
　　　　　　　２０１５年（平成２７）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　土曜日

北日本 3 城端・氷見線に10月10日から導入 ＪＲ西　観光列車愛称「べるもんた」

3 切り花の生産拡大へ 先進地から経営学ぶ 射水・砺波で研修会

41 土蔵のなまこ壁 源造作か 砺波「農家レストラン大門」

41 子育て応援金役立てて 砺波市　３世代同居世帯へ贈呈

41 「名探偵コナン」の世界満喫 チューリップ四季彩館

41 ８日に庄川上流域見学会 砺波散村地域研究所

富山 3 大型施設進出　県西部、有効求人が高水準 砺波も２．７７倍

3 県西部６市長で協議会 連携中枢都市圏　４日に推進宣言書署名

3 高岡砺波スマートＩＣ利用を促進へ 10日にＰＲ活動

5 インキュベ係新設 サンエツ金属

28 なまこ壁「竹内源造作」 農家レストラン大門　鑑定で濃厚

29 名探偵コナンワールド開幕 砺波・四季彩館　夏休みの児童楽しむ

29 52家族に10万円支給　砺波市 ３世代同居の子育て応援

29 外国語指導助手があいさつ 米国のヤゴビアン・ルーシーネさん（30）

29 砺波で親子料理教室 砺波市学校給食センター

30 きょうから８月 イベント【１日】庄川水まつり（砺波市の水記念公園、２日まで）他

30 パソコンプログラミングを体験 となみ・ラモーダ

30 学校や地域の活動紹介 砺波市福祉センター北部苑吉岡敏明所長

31 戦後７０年平和考え　２３日・砺波 砺波市の手話サークル「かざぐるま」が協力

32 切り花の生産拡大を 射水、砺波で研修会 県園芸振興推進協部会

北陸中日 19 コナンの世界子どもら満喫 砺波で企画展

20 なまこ壁　造り重厚 砺波・レストラン土蔵

33 「べるもんた」です　よろしく 城端線・氷見線　観光列車の名称発表

読売 29 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

29 〃　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選 砺波市　源通ゆきみ

31 観光列車 愛称「べるもんた」 城端・氷見線１０月１０日から土日に

朝日 26 車窓から山と海　城端・氷見線の「直通」観光列車 愛称「べるもんた」

毎日 22 愛称「べるもんた」 観光列車、今秋から一部直通運転

29 砺波で清掃奉仕 砺波市シルバー人材センター

29 エアコンや掃除機寄贈 パナソニックデバイス労組砺波支部

29 無事故達成で表彰 県警が4～6月に実施した第１期高齢者無事故コンクール

34 魚津、高岡向陵卒業生宅で未遂５件 息子などを装った特殊詐欺未遂が

34 通行規制を緩和 砺波の増山城跡

北陸中日 18 大門素麺食べに来て 戦略会議「お食事マップ」

読売 28 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　別所武、俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

　　２日　日曜日
北日本 15 ペタンク　砺波市ペタンク協会 ①油田中村Ａ②油田石丸Ｃ③高波Ｂ

17 リフト付き車両を市社福協に寄贈 砺波　イオン社会福祉基金

20 人物像制作は芯棒作りから 庄川美術館実技講座

20 納涼祭にぎやかに 高岡市宮田町 越中いさみ太鼓保存会（砺波市）の勇ましい演奏披露

21 庄川水まつり　流木乗り競う 落ちないよう 駆け引き
21 暑さ忘れるお化け屋敷 庄川水資料館

富山 19 金屋新、新町決勝へ 砺波市ソフトボール協会の第１１回会長ナイターソフトボール大会

20 砺波・庄川水まつり開幕 丸太上で争い 豪快水しぶき

21 常設展活用 お化け屋敷 砺波・庄川水資料館

21 社福協に福祉車両寄贈 イオンモールとなみで贈呈式

21 子どもが調理楽しむ 砺波・庄川水資料館総合カレッジＳＥＯ

読売 30 巨人ＯＢが野球教室 富山・砺波 高岡で講演も

30 少年野球 となみ野リーグ

30 病院の実力　～富山編90 看護外来

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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　　３日　月曜日
北日本 16 グラウンドゴルフ　砺波市親睦交流大会 男性①江田等79　他

