭にぎやか 障害福祉サービス事業所「ワークハウスとなみ野」と地域活動支援センターとなみ野

富山 7 月曜川柳　乱反射 川辺久松(砺波)

7 地鳴り 交通安全運動に参加してほしい　犀川寮明　７１歳(砺波市)

10 文芸喫茶 海潮砺波歌会４月例会

12 砺波・太田地区でパトロール隊出発 砺波市太田地区防犯組合の防犯パトロール隊の出発式

13 アユ手づかみ　子ども笑顔 砺波・庄川で２万匹

13 流木乗り選手権白熱 無鉄砲リーフグリーンが優勝

15 エヌスタイル４連覇　氷見サッカーフェス・４年生の部 大谷に２－０　日南田がＭＶＰ

15 砺波地区寿野球定期リーグ戦 弁財天野球場ほか

19 熱中症８人搬送 富山　１５日連続真夏日　砺波市３３．２度

読売 23 丸太ぐらぐら　 庄川水まつり

６日　火曜日
北日本 20 アユ探しに夢中 庄川　砺波市漁業協同組合がアユのつかみ取り大会

21 家族のチカラ　父子で郷土史発刊　 砺波　松井義行さん　車いすの克栄さん　資料収集・執筆　二人三脚

27 ニュースファイル ６５歳女性はねられ重傷　砺波市太田の県道交差点

29 上平で豚コレラ 野生イノシシ　県内３頭目　菅沼の国道沿い

富山 20 イラスト 元気してますか　島田紘子（砺波市）

23 「雪たまスープ」贈る 南砺・髙瀬神社　地元農家後押し
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23 砺波・若林　中学生に宿題教わる 児童が「メダカの学校」

23 し尿処理施設の委託　債務負担行為を可決 砺波地方衛生組合議会

24 砺波平野の恵み学ぶ 散村地域研究所が講座

29 南砺でも感染イノシシ 豚コレラ　菅沼、合掌集落近く　

北陸中日 1 南砺のイノシシ　豚コレラ３例目 南砺市菅沼の国道１５６号の道路脇

13 友好深める夏　砺波／トルコ チューリップ原産地　ヤロバ訪問　姉妹都市３０周年祝う

読売 27 豚コレラ　南砺でも 野生イノシシ３例目

朝日 24 北陸吹奏楽コンクール　９～１１日　金沢で １０日　【中学Ａ】

25 がんばれ！高岡商 選手１８人の意気込み

 ７日　水曜日
北日本 1 夏の甲子園開幕　石見智翠館（島根）に６－４ 高岡商延長制す

12 佐賀で全国高校総合文化祭　富山の豊かな自然　発信 ３３校２３０人　１７部門参加

16 第１０１回　夏の甲子園　第１日 堀　速球でピンチしのぐ

19 仲間と集う 金岡会　砺波市「越中庄川荘」

19 仲間と集う 若神組法谷仏教婦人会（砺波市　近藤令子）

21 昔話題材に紙芝居 砺波南部小　児童が下絵描き

21 冷茶でもてなし 南砺福野・平高茶道部　合同茶会が北日本新聞砺波支社で

21 みんなで街中探検だ！ こども冒険塾　５泊６日で野外活動

23 来場者１１０万人達成 チューリップ四季彩館

23 利賀ダム本体工事　工程提示を提言 建設事業監理委

29 ニュースファイル 卑わいな行為の疑いで男逮捕

30 社福法人「渓明会」石動で来年度開設 高齢障害者　日中も安心　県内先駆け　新タイプで支援目指す

31 線路脇に遺体　列車と接触か　 高岡のＪＲ城端線

富山 3 特産化推進のタマネギ　今年産作付１９６㌶に 県内　横展開で上積み

5 きょう砺波、津に出店 クスリのアオキ

13 地鳴り 自然の魅力と大切さ伝え　砺波市　北清俊一（６２歳）

17 全国高校野球開幕 高商　初戦突破　主将森田　４打点

23 郷土の民話　紙芝居に 砺波・東野尻で児童８人　「九本杉」「白いへび」１１月に発表

23 四季彩館　入館１１０万人 砺波　山木さん（高岡　下関小）に記念品

23 利賀ダム工期　見直しが必要 砺波で監理委　

24 トップに聞く　２５ 柿里（砺波市）　佐藤幸博社長　伝統担い　必要な存在に

25 午前様が決勝進出 第１９回国体記念ナイター野球大会

28 ワクチン７市町で散布 豚コレラ、あす富山先行実施

28 下半身露出容疑の男逮捕 富山県迷惑行為等防止条例違反の疑い

28 熱中症の疑い　 ８市町１２人搬送

28 線路脇に高齢女性遺体 高岡の城端線　列車にはねられたか

北陸中日 1 高岡の８９歳が線路脇で死亡 城端線に接触か

読売 30 よみうり文芸 短歌　下保憲一（砺波市）

31 高岡　線路脇で８９歳死亡 高岡市新寺町のＪＲ城端線線路脇

毎日 4 ひと 落語芸術協会会長に就任した　春風亭昇太さん

22 事件・事故 高岡市のＪＲ城端線線路脇に女性遺体

 ８日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し(８／８～８／１４) 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 南部九州総体　第１２日 弓道　【男子個人予選】

23 声の交差点 スマホに挑戦　小西文子　７５歳(砺波市)

33 砺波署　路上強盗容疑で逮捕 ３７歳男　わいせつ行為も認める

富山 1 揺らめく路上　富山市内「陽炎」「逃げ水」 県内４地点で猛暑日　砺波市で３５．０度　熱中症１２人搬送

3 豚コレラ対策　「夏が勝負」 県、きょうワクチン散布　

16 高校総体　富山勢の成績 弓道　【男子個人予選】

22 網発射で不審者制圧 砺波　１５幼保施設に配備　女性職員も操作簡単

22 独自の書風追及　墨彩画、篆刻展示 砺波で早苗立道さん

25 猛打賞石黒「次も暴れる」　高岡商　調整再開 １２日　神村学園戦へ闘志

北陸中日 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 全国高校総体 弓道　【男子個人予選】

読売 27 不審者にネット発射！砺波市 保育所などに配備　「ネットランチャー」

27 イノシシ用ワクチン散布 豚コレラ　富山で先行　豚接種は慎重

 ９日　金曜日
北日本 1 豚コレラワクチン散布 県  野生イノシシ向け開始

5 小中全科目で全国平均超え 砺波市 全国学テ結果

10 磨き上げた歌声競う 第４６回北日本民謡舞踊県大会  ３１日オーバード・ホール

14 南部九州総体 第１３日 弓道 

19 声の交差点 攻めの野球貫け  南砺市 今井春継（６６歳）

23 スマホ画面で増山城散策 ３ＤＣＧで再現  市教委がアプリ開発
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24 深層水パスタ ぷりぷり 日本製麻  市農商工推進協と開発

24 モモ甘くておいしいよ 園児摘み取り

24 通学路の安全点検 市教委

25 県代表に５校 全国音楽コンクール県大会

25 軟式野球 会長杯争奪学童ナイター大会 準決勝  砺波東部２０－３庄南

31 「感染防げるのか」 富山 豚コレラワクチン散布  効果に５０日 不安拭えず

31 家宅捜索で被害品 砺波 路上強盗  押収品・供述 逮捕決め手

富山 13 地鳴り 船でキス釣り 息子たち大喜び  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

15 高校総体 富山勢の成績  弓道

23 高校生ものづくり 最優秀に重原さん 第１９回高校生ものづくりコンテスト県大会  最優秀賞  重原良太郎さん（砺波工３年）

26 富山でワクチン散布 南砺は１３日、砺波は１４日から  豚コレラ対策

27 砺波で路上強盗容疑、男を逮捕 胸触りバッグ奪う

北陸中日 1 ワクチン餌 県畜産研に散布 豚コレラ対策  野生イノシシ用

13 第８６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール審査結果 【小学校の部】金賞 砺波市出町小  【高校の部】銅賞　砺波高

13 全国高校総体 弓道 

25 バッグ強盗の疑い 黒部の３７歳男逮捕 砺波署

読売 20 読売俊英賞に堀澤さん 読売書法展入賞・入選者

20 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

21 豚コレラ 防衛線構築へ イノシシ用ワクチン  ５市町で順次散布

21 砺波の路上強盗 ３７歳容疑者逮捕 強制わいせつでも

21 増山城跡アプリで探索 砺波市教委配信  ＡＲ駆使 ゲームやクイズ

朝日 23 「瓜裂清水」でいれました 砺波・道の駅  １５日までコーヒー販売

23 豚コレラワクチン散布へ 野生イノシシの感染拡大防止

23 １１０・１１９ 強盗などの容疑で逮捕

毎日 26 ギャラリーだより 平田昌輝個展「Ａｒｔｉｆａｃｔｓ」

26 強盗容疑などで黒部の男再逮捕 砺波署

26 経口ワクチン餌富山で先行散布 豚コレラ

27 毎日書道展北陸展 会期中の催しガイド

 １０日　土曜日
北日本 17 仲間と集う 三十の会（砺波市　干場榮蔵）

21 北信越中学総体 陸上　【男子】２年１００㍍

21 北信越中学総体 水泳　【女子】平泳ぎ１００㍍

21 北信越中学総体 ソフトボール　【女子】

21 北信越中学総体 新体操　【女子】団体

22 サッカー　高円宮杯県リーグ 【Ｕ－１５】　１部　８節

26 ６５㌔歩いて看板奉納　雄山山頂３００３㍍　あす「山の日」に合わせ 砺波の書道家　藤井さんと登山仲間　立山への感謝表現

26 音楽通じ交流深める 砺波工業高校吹奏楽部の演奏会

27 砺波東部スポ少Ｖ　 会長杯争奪ナイター野球　砺波市野球連盟

32 ３日連続の猛暑日 県内　熱中症１５人搬送　

33 庄川町　また豚コレラ 県内４頭目　感染イノシシ生け捕り

富山 1 豚コレラ　県内４頭目 砺波・庄川で感染イノシシ　生きた状態で初

1 県内４カ所　猛暑日 高岡３６．５度　富山３６度　熱中症１５人搬送

1 １０橋１トンネル「緊急措置必要」 県内

2 呉西圏域に進出を　首都圏企業にＰＲ 東京で交歓会　

3 防止柵　月内に全養豚場に　捕獲強化へ　箱わなも発注済み 知事会見　豚コレラ防止「全力投球」

22 ＡＲアプリで増山城跡学ぶ 砺波市教委

22 モモ収穫し歓声 砺波で保育園児

22 フレイル対策呼び掛け 砺波総合病院

23 砺波・青島　４０年ぶり盆踊り １７日、夏の集いで復活

23 砺波学園で演奏会 砺波工高吹奏楽部

23 合唱団となみ患者の心和ませ 砺波総合病院

24 県代表に出町小など５校 第８６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクールの県大会

26 全科目で全国平均を超える 砺波市

26 事件・事故 砺波の強盗容疑で男送検

北陸中日 31 県内４例目豚コレラ 砺波のイノシシ、捕獲個体初

読売 26 砺波市合併１５周年記念 「安野光雅展　絵本とデザインの仕事」

27 豚コレラ　４例目 砺波の野生イノシシ

朝日 23 ニュース短信 野生イノシシの豚コレラ感染４例に

毎日 24 行政ファイル 新たに砺波の野生イノシシから豚コレラを検出

 １１日　日曜日
北日本 1 外国人客「増える」５１％ 富山県と８市２町「増」

3 政府・与党の豚コレラ対策 豚へのワクチン賛否

9 在りし日思い功績しのぶ 新盆を迎える県人・ゆかりの人

17 声の交差点 孫の立山登山 砺波市 武部幹夫（７９歳）

17 声の交差点 「豊かな富山」継承 砺波市 上野亮平(７６歳）
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19 「とやまもよう」のうちわ作り教室 北日本ときわ会