21 涼しげな一服味わう 淡交会高岡青年部

21 ネット栽培農機を導入 砺波市球根組合

21 親子連れ木工楽しむ 砺波太田のサンエー建工

23 庄川水まつり 流木乗り100ﾁｰﾑ白熱

23 砺波地区４ＪＡの婚活イベント 独身男女 料理で交流

23 元五輪選手にバレー学ぶ 砺波・南砺の小中学生

24 第57回県短歌大会　日本歌人クラブ北陸ブロック短歌大会 天位に牧田さん（富山）

24 初代主宰の普羅しのぶ 7位　源通ゆきみ（砺波）

富山 17 砺波・庄川水まつり 流木乗り選手権

17 魚つかみどりに歓声 アユ１万５千匹　砺波・庄川河川敷

17 道具箱づくり体験 砺波・サンエー建工

21 地鳴り 玉ネギ食べて血液サラサラ　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

北陸中日 11 自慢です 創作庭園　　福祉センター北部苑（砺波市）

11 伝統工芸士展 実演や体験も 第十九回県伝統工芸士展

11 県民大会 軟式野球　他

12 第五十八回中部日本吹奏楽コンクール県大会 中学校大編成の部 銅賞　庄西、上市　他

読売 33 少年野球 となみ野リーグ

　　４日　火曜日
北日本 19 らいちょう　全国高校総合文化祭滋賀ニュース 国際大付・砺波工に優良賞　年間紙面審査賞表彰

19 〃 合唱部門　５校が合同出場

19 〃 特派員の目　もてなし受ける（砺波工・廣田遼輔、本堂悠斗）

21 １１カ所に３２０万円寄付 豊凛化粧品

22 夏休みの宿題取り組む 砺波　若林メダカの学校

22 絵画とステンドグラス共演 砺波　ギャラリーみかん堂

23 魚つかみ捕り楽しいな 庄川では１５００人アユ追う

28 外部審査員に柳原氏 今秋の日展

28 砺波 国道３５９号 いかるぎの大橋橋脚２基を整備

28 砺波の古刹・千光寺 御幸門往時の姿へ

28 下水処理の役割学ぶ 高岡で「水の研究室」

富山 21 砺波・若林地区 夏休み宿題は早めに　教員ＯＢら講師児童が勉強会

21 いかるぎの大橋橋脚２基を今年度建設へ 国道３５９号同盟会

22 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ ゆったり健康増進　太極拳体験講座

22 わが町朝市夕市 砺波市

22 県内１１団体に３２０万円寄付 豊凛化粧品

24 アウトレット、自分の目で 呉西で見学バスツアー

25 地鳴り ゆっくり過ごすリピーターも　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

北陸中日 24 第９７回全国高校野球選手権大会 栄冠をかけて４９校　高岡商　北村太聖②出町

24 〃 遊学館（石川）　本定史好③出町

　　５日　水曜日
北日本 3 連携都市圏形成 県西部６市が推進宣言

17 呉東・呉西高校野球組み合わせ決まる 高校野球の呉東・呉西地区大会

17 北信越中学競技 陸上、新体操、ソフトテニス

17 小中学生テニスで熱戦 テニスのコカ・コーラサマートーナメントジュニア大会

18 仲間と集う 福野能力開発センター服飾工芸科（砺波市　佐藤玉代）

21 〃 富山大工学部工業化学科３８会（砺波市　武部幹夫）

23 砺波ＲＣ６０周年事業 「はやぶさ」の秘話聞こう　

23 砺波学童ナイター野球開幕 頂点目指し全力プレー

23 堆肥保管庫が起工式 砺波　ＪＡとなみ野「土づくり」を推進

23 ９１人が特別賞受賞 第４１回学生書道展

29 風車 富山大杉谷キャンパスで「ライフサイエンスとやま-オープンラボ」

富山 3 県西部６市長秋に具体的施策 連携都市圏形成へ宣言

23 製品保管庫を起工 ＪＡとなみ野　堆肥舎、需要３千㌧に対応

25 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 油絵教室開講　ガラス瓶やカップ描く　
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25 初誕生 余西慶祐（よにし　けいすけ）　砺波市柳瀬