19 見出し拾って記事読んで 学習塾が講座

28 きょうの催し 砺波 第５回砺波市長杯パークゴルフ大会

28 とやまｗｅｂｕｎランキング ３～９日 ⑤砺波署 路上強盗容疑で逮捕 ３７歳男わいせつ行為も認める（７日）

富山 1 県境でワクチン散布 豚コレラ対策 富山、石川連携

7 地鳴り 汗みどろの草刈り作業 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

18 遊休農地で野菜づくり 砺波地区農業青年協

18 ５０年目の同級会に笑顔 旧砺波北部中

21 午前様クラブＶ 第１９回国体記念ナイター野球大会最終日

23 五輪で「外国客増」５１％ 富山県と１０市町「増える」

25 ほたるいか 砺波市埋蔵文化財センターの土偶のペーパークラフト教室

朝日 17 吹奏楽コンクール 北陸大会 富山大付小が最優秀 芳野中・富山大 代表に

 １２日　月曜日
北日本 14 南部九州総体　第１６日 なぎなた　【個人予選リーグ第１コートＦブロック】ほか

17 卓球　全農杯全日本選手権大会（カデットの部）県予選 【男子】シングルス　ダブルス

18 がんばれ高岡商 高岡商ナインひと言　石黒優希捕手

21 声の交差点 感謝の心でプレー　砺波市　浦島外美子 （７０歳）

23 力合わせ魅力的舞台 ３１、１日　砺波で市民ミュージカル　稽古に熱　衣装準備着々

23 歌声で患者に癒やし 砺波総合病院でオアシスコンサート

24 富山の百山　課題考える 県山岳連盟砺波登髙会が講演会

富山 1 ふるさと　人の波 熱中症１４人搬送

9 コント 砺波・越中之助

10 高校総体 なぎなた　【個人予選リーグ第１コートＦブロック】ほか

21 カブトムシを観察 砺波・頼成の森

21 第２回栴檀野親善ゲートボール大会 福岡が優勝

23 砺波スポ少Ａ、庄西中Ａ ６段以上は加藤制す　第１９回板橋杯争奪剣道大会

北陸中日 11 全国高校総体 なぎなた　【個人予選リーグ第１コートＦブロック】ほか

11 北信越中学体育大会 水泳　【女子】　自由形５０㍍

11 北信越中学体育大会 新体操　【女子】

11 電子回路設計など工業系高生が競う ものづくりコン県大会

読売 25 高校総体２０１９ なぎなた【演技決勝トーナメント１回戦第２試合】

朝日 18 朝日新聞社旗争奪少年野球 ３３チーム　熱戦始まる

18 全国高校総体　１１日 なぎなた【演技決勝トーナメント１回戦】

18 ベルマークだより 【７月の運動】砺波市　庄南小、砺波東部小

 １３日　火曜日
新聞休刊日

 １４日　水曜日
北日本 13 陸上 県民体育大会兼国民体育大会第３次予選会 【男子】共通円盤投げ②河原志穏（砺波工高）ほか

16,17 第１０１回　夏の甲子園　第７日 荒井完投 ピンチで粘り

25 ミニバスケットボール　第１０回ラビッツ杯塚原交歓会 大会結果

25 グラウンドゴルフ 鷹栖グラウンド・ゴルフクラブ月例会 大会結果

25 パークゴルフ 砺波市長杯 大会結果

29 ニュースファイル 出合い頭に衝突 女性重傷

30 核廃絶願い彫刻ゴジラ 井波彫刻師 長崎出身 音琴さん  「世界平和を表現」

31 南砺でワクチン散布 豚コレラ対策 イノシシ向けに県  １３日検査分は陰性

31 男女の遺体 庄川で発見 砺波・南砺

富山 13 第１０１回全国高校野球選手権大会 第７、８日 荒井完投 魂の１１８球  高岡商１６強

13 １８歳迎えて初戦 もっと良い日に 石黒優、活躍期す

19 墓参用の切り花特売 道の駅砺波も販売

21 総曲輪コレクション 「リトル・ウイングス」の華麗なチアダンス

24 夏の甲子園 ２年連続２勝 高岡商「８強行くぞ」 スタンド 歓喜、悲鳴…最後は笑顔

24 車同士衝突、２人重軽傷 １３日午前８時２５分ごろ

25 経口ワクチン本格散布 豚コレラ  南砺で県内初

25 小牧ダムに男女の遺体 砺波、南砺署  死因、身元調べる

北陸中日 16 これぞ高商野球 粘り勝ち ２年連続１６強

17 砺波の中学美術部員 絵のお礼で招待受け トルコ大使館 感動訪問

17 日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会 【男子】コンバインド総合Ａ㉒佐伯悠良（となみＡＣ）

17 県民体育大会陸上競技兼国民体育大会第三次予選会 【男子】共通円盤投げ②河原志穏（砺波工高）ほか

21 第１０１回全国高校野球 １２日（第７日）の高校野球 荒井 強気の内角攻め  完投で高岡商３回戦へ

26 砺波の庄川で男女遺体発見 １３日午前１０時３５分ごろ

26 風紋 大門素麺

読売 20 １０１全国高校野球  第７日（１２日）の試合 高岡商エースたくましく  失策の後輩 救う完投

朝日 23 第１０１回全国高校野球選手権大会 高岡商 猛追こらえた

23 大島フェニックスＶ 朝日新聞社旗争奪少年野球

毎日 15 第１０１回全国高校野球第７日 高岡商 逃げ切る
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20 書家６人 揮毫披露 毎日書道展北陸展  豪快さで観客魅了

20 第１０１回全国高校野球２回戦 高岡商 反撃振り切る  安堵と歓喜の観客席

 １５日　木曜日
北日本 1 戦友悼み彫り続けた故水本さん　庄川 平和　遺志継ぎ　石像の美術館　友人　松村さん開設へ

12 ビエンナーレＴＯＹＡＭＡ第５期 ２０日まで県美術館

14 県内美術館・博物館の催し（８／１５～８／２１) 砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

17 県内外２８チーム熱戦 立山杯少年サッカー　Ｅブロック

24 私のイチ押し！ポップサーカス富山公演 ②アフリカンハンドボルテージ　砺波市神島　西田豊二さん（７０）

26 庄川の２遺体　死因は心臓破裂 砺波、南砺両市の庄川で見つかった男女の遺体

27 誘客への打撃心配　富山－ソウル便ＬＣＣ運休 観光関係者に動揺

27 漁協組合長　遺体で発見 砺波　庄川

富山 13 くらしの日記　終戦記念日 紫藤道子　８４歳(砺波市狐島)

17 令和に語り継ぐ戦争体験　富山の地から 戦時下の生活　遺品で伝え　砺波民具展示室に市文化財７２点　兵士の千人針、防空頭巾…

18 氷見シーサイド少年野球　１７日開幕 出場チーム紹介㊤　Ａトーナメント　砺波北部スポーツ少年団野球部（砺波市）

22 ４地点で猛暑日 砺波市で３５．１度

22 砺波で経口ワクチン散布 豚コレラ対策、県内２市目

23 アユ漁の組合長死亡 庄川　砺波市漁協の太田さん

23 小牧ダムの男女遺体　心中図った可能性 死因は心臓破裂

北陸中日 11 イベント サマーフェスティバルｉｎ砺波チューリップ公園　１７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

14 頂へ！　高商ナイン　２０１９　甲子園 エース想定　打ち込み入念

27 アユ取り中転倒か　砺波の男性が死亡　 砺波市下中条の庄川

27 台風１０号　きょう上陸 西日本縦断へ　総雨量１２００㍉予想　県内でも風雨警戒

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

23 暑さなんか平気　砺波 砺波チューリップ公園　カンナが見頃

23 砺波で釣り人死亡 １４日　砺波市下中条の庄川

朝日 21 １１０・１１９ 庄川で男性死亡　１４日　砺波市下中条の庄川

毎日 24 事件・事故 庄川に男性の遺体　１４日　砺波市下中条の庄川

 １６日　金曜日
北日本 1 サンダーバード・しらさぎ　台風影響　きょう終日運休 城端線で上下線計２本運休

17 声の交差点 旅先で富山思う　北島嘉孝　４８歳(砺波市)

17 仲間と集う 東海大同窓会富山支部白鷗会総会（砺波市　坂井勇雄）

19 事故防止呼び掛け　パトカーの展示も 日本自動車連盟富山支部と砺波署が交通安全キャンペーン　イオンモールとなみ

19 「地域ビジョン」歌と映像に となみＪＣ　９月度例会で発表

富山 1 富山空港３７．２度 砺波市３５．４度　今年最高気温

17 地鳴り 管理されないお墓が増える　角栄一　６７歳(砺波市)

19 古民家民泊にカフェ 庄川で来月開業　住民憩いの場に

19 藤井碧峰書作展 北陸銀行砺波支店

19 議会日程（９月定例会） 砺波市

20 男子は式部・梅基　女子は瀬戸・河原Ｖ 全日本卓球選手権（カデットの部）県予選　【男子】ダブルス　シングルス

25 南砺のイノシシ　豚コレラ陰性 南砺市で１３日に捕獲されたイノシシ

読売 23 台風影響　特急６４本運休 きょうも終日　雨と暑さ　注意喚起

 １７日　土曜日
北日本 9 北日本歌壇の集い 高岡会場　中井溥子(砺波市)　

25 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）７月実施 第１９４回段位暗算検定試験　２段

25 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）７月実施 第２６６回段位珠算認定試験　２段

25 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）７月実施 第３１９回珠算検定試験　１級ほか

25 文部科学省後援第３９２回全珠連検定試験合格者 【珠算】３級

25 スゲに新用途　敷物に加工 高岡民芸　商品化を検討　となみ散居村ミュージアムで開かれる茶会で使用

25 きょうもにっこり となみ青年会議所理事　山田恵さん

29 「チームワーク生かす」　砺波出町中マーチングバンド　ハンガリーへ出発 ハンガリー・デブレツェン市で開かれる「フラワーカーニバル」に出演

31 豚コレラ　県内５頭目 砺波で感染イノシシ捕獲

富山 1 台風　県内ナシ１０㌧落果 八尾風速２４．８㍍　列車再開、帰省客ら安堵

9 地鳴り エアコン活用で夏を乗り切る　藤井昭通　４７歳（砺波市）

19 砺波・庄西中　全国大会へ意欲 新体操、ソフト部

19 呉羽梨　親子で見学 県の「親子でエコ農業探検ツアー」

23 豚コレラ　県内５頭目 砺波・井栗谷　野生イノシシ感染

北陸中日　 7 コーンなの取れた‼ 砺波でアルビス　親子　エコ農業体験

15 再読！週刊ＮＥＷＳ 【９日】砺波市で捕獲した野生イノシシ一頭が豚コレラに感染

27 砺波のイノシシ　豚コレラを確認 市内３例目、県内５例目

読売 23 砺波のイノシシ　豚コレラ確認 県内５例目

23 はばたけ　サンダーバーズ 序盤攻勢　滋賀に勝利

毎日 24 野生イノシシの豚コレラ５頭目 砺波で陽性反応
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 １８日　日曜日
北日本 1 「残骨灰」処理対応分かれる　県内 新川事務組合は売却　１円委託の自治体も