25 デスク日誌 ドジョウはいかが

北陸中日 16 連携都市圏形成へ県西部６市長署名 推進協議会設立

読売 35 県西部６市連携で推進協 来年度「中枢都市圏」認定目指す

　　６日　木曜日
北日本 3 新高岡かがやき定期化要望 国交省局長理解示す

5 県信組　飛騨信組と提携 中小のマッチング支援

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

17 北信越中学競技 ソフトテニス

23 むかわ町で交流試合へ 砺波　砺波、砺波工業の両校の野球部

23 水彩画思い思いに 佐藤さん（洋画家）が児童指導

23 食中毒に気を付けよう 砺波食品衛生協会

富山 27 砺波市から２高校野球部むかわ町へ 北海道で白球交流

27 児童生徒３人が特賞 チューリップフェア 砺波で写生画展

31 地鳴り 夏は大変な食事の用意　小倉慶子　７０歳（砺波市）

北陸中日 18 チューリップ思い思い描く フェア写生画展

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

　　７日　金曜日
北日本 22 北信越中学競技 バスケットボール、卓球

22 会長杯争奪学童ナイター野球大会 １回戦　庄南スポーツ少年団10-5庄川スポーツ少年団

28 散居村の眺め楽しむ 砺波・南砺で学習講座　鹿児島の児童ら参加

28 まちづくりに意見出し合う 砺波　となみ創生委初会合

29 砺波・徳万の五社神社 ６０年ぶりに「お身ぬぐい」　岩のご神体すっきり

35 親子で地域の産業見学 県西部 本社夏休みバスツアー

富山 5 北陸の商業施設 子ども、シニア客狙う　

25 砺波の４年生も調べて絵図に 鹿児島の児童散村訪れ学習

25 砺波で創生委が初会合 市総合計画および市版総合戦略などの策定に向けて意見交換

25 都市農村交流で研修 砺波、南砺市で

26 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ カラオケとシティバレエ団開講

26 県代表に富大附属、奥田 第８２回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール中学の部

28 来月２０日にイベント 図書館総合展運営委員会は富山市内で

北陸中日 5 発言 新国立「白紙」決断は正しい　会社員　石丸秀幸　56　富山県砺波市

19 ＮＨＫ全国学校音楽県コンクール 中学生の部 銀賞　出町（砺波市）

読売 35 総合戦略策定へ意見聴取の初会合 砺波市

　　８日　土曜日
北日本 15 会長杯争奪学童ナイター野球大会 準決勝　出町ボーイズ9-3砺波北部スポーツ少年団

22 平和への願い込め彫刻制作 砺波市杉木の井波彫刻師、音琴冰春さん（55）

23 園児がモモの収穫体験 砺波　油田保育所
23 消防全国大会へ署員激励 砺波市役所で開かれる

23 「こいっぴ」の土鈴いかが 庄川峡観光協同組合
23 富山湾の恵み 楽しく学ぶ 昼競り・魚々座を取材
23 孫とおでかけ支援 南砺の14施設追加 小矢部市

28 出町小・砺波高東海北陸大会へ ＮＨＫ音楽コンクール

富山 28 南砺市個人カードで親子支援事業 育児情報、テレビやスマホに配信

29 庄川で恋の土鈴 「こいっぴ」デザイン　水記念公園で販売

29 夏野市長後援会市内全域で組織 砺波

29 若者が討論通じ身近な税考える となみ元気道場が初の企画

29 草むしりやごみ拾い 砺波市シルバー人材センター

29 桃収穫、園児が笑顔 砺波市油田保育所

30 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ フラダンスステップ学ぶ

30 県内５産地の１５０点 高岡で伝統工芸士展

31 こどもびじゅつてん きょうから砺波市美術館　巨大迷路など展示

33 地鳴り 世界秩序への貢献は必要　大西一史　６６歳（砺波市）

北陸中日 21 命 市民と歌いたい 上市出身梅原さん、２３日コンサート　砺波市文化会館

21 戦争批判木像づくり 井波彫刻師　音琴さん「三猿」と「女神」
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21 「九条救助隊」あす勉強会 砺波市文化会館