1 高岡商　８強ならず　 甲子園　履正社（大阪）に４－９

3 東京リポート 東海北陸道の全線４車線化　一括で優先整備選定が鍵

11 仲間と集う 般若小昭和３５年度卒同級会（砺波市 北井栄一）

15 高商　粘り及ばす 高商ナインひと言

18 わが家のアイドル 小松煌翔ちゃん　４歳　 砺波市五郎丸

19 やぐら囲んで盆踊り楽しむ チューリップ公園

21 野球　ゼット旗争奪少年大会 １回戦

21 テニス　ジュニア大会 【女子】小学５、６年

24 とやまｗｅｂｕｎランキング　１０～１６日 ②男女の遺体庄川で発見　砺波・南砺（１３日）

富山 1 高岡商８強逃す 甲子園　履正社に４－９

7 地鳴り 夜空の中で音楽を聴く　紫藤道子　８４歳(砺波市)

18 盆踊り復活　絆強め　砺波・青島地区で４０年ぶり 夏の集いで「庄川音頭」

18 多彩な催し楽しむ 砺波チューリップ公園でフェス

19 平木、斉藤さんがＶ 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会

20 奨学生に証書授与 富山で稲垣小太郎財団

21 出町、井波　城端が準決勝へ 第４０回砺波地区少年防犯野球大会第１日

22 氷見シーサイド野球Ａ 比美乃江稲積、窪８強

22 紙風船 砺波民具展示室で戦争の遺品を展示中

北陸中日 1 高商　８強ならず　履正社に４－９ 「胸張れ」「よくやった」　スタンド　健闘たたえ

10 高商野球　出し切った 夏の甲子園　またも「大阪の壁」

読売 24 トップが語る 地域ブランド　衣類で発信　アートジョイ（小矢部市）小田浩史社長

25 夏　甲子園 高岡商　９回に意地　３回戦　大阪勢に雪辱ならず

朝日 23 第１０１回全国高校野球選手権大会 高岡商　見せた粘り　３回戦　１２安打　堅守も光った

毎日 26 第１０１回全国高校野球　３回戦 粘った高岡商　最後まで　履正社に４－９　拍手やまず

 １９日　月曜日
北日本 1 チューリップ球根　ウイルス感染ＡＩ見極め 県開発　農家の負担軽減狙い

10 高校野球　呉東・呉西地区大会 １８日【呉西】Ｂブロック

10 バスケットボール　県リーグ戦 第２試合

10 野球　ＭＶＰカップ争奪大会 ３回戦

13 １９９人はっけよい アイシンちびっ子相撲　【男子】１年　【女子】１年

18 ４０年ぶり盆踊り 青島地区納涼祭

18 石南公民館の改修完了祝う 東石丸の現地で完工式と祝賀会

19 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 軽快な音楽・踊りで魅了　砺波出町中マーチングバンド　「日本デー」に出演

19 ビッグ碁２０１９　 ８チーム決勝Ｔ進出　Ｃクラス予選１３０人熱戦

19 記者ぶろぐ 戦国時代の増山城体感　アプリ「城ポジ　増山城－謙信の秘刀－」

19 野球　ゼット旗争奪少年大会 ２回戦　３回戦

富山 2 社説 五輪効果を地方へ　わがまち自慢を海外に発信

7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子(砺波)

15 公民館の竣工祝う 砺波・石南自治会

15 １分団が制す 第１７回高波地区ソフトボール大会

15 柴田、野原さん　平林君が優勝 第２２回若林地区民親睦グラウンドゴルフ大会

16 わら灰利用　三助焼の皿 高岡関野神社　酒井禰宜が制作

17 出町中が制す 第４０回砺波地区少年防犯野球大会最終日

北陸中日 11 県社会人バスケットボールリーグ 【男子】

11 輪島のミニバス大会　砺波東部スポ少２位 女子児童あすなろ杯

朝日 25 第１０１回全国高校野球選手権大会 高岡商成長　実力示す　甲子園を振り返って　「甲子園１勝当たり前に」

２０日　火曜日
北日本 12 自己記録更新　２１６人目指す 富山マスターズ陸上

12 高校野球　呉東・呉西地区大会 １９日【呉西】

19 育てた野菜で料理　保護者らもてなす 総合カレッジＳＥＯ収穫祭

19 早期整備の要望を決議 国道３５９号改修期成同盟会

21 金賞に瓜さん（石川） グランフォンドフォトコン　はつらつ表情捉える

21 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 歓迎交流会に出席　出町中マーチングバンド　参加証受け取る

21 野球　砺波地区少年防犯大会 準決勝　決勝

21 野球　砺波地区少年防犯大会 準決勝

21 チャンピオンリーグ 【男子】

富山 3 官民挙げ大阪開業対策　県の新幹線検討委が初会合 来年３月までに戦略策定

21 地鳴り 終活セミナーやり残しなく　犀川寮明　７１歳(砺波市)

22 香港から日本酒取材 砺波の若鶴酒造　旅番組で歌手ら堪能

23 「ふく福カボチャ」植える 砺波の柿出荷組合　新ブランド目指し

24 砺波東バイパス　年内に全通 国道３５９号改修期成同盟会

24 わが家 萩澤　凛さん（９）　大和くん（７）　砺波市鷹栖出

25 高岡南部地区野球連盟リーグ戦 １８日
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25 コカ・コーラカップ争奪野球大会 １８日

29 豚コレラ　県境で遮断　富山、石川県連携 小矢部でワクチン　２６日散布　能登拡大防ぐ

北陸中日 5 発言 豚コレラの緊急な対策必要　貝渕文夫　７０歳(砺波市)

13 呉東・呉西地区高校野球大会 １８日　【呉西】Ａブロック

 ２１日　水曜日
北日本 1 県内大雨　宇奈月９９．５㍉ ３時間降水量　８月最大　魚津では７６．５㍉　砺波３１．５㍉

19 石や音で多彩な作品 平田昌輝さんの個展「Ａｒｔｉｆａｃｔｓ（アーティファクツ）」　ギャラリー無量

19 電子回路組み立て　市長に金賞報告 砺波工業高の川島さん　若年者ものづくり競技大会

20 となみ野サマーチャレンジ 力合わせ歩くぞ１３２㌔　児童４１人　５日かけ名所巡る

21 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 堂々演奏　観客と一体　砺波・出町中マーチングバンド　パレード盛り上げ

富山 23 地鳴り 「高齢社会」何が問題か　春川正人 ７２歳（砺波市）

24 ジビエ料理広がれ　新川獣肉生産組合　黒部で講習 角煮、しゃぶしゃぶ試食　豚コレラはねのけ

24 放水やＡＥＤ操作体験 砺波南部少年消防ク

25 となみ野サマーチャレンジ 雨にも負けず１３２㌔　児童４１人徒歩で４泊５日

25 絵本やゲーム親しむ 砺波図書館で夏祭り

26 食中毒防止へ衛生意識高め 南砺で一日相談所　砺波食品衛生協会の一日食品衛生相談所

26 川島さん（砺波工高３年）大臣賞　 若年者ものづくり競技大会　電子回路組み立て部門

27 万葉歌碑巡って マップ作成、５市５５ヵ所記載　高岡地区広域圏事務組合

27 コカ・コーラカップ争奪 野球大会 １８日　結果

31 県内大雨　降水量８月最大 地下道冠水や浸水、列車運休

北陸中日 14 増山城跡　アプリで楽しく　 砺波市教委が配信　忍者が歩き　位置確認

15 川島さん（砺波工高）大臣賞喜び　 若年者ものづくり大会　市長に報告

15 となみ野　歩くぞ１３２㌔ ４泊５日、児童らチャレンジ

朝日 23 イノシシ肉活用　ＮＰＯが試食会 黒部　豚コレラ影響「様子見守る」

 ２２日　木曜日
北日本 12 県内美術館・博物館の催し(８／２２～８／２８) 砺波市美術館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市　県内 砺波市

23 保育所・幼稚園の再編基準案了承 子ども・子育て会議

23 要介護認定率１８．８％ 砺波地方保険組合議会

23 ５議案を可決 砺波地域消防組合議会

24 標語入りうちわで食中毒の予防ＰＲ 砺波食品衛生協

25 聖地に刻む　いなみ木彫刻キャンプ　２ 花に子の成長重ね　安達陽子さん（砺波市）

25 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 歌と踊りで盛り上げ　富山交流写真展　開会式

富山 13 地鳴り 墓参は自分を見つめ直す機会　嶋村了吉　５５歳（砺波市）

13 地鳴り 迫力満点の川北花火　北清俊一 ６２歳(砺波市)

21 ３保育所２幼稚園再編 砺波　子ども会議で対象検討

21 介護保険給付費　前年比０．９％増 砺波で組合定例会

21 トラの彫刻など力作２０点を展示 砺波で藤井治紀展

21 築４６年の本部　引き続き使用 砺波消防組合議会

22 氷見サッカーフェスティバル　２４、２５日熱戦　チーム紹介　５年の部 ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ（砺波市）

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

11 イベント サマーフェスティバル　２５日　北陸コカ・コーラ砺波工場

 ２３日　金曜日
北日本 1 イノシシ捕獲強化 県 豚コレラ対策 わな増設

29 道路愛護に尽力 ３団体を表彰 富山河川国道事務所

37 窃盗未遂容疑で追送検 婦中の強盗致傷被告 砺波でも住宅狙う 県警

富山 5 知事会見 豚コレラ緊急対策第３弾 イノシシの捕獲強化 箱わな７市町に増設

28 富山の深層水でパスタ 砺波 食品会社と市農商工連携協

29 外来医療計画 県が策定の方針 砺波地域対策協

29 第５回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会 大会結果

30 氷見サッカーフェスティバル チーム紹介 ６年の部 鷹栖スポーツ少年団サッカークラブ

北陸中日 12 イノシシのわな増設 県、７市町で豚コレラ対策

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 豚コレラ 県 対策へ予備費１０００万円 捕獲強化 箱わな増設支援

25 県駅伝 今年が最後に 実行委「役割終えた」 １１月１０日開催

毎日 22 豚コレラ 新たな緊急対策実施へ 県 捕獲用わな増設など

日本経済 35 百貨店頼みの街作り 転機 大和、高岡店２５日閉店 イオンが「金沢包囲網」

 ２４日　土曜日
北日本 1 政活費　厳格運用が定着　１８年度　県内１５議会 使い切り率　６議会７割切る

5 汚水処理普及率９６．８％ 県内１８年度　全国８位

5 会員ら４５０人　結束を誓う 夏野砺波市長　後援会総会

5 利賀ダム促進の決議採択 庄川・小矢部川改修促進期成同盟会総会

17 声の交差点 感謝を忘れない　沖田信一(砺波市)

25 チューリップ活用　まちづくり考える 市長１０月「サミット」参加
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25 おわら節全国優勝　平野さん（庄南小４）報告 富山まつり越中おわら節全国大会こどもの部で優勝

26 台湾の芸術大で美術修復を指導 砺波出身の岩﨑さん　

28 城端スマートＩＣ合意 南砺で地区協議会　国に計画書提出

33 工場内で重油漏れ２３０㍑ 砺波市太田　チューリップアスコンの工場内

34 庄川の遺体は７０代夫婦 相次いで遺体で見つかった男女の身元が判明

富山 21 地鳴り 同級会に参加した思い出　紫藤道子　８４歳(砺波市)

21 地鳴り 惣菜コーナーで考えた食品廃棄　藤井昭通　４７歳（砺波市）

23 オランダでチューリップ交流　砺波市長１０月にサミット出席 姉妹都市・リッセ市　中学生派遣の再開協議

23 庄川、小矢部川の護岸整備を 庄川・小矢部川改修促進期成同盟会総会

26 あす　となみ野花火 午後８時から　１０号玉やスターマイン

28 ７月に砺波で重油流出 砺波市のアスファルト製造会社

28 ダムの男女遺体は夫婦 小牧ダム湖で見つかった男女の遺体を特定

北陸中日 14 おわら節優勝「緊張した」 砺波の平野さん、市長に報告

15 再読！ 週間ＮＥＷＳ ８月１６日（金）～２２日（木） 【１６日】砺波で捕獲した野生イノシシが豚コレラに感染していた

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 24 線の勢いと余白美 あすまで　田守さん　書小品展　砺波