読売 32 読売書法展入賞・入選者 入賞・入選者一覧

毎日 24 ３６点「男が書く！」 富山では墨皓会書道展

24 前衛書ずらり書径舎展 高岡 荒井代仙さん遺作も

　　９日　日曜日
北日本 3 来年の市長選へ総会で結束誓う 夏野砺波市長後援会

5 相続税対策や資産活用学ぶ 砺波でセミナー

7 月刊　台風進路見極め備えを 防災新聞７号　温暖化で大型化警戒

17 １６チーム頂点目指す ろうきん旗学童野球県大会

22 読者のひろば 汗かきながら登る　砺波市　島田栄（農業　６６歳）

24 チェーンソーの技術競う 砺波　とやまの森・人・技のフェスタ

25 砺波市初　庄川河川敷に整備 パークゴルフ場完成
25 多彩なジャンルの作品展 南砺市城端のじょうはな織館

33 風車 砺波地区農業青年協議会

富山 18 耕作放棄地で枝豆収穫 砺波地区農業青年協議会

19 庄川の源流訪ねる 砺波散居村地域研

19 庄川河川敷公園 パークゴルフ場砺波に完成　９ホール４コース

19 夏野市長後援会新会長に吉田氏 砺波で総会

20 となみ・ラモーダ 二胡の基本学ぶ

20 チェーンソー熟練の技披露 砺波でフェスタ

21 富山新聞社長杯ゴルフ 梶井さん優勝　今井昭浩さん（砺波市）ＢＧ

21 県代表に砺波高、出町小 第８２回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクールの小・高校の部

22 砺波市美術館で大会開幕 遊びで美術に親しむ　段ボール迷路、巨大クモの巣

北陸中日 11 若手農家が枝豆収穫 砺波青年協 道の駅で直売

12 元気に点呼合宿始まり 県砺波自然の家 子供たち体験

13 ニュースイチ押し スポットライト　特産チューリップ学ぶ

　１０日　月曜日
北日本 9 第５７回県短歌大会・２０１５日本歌人クラブ北陸ブロック短歌大会入賞作品 【佳作】砺波市　山森和子

16 会長杯争奪学童ナイター野球大会 準決勝　庄東スポーツ少年団9-6庄南スポーツ少年団

16 軟式野球　ろうきん旗争奪学童県大会 ２回戦　福光野球スポ少10-0砺波北部野球スポ少

16 バレーボール　全国社会人９人制ブロック男女優勝大会兼予選会 女子③砺波ク

16 グラウンドゴルフ　鷹栖クラブ８月度月例大会 ①田村芳章②宮浦正博③長井孝志

21 砺波初のパークゴルフ場で市長杯 完成祝い元気にプレー

21 イノシシ捕獲技術学ぶ 砺波　被害対策実施隊が講習

21 薬剤師の仕事に興味津々 砺波　チューリップ調剤

　 21 となみ野の魅力展示・体験で満喫 南砺　となみＪＣがフェス

21 シルバー人材センターが清掃奉仕 となみチューリップ公園など市内３カ所

富山 15 となみ野の魅力再発見 となみＪＣ南砺でフェス

15 イノシシ対策へおり設置法学ぶ 砺波で講習会
15 田中・下村制す 第27回庄東地区親善ゲートボール大会
15 親子で地引き網 氷見・島尾海水浴場

17 砺波市美術館 こどもびじゅつてん　フラフープつなげてアート完成

17 第１５回板橋杯争奪剣道大会 ６・７段加藤制す

　１１日　火曜日
北日本 3 庄川・小矢部川の治水事業促進要望 改修促進期成同盟会

13 新盆を迎える県人ゆかりの人 政治・行政、一般、長寿者

19 相撲　県ちびっ子大会 ６年軽量②山田潤苗（砺波北部）

19 ソフトテニス　県ジュニアオープン決勝大会 個人Ｂ③中村・田中（庄川）

22 「道の日」高岡・砺波・南砺でＰＲ活動 スマートＩＣ活用を　高岡砺波ＩＣ台数伸び順調

23 冷茶でもてなし合同茶会涼やか 砺波　南砺福野・南砺平高茶道部
23 ピエロや赤ちゃん 鮮やかな色使い 林清納さん（砺波市）の教室に通う佐藤カオル子さんの絵画展

28 少年の主張県大会 優秀賞＝小川珠希（砺波市出町３）

富山 24 スマートＩＣ利用状況調査 高岡砺波地区協

　 24 第３７回少年の主張県大会 優秀賞＝小川珠希（砺波市出町３）

24 第２８回ろうきん旗争奪学童軟式野球大会 準々決勝　福光10-0砺波北部
24 砺波地区寿野球定期リーグ戦 ｵｰﾙ庄川1-3井波ｵｰﾙｴｰｽ  砺波ｴﾊﾞｰﾔﾝｶﾞｰｽﾞ3-1福光ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｵﾝｽﾞ
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24 わが町朝市夕市 砺波市