 ２５日　日曜日
北日本 20 ２３人２２団体表彰 市福祉健康大会

21 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 音楽の聖地で歌・踊り　ザルツブルク

21 民藝の精神学ぶ 公開講座に２００人　日本民藝夏期学校の公開講座

21 砺波東部スポ少Ｖ ＺＥＴＴ旗争奪少年野球

21 県大会目指し熱演 高校演劇発表高岡・砺波地区

31 日本けん引　富山コンビ　岩井　車椅子バスケ　宮島 金メダル狙い連係磨く

31 砺波工高教諭が滑落死 新潟沢登り

富山 1 広告 となみ野花火大会

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

21 くらしの日記 最高のスイカ　犀川寮明　７１歳（砺波市苗加）

22，23 広告 第３７回となみ野花火大会

24 地蔵まつりで無病息災祈る 砺波・えんなか会

25 浅野の記念碑訪問 氷見、砺波で学習講座

26 ４強　大谷、福光、氷見、津幡 富山新聞社旗第１２回小矢部メルヘン少年野球大会

26 県勢１２チーム決勝Ｔ 氷見サッカーフェスティバル２０１９

31 砺波工高教諭が滑落死 新潟・南魚沼、沢登り中に

北陸中日 29 高岡の６１歳男性が沢登り中に滑落死 新潟・巻機山

読売 29 新潟の山で滑落死 高岡の６１歳教諭

朝日 25 ベルマークだより 【７月の運動】◇預金を積み立て　庄南小、砺波東部小

 ２６日　月曜日
北日本 12 とやま　文芸散歩　仲井真理子 砺波市池原の荊波神社　家持の歌碑

17 新体操団体　庄西が６位 全中大会最終日

19 仲間と集う 雄神地区庄１班夏の交流会（砺波市　有澤哲郎）

21 神嶋神社の玉垣建立祝う 砺波市神島

22 高岡・砺波・新湊　高校演劇優秀賞 高岡・砺波地区高校演劇発表大会

23 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 多くの人と交流　喜び胸に帰校式　出町中マーチングバンド

富山 1 となみ野花火　大輪２千発 夏の夜空に「花畑」　第３７回となみ野花火大会

7 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ(砺波)

12 住民が応急手当学ぶ 砺波・鷹栖地区　砺波市鷹栖地区の総合防災訓練

12 伊加流伎大橋に絵　砺波で児童 花や市のキャラ描く

12 砺波で納涼茶会 茶道裏千家淡交会

13 仮装でみこし「やらやら」 砺波・神嶋神社　玉垣の完成祝う

14 キッズチア、舞台に彩り 砺波　北陸コカ・コーラフェス

14 「裏彩色」の木版画制作 福光美術館　棟方展ワークショップ

14 氷見サッカーフェス　６年・氷見ＦＣ優勝 ５年はブルーソックスＶ

14 英語の表現力競う 高岡で暗誦県大会

15 藤ノ木（富山）初栄冠 女子は草島（富山）準優勝

15 県ジュニアソフトテニス選手権 【団体】男子

北陸中日 5 声の交差点　 万葉集の頃から北陸は一つ　砺波市　上野亮平(７６歳）

15 全国中学校体育大会 新体操

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

朝日 21 １１０・１１９ 滑落し高校教諭死亡　２４日　新潟県南魚沼市の巻機山

２７日　火曜日
北日本 5 入賞者が結果報告 「若年者ものづくり競技大会」で上位入賞した３人が県庁へ結果報告

12 サッカー　高円宮杯県リーグ 【Ｕ－１８】Ｔ４

19 ごみ処理手数料値上げなど可決 砺波広域圏事務組合議会

19 ステージショーや工場見学楽しむ 北陸コカ・コーラ砺波工場

19 てんたかく全て１等 ＪＡとなみ野　１９年産米初検査
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19 砺波総合病院人事 １日

20 少年の主張県大会 田中さん（堀川中）最優秀

20 風鈴の音響き一服を堪能 淡交会高岡青年部　納涼茶会　となみ散居村ミュージアム

20 英語の暗唱力競う ＥＣＣジュニア県大会

20 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 出町中マーチングバンド　「音楽でつながりできた」　西島校長ら本社で報告

20 災害への備え確認 砺波市鷹栖自治振興会　地区総合防災訓練

21 家持の歌碑巡ろう 高岡地区広域圏事務組合　地図で万葉の地ＰＲ

21 キンボール熱戦 第１１回キンボールスポーツとやまカップ兼第８回キンスポジュニアとやまカップ

29 捕獲イノシシ処分ずさん　豚コレラ対策で富山市 砺波・南砺は「適切に処理」

富山 22 ＪＡとなみ野　新米初検査　 「てんたかく」全量１等

23 ごみ料金上げの条例改正案可決 砺波広域圏組合議会

23 田中さん（富山堀川中）最優秀賞 少年の主張県大会　西森さん特別賞

23 砺波総合病院人事 ９月１日

24 若年者ものづくり　入賞の３人が報告 県庁訪問

25 花火大会後に清掃　砺波の庄川河川敷 太田、柳瀬の住民

 ２８日　水曜日
北日本 6 金谷さん（庄川町）２位 商工会青年部主張中部大会

10 砺波　出町中マーチングバンド　ハンガリー公演 堂々の演奏♪住民を魅了  「フラワーカーニバル」に参加

14 北日本文芸 歌壇　山森和子(砺波市)

14 北日本文芸 俳壇　石﨑和男ほか(砺波市)

14 北日本文芸 柳壇　長谷川多希(砺波市)