27 地鳴り 女子応援部の５０年前思い出す　埜村信子　６８歳（砺波市）

北陸中日 14 少年の主張力強く 優秀賞＝小川珠希（砺波市出町３）

15 スマートＩＣ利用しよう 利長くんら高岡でＰＲ　南砺、砺波でも

読売 27 スマートＩＣ高岡でＰＲ 市マスコット利長くんも登場

　１２日　水曜日
北日本 18 読者のひろば 動ける体に感謝　砺波市　小西文子（主婦　７１歳）

21 特養ホームに絵画寄付 砺波市柳瀬の洋画家、林清納さん

21 強豪大招きバスケ指導 砺波　中学生対象に講習

27 高岡で男性溺れ重体 松太枝浜孫と遊泳中　砺波市庄川町森田茂さん（６３）

富山 16 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会７月例会

21 砺波ＲＣ創立６０周年記念 「はやぶさ２」国中氏２３日講演

21 大学の強豪中学生指南 女子バスケット砺波合宿の愛知学泉大

21 林さん、絵画４点寄贈 砺波、地元のやなぜ苑に

23 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 美しい文字書く

　 27 砺波の男性溺れ重体 高岡・松太枝浜で海水浴中

北陸中日 16 砺波の特養に自作４点寄贈 画家・林さん

27 高岡の海水浴場で男性溺れ意識不明 砺波市庄川町、森田茂さん（６３）

読売 29 海水浴の６３歳重体 砺波市庄川町三谷、森田茂さん（６３）

　１３日　木曜日
北日本 3 戦後政治と今を語る　上　元衆院議長 綿貫民輔氏（８８） 国会重視の原点回帰を

3 新高岡駅 かがやき停車継続要望 県西部議連ＪＲ西「観光列車活用」

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

23 コナン展会場で寄せ植え 砺波　チューリップ四季彩館の「夏休み寄せ植え体験」

24 ふるさと探訪　富山県の近代史　28 チューリップ栽培　新品種開発し発展

28 知人に障害を負わせ消防士長停職３ヵ月 砺波地域消防組合

富山 29 心に残った言葉展示 砺波市のＪＡとなみ野北部支店

30 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 木彫り仏像作り

　 33 地鳴り キアゲハ観察サナギから変身　小倉美央　７歳（砺波市・小学生）

34 知人けがさせた消防士長を処分 砺波消防、停職３カ月

北陸中日 18 ７０年前のあの日 ①３月１０日東京大空襲 疎開の同級生犠牲

18 花の寄せ植え美しく 砺波・四季彩館 子どもが体験

18 傷害の消防士長停職３ヵ月処分 砺波消防が懲戒

18 砺波市９月議会 会期は２～１８日

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 26 ファミマカップ第３５回全日本バレーボール小学生大会 庄川男子、混合・成美１勝１敗

26 新体操 第６８回県民体育大会（７月２５日）

27 消防士長を停職３カ月 砺波地域消防組合消防本部

朝日 24 第３５回朝日新聞社旗争奪少年野球大会 ４６チームいざ熱戦　砺波東部野球スポーツ少年団、出町ボーイズ

毎日 24 傷害罪で罰金刑消防士長を停職 砺波地域消防組合

　１４日　金曜日
北日本 1 ふるさと納税 １億円突破 １４年度 県内自治体の総額　

23 出町ボーイズ連覇 学童ナイター野球 庄東スポ少に逆転

23 全中大会頑張ります 砺波　市役所で１５人決意
23 着眼点光る写真36点 砺波市美術館市民ギャラリーで

富山 21 全中での健闘を誓う 砺波の選手、市長激励

21 金属板で動物精巧に 砺波市美術館

22 氷見サッカーフェスティバル トナミサッカーアカデミー（砺波市）

25 地鳴り 柳川食べて暑さと戦う　　　山田　敏江 72歳（砺波市）

北陸中日 14 庄川峡観光協　土産品にいかが 縁結びに土鈴こいっぴ

読売 28 庄川男子８強入り 小学生バレー

29 イオンとなみ 商圏限定　すみ分け

朝日 25 第３５回朝日新聞社旗争奪少年野球大会 夢は甲子園
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　１５日　土曜日
北日本 10 新高岡駅から北陸新幹線に乗ろう！ 夏野修砺波市長インタビュー　「べるもんた」で「ベルエポック」に

13 戦後７０年無言館展 県内芸術家鑑賞記 下 林清納

13 作家が「祈り」語る 樂翠亭美術館企画展に合わせ

25 世代超えトライ 砺波　スーパージョイラグビー

32 イオンモールとなみ出だし好調 オープン１ヵ月　来客６５万人

富山 27 ビーチラグビー楽しみ交流 砺波　招待試合も開催

27 砺波ミニバス選手愛知学泉大に学ぶ 砺波市の県西部体育センターで

32 西部商戦熱い夏３大型店連続開業 イオンモールとなみ　開業１カ月来店６５万人

読売 30 ６人で健闘庄川男子３位 小学生バレー

朝日 26 第３５回朝日新聞社旗争奪少年野球大会 夢は甲子園

　１６日　日曜日
北日本 7 日曜特番とやま 競争激化で危機感　富山や金沢

19 陸上　県民体育大会 男子 5000㍍競歩③川縁挙大（砺波工高）、女子 1500㍍③老みいな（出町中）

20 サッカー　第３５回立山杯北日本招待少年富山大会第２日 予選リーグ、決勝トーナメント

22 ざっくばらん 砺波市教育委員会臨時職員 今井佳奈さん

22 読者のひろば 夏野菜がいっぱい　砺波市　横井君子（主婦　７２歳）

25 散居村ミュージアム 砺波の情景温かな絵で　絵本作家吉水さん（砺波）原画５０点

27 砺波に獅子舞連絡協 今秋にも発足　競演の場つくり活性化

富山 1 となみ野花火大会 ２千発旧盆彩る

22 １３競技に１８３選手 北海道・東北全中あすから熱戦

　１７日　月曜日
新聞休刊日

　１８日　火曜日
北日本 26 文部科学省後援第３６８回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

27 富山弁 砺波で聞き取り 日本方言研５０周年事業 学生が調査手法学ぶ

27 子ども増加の五谷集落に遊具 砺波　市が整備

35 県内大雨ＪＲ一時運休 城端・高山線 南砺で１時間３６㍉

富山 1 南砺で１時間５０㍉県内大雨 高山、城端線運転見合わせ

24 涼しげなうちわ並ぶ 富山銀砺波チューリップ

25 恋愛成就絵馬に願って ２２日にイベント となみ元気道場が用意

25 「コナン展」５千人突破 砺波・四季彩館

25 全国１４大学の学生２５人 方言調査砺波で学ぶ

25 花火会場を清掃 砺波市交通安全協会太田支部の関係者ら１０人

26 わが町朝市夕市 砺波市

北陸中日 17 コナンの世界に５０００人 四季彩館、記念品

19 大学生が方言学ぶ 砺波でセミナー始まる

　１９日　水曜日
北日本 15 高校野球　呉東・呉西地区大会 呉西Ｃブロック準決勝　砺波0-8砺波工

15 卓球　県高校新人選手権 大会結果

18 伊香保温泉（群馬）で流木乗り選手権 庄川水まつり実行委　３０日九転十起交流が縁

19 砺波の方言表現豊か １４大学参加サマーセミナー　住民から聞き取り調査

19 柔道整復師会と災害協定 砺波市

19 １０年ぶり作品展日本画味わい深く 砺波　萌の会

25 機械に指挟まれ骨折 砺波市苗加、川邉司さん（33）

富山 18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会７月句会

23 子ども増え遊具新調 砺波・中山間地の五谷　市教委３世代同居を推進

23 砺波市と災害協定 市柔道整復師会

24 呉東・呉西地区高校野球大会 呉西Ｃブロック準決勝　砺波0-8砺波工

24 県高校新人卓球選手権 男子 単③大淵（砺波工）、女子 単③植田（砺波）

24 第６８回県体陸上兼国体３次予選 成績結果

27 工場で指挟まれ骨折 川邉司さん（33）＝砺波市苗加

27 地鳴り 庄川見学会で恵みを再認識　河合泰　８２歳（砺波市）

27 〃 緊張した顔にかわいい笑み　小倉慶子　７０歳（砺波市）

読売 32 展示品の解説補佐を募集 砺波市教委 埋蔵文化財センターで
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　２０日　木曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市 安念智栄子、中井溥子