24 力作５１点並ぶ 第２１回となみデッサン会展

25 グラウンドゴルフ　油田地区通年コンペ大会 油田ふれあい広場

25 パークゴルフ　柳瀬交流大会 庄川清流パーク場

30 現場周辺に土地勘か 砺波バッグ強奪の男　窃盗罪などで起訴　地検高岡支部

31 死骸埋設　地元説明なし　富山市　豚コレラ対策捕獲イノシシ 適切な対応徹底求める　富山・砺波・南砺市に県

富山 2 香港で富山の食ＰＲ 国際見本市に６社参加

19 地鳴り 能楽堂で能を鑑賞して思う　安カ川仁省　６８歳（砺波市）

20 昔の洗濯道具紹介 砺波民具展示室

21 ロビー展 遠藤満智子水墨画展　富山銀行庄川支店

22 県花のまちづくりコンクール 船峅小（富山）が最優秀　第４６回県花のまちづくりコンクール

北陸中日 14 万葉歌碑巡り　マップ作製 高岡、氷見、小矢部　５５ヵ所明示

読売 26 よみうり文芸 短歌　井上房子ほか（砺波市）

26 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

27 窃盗などで起訴 砺波市大門で路上強盗したとして逮捕された容疑者

 ２９日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（８／２９～９／４) 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 声の交差点 刈り取りの季節　砺波市 島田栄（７１歳）

22 原発災害避難協定　掛川市（静岡）と締結 砺波市は菊川市の住民を受け入れる方向

29 ニュースファイル 軽乗用車から出火やけど　「道の駅砺波」の駐車場

30 富山などの７頭　感染検査で陰性 富山、射水、砺波の３市で捕獲したイノシシ

富山 1 利賀ダムに３３憶円超 本体工事へ「転流工」準備

2 樹木伐採「おかしい」 砺波駅前広場に批判

20 富山文芸　８月賞 歌壇　小池光選　佳作　山森和子（砺波市）　

23 地鳴り 自由の恩恵に思いを巡らす　砺波市　嶋村了吉（５５歳）

25 ロビー展 遠藤満智子展　北陸銀行庄川支店

26 黒部名水少年野球交流大会 来月１日熱戦開幕　チーム紹介㊤

28 事件・事故 道の駅砺波駐車場で車全焼

30 富山、射水、砺波のイノシシ　７頭陰性 豚コレラ感染検査

北陸中日 13 イベント となみ伝承やぐら大祭２０１９

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 万葉集や祭りなど創作人形で表現 砺波で平岡さん展

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

 ３０日　金曜日
北日本 24 県花のまちづくりコンクール 船峅小など最優秀

24 家や車に鍵掛けて 出町防犯組合

24 タマネギ栽培に雪対策 県園芸研　枯れる原因突き止める

25 ハンガリー♪フラワーカーニバル　 「音楽の力実感」　出町中生が報告　市役所

30 砺波駅でにぎわい市 ３１日「砺波駅にぎわい市」を開く　　砺波市観光協会

33 県内大雨　朝日　総降水量１６４㍉ きょう夕まで１００㍉予想

富山 19 地鳴り 来年こそはエアコン導入　犀川寮明　７１歳(砺波市)

20 飛鳥時代に創建　千光寺の歴史解説 砺波で学遊塾　砺波市民大学「学遊塾」

20 公共施設で奉仕　電気設備を点検 北陸電気管理技術者協
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26 県内激しい雨 宇奈月　１時間に３２㍉　砺波市では１時間で最大３１㍉

北陸中日 12 県花のまちづくりコンクール　最優秀賞に５件 第四十六回県花のまちづくりコンクール

12 県内の汚水処理普及率９６．８％ １８年度も上位維持　砺波市（８９．６％）

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 前線が停滞　広範囲で警報 きょうも大雨　砺波市は最大３１㍉、大雨警報

 ３１日　土曜日
北日本 1 氷見・高岡 １５０人避難 県内大雨 交通も乱れ

20 秋季県高校野球 高岡商 国際大付と初戦 来月７日開幕 組み合わせ決まる

25 西部ふしぎ散歩２ 屋号看板でむらおこし 砺波 中尾集落

27 捕獲イノシシ「適切に処理」 豚コレラ対策で市長

27 補助金 基準作成へ 市長 定例記者会見

27 める・びるでの活動報告 小矢部市の石動駅前紹介ビル（める・びる）で高校３年生が報告

27 車の自動ブレーキ高齢者に体験教室 秋の交通安全運動

29 高齢者叙勲 ８月の受章者 瑞宝双光章 元砺波東部小学校長 寺嶋淳さん（８８） 砺波市鷹栖

富山 1 県内大雨 氷見、高岡 避難勧告

2 微減の１．８７倍 ７月の有効求人倍率

2 投票率向上へ 市町村に調査 参院選受け

27 地鳴り 母の顔になった娘うれしく思う 戸田祐子 ５７歳（砺波市）

28 設立１０年、会報３００号突破 砺波、南砺、小矢部の愛好家「まんさく山の会」

29 夜高の魅力 写真で紹介 砺波駅で展示

29 ２００事業の補助金見直し 砺波市 ２１億円分、１０月に案報告

29 来月２０日にサポカー体験会 砺波市交通安全会議

31 秋季高校野球 高岡商 国際大付と初戦 ４８校４５チームが熱戦

34 氷見、高岡大雨 勧告解除で住民安堵 昨夏教訓、早め避難

35 景観批判「的外れ」 市長、審議会に反論 「現場見ない議論いかがか」

35 砺波市、イノシシ埋設処分地増設へ 豚コレラ対策

北陸中日 12 高岡商 初戦は国際大付 秋季県高校野球 ４５チームが出場

12 野生イノシシ２９頭を殺処分 砺波、豚コレラ対策

25 学校ＰＣ富山５．３人に１台 全国平均並み「１人１台」遠く

読売 26 高岡商 富山国際大付と初戦 秋季県高校野球 来月７日開幕

27 豚コレラ対策２３００万円追加 県補正予算案提出へ

29 親子社会見学会 一日記者体験感想文 砺波市立出町小学校５年 吉澤獅恩

朝日 25 ４５チーム対戦決まる 秋季県高校野球 来月７日開幕

毎日 22 ４球場で４８校熱戦 県大会 組み合わせ決まる

＊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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