14 県内美術館・博物館の催し 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

18 全国中学校体育大会第３日 陸上、新体操

20 読者のひろば 粗末にできぬ米粒　砺波市　村中正敏（８５歳）

22 市内一番手の獅子舞勇壮に 砺波　鷹栖神明社で秋季祭礼

22 北日本新聞砺波支社に臨時窓口 webun登録をサポート

23 となみ野サマーチャレンジ 名所旧跡歩いて巡ろう１３２㌔

富山 3 北陸３県比べてみれば 日展入選者　石川、京都に富山続く

27 となみ野１３２㌔歩くぞ 児童５１人、４泊５日の旅出発

29 全国中学校体育大会 陸上、新体操

31 地鳴り 人のふり見てわがふり直す　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

31 コント 砺波・越中之助

北陸中日 17 となみ野のいいとこ探しに 児童１３２㌔歩くぞ　４泊５日、５１人出発

17 全国中学校体育大会 陸上、新体操

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 30 砺波で大学生方言調査 アクセントなど特徴まとめ

　２１日　金曜日
北日本 27 パンケーキ作りに挑戦 砺波　出町児童センター「おやつ教室～夏のおやつを作ろう」

27 ２３日にＪＡＸＡ後援会 砺波ロータリークラブ

27 演奏・ゲームで園児と触れ合う 砺波工吹奏楽部

27 ダンス全国Ｖを報告 大西大晶（砺波高２年）

富山 21 庄川遊覧船乗客増加 待合室天井に観光ポスター　県内紹介の全１７枚

21 宇宙の夢語る２３日に講演会 砺波ＲＣ

21 アニメソング楽しむ 砺波工高吹奏楽部

22 氷見シーサイド少年野球　あす開幕 庄川野球スポーツ少年団、庄南野球スポーツ少年団（砺波市）

25 地鳴り 論語を一層読んでみたい　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 松村謙三没後４４年きょう記念講演会 南砺・福光

　２２日　土曜日
北日本 16 体験を表現に生かす　 大澤さん（富山）稲垣さん（砺波）

20 庄川スポ少男子全国３位を報告 小学生バレーボール

20 高校野球　呉東・呉西地区大会 呉西Ｃブロック決勝　砺波工5-0高岡広陵
20 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会

24 仲間と集う 油田小昭和３４年度卒同級会　（砺波市　西尾博吉）

27 競技ロボット作り体験 砺波工業高 中学生がセミナー

27 細川さん（南砺）第３席入賞 日本伝統工芸展

27 新砺波体育センター2000～4000平方㍍想定 砺波市議会

富山 21 砺波図書館は２０億円 体育センター１５億円 市議会全協　建て替えの概算事業費市教委が方針

21 全国３位に笑顔 小学生バレーの庄川男子　砺波市長に報告

21 ロボット製作中学生が競技 砺波工高生が助言

23 細川さん（南砺）都知事賞 日本伝統工芸展　

北陸中日 17 組み立てや操作学ぶ 砺波工　中学生ロボット教室

22 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　砺波市　上竹秀幸

読売 30 庄川男子喜びを報告 小学生バレー３位　砺波市役所を訪問

　２３日　日曜日
北日本 24 絵に囲まれ音色満喫 庄川美術館　小林さん（クラリネット奏者）演奏

25 砺波　チューリップ公園で夏まつり 水遊び思う存分に

25 創立10年　飛躍誓う ミュージカルキッズ ４人に感謝状

25 地上絵 幻想的に 庄川水記念公園　キャンドル2015個で演出

32 奨学生４人に証書 稲垣小太郎財団

富山 20 キャンドルで地上絵　2015個きらめく 庄川で恋プロナイト

20 砺波の夏 催し多彩 カンナフェス「まつり」

21 ニュータウン50周年を祝う　射水・太閤山 砺波市在住の歌手中嶋瞳さんによる歌謡ステージ
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21 木片で造形子ども笑顔 砺波市美術館

22 せん定学び自分で管理 カイニョ所有者

24 大学生４人に奨学生証書 稲垣小太郎財団

北陸中日 13 全国中学校体育大会 ソフトテニス　男子個人一回戦　山本　陸 藤井理央（出町）

13 呉西地区高校野球大会 Cブロック　準決勝・決勝　砺波工業

　２４日　月曜日
北日本 16 全国中学校体育大会第７日 卓球　老松　陸斗（出町）

18 愛好者親睦深める 砺波でマラソンビーチボール

20 読者のひろば 思いもしない体験　　　　砺波市　王　生萍（研修生　34歳）

23 「ＷｉＦｉ」で災害情報共有 砺波市1500人 総合防災訓練

23 砺波ＲＣが創立60周年 ＪＡＸＡの國中さん講演

23 127キロ歩き切ったぞ となみ野サマーチャレンジ　児童 笑顔で解団式

23 南般若の用水路起工 砺波

23 屋敷林保全へ剪定講習 となみ散居村ミュージアム

23 高岡・砺波地区高校演劇発表大会 優秀賞＝高岡、砺波、南砺福野

富山 16 ３分団優勝 第13回高波地区ソフトボール大会

17 農業用排水路を改修 砺波・南般若地区で起工式

17 夫婦ペア、松永組Ｖ 砺波市グラウンド・ゴルフ協会の第19回男女ペア大会

18 携帯に避難情報配信 砺波市防災訓練、1500人参加

18 「はやぶさ」や宇宙語る 砺波ＲＣ60周年　ＪＡＸＡの國中氏

19 親子ら１００人ごみ拾い 庄川水記念公園周辺

19 福光、出町、吉江、城端　４強 第36回砺波地区少年防犯野球大会最終日

北陸中日 13 防災へ　心構え新た 市内４ヵ所で訓練　砺波

13 全国中学校体育大会 卓球　老松　陸斗（出町）

朝日 26 合唱コンクール　６団体が中部大会へ 出町中　コール麗

　２５日　火曜日
北日本 15 ソフトテニス　みのわ杯滑川Jｒオープン大会 大会結果

17 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）

17 〃 大谷婦人会庄西支部　（砺波市　廣橋幸子）

21 女性モチーフに絵画・彫刻 砺波　となみデッサン会

21 散居村の石造物見学 となみ散居村学習講座

21 越中富山ふるさとチャレンジ 砺波地方の魅力体験　バスツアー 木彫刻キャンプなど巡る

21 平穏願い地蔵祭り 砺波　旧中嶋家えんなか会

21 文化財サポーター来月から養成講座　 砺波　受講生募集

21 芹谷野発電所工事安全祈る 射水　庄東用水土地改良区

24 県代表に６団体 全日本合唱県大会

富山 23 農業用水路を活用 射水、串田新市内初、来秋発電　砺波市の庄東用水土地改良区が整備を進める

23 コーヒー「おいしさ、広めたい」 女性店員３人マイスターに　１９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ

23 地蔵祭り、心静かに 砺波・えんなか会

24 わが町朝市夕市 砺波市

27 地鳴り 墓参り終え家族で食事　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

27 〃 切手で貼り絵すごいと感心　小倉美央　７歳（砺波市・小学生）

　２６日　水曜日
北日本 15 くらし川柳 砺波市　森清泰範

24 全国珠算学校連盟検定合格者第２４２回段位珠算検定試験 ２段＝高橋文渡（出町小）

24 同第１７０回段位暗算検定試験 初段＝高橋文渡（出町小）

24 同第２９５回３級～１級珠算検定試験 合格者名簿一覧

25 障害者の就職支援考える 砺波　障害者就職意欲向上セミナー

25 要介護認定率１８．５％ 砺波地方保険組合議会

25 子供歌舞伎の語り学ぶ 砺波　浄瑠璃教室が開講

27 県花のまちづくりコンクール 四方小など最優秀

29 新番組で意見交換 エフエムとなみ番審

富山 3 北陸３県比べてみれば 住みよさランキング　トップ１０に石川３市

25 義太夫の技量向上へ 砺波で浄瑠璃教室

25 議長に稲垣氏 砺波地方介護保険組合
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31 地鳴り 少なくなったツバメの数　河合泰　８２歳（砺波市）

読売 34 カンナの大迷路 砺波

34 野球　秋季呉西地区高校大会 Ｃ決勝　砺波工5-0高岡向陵

34 卓球　県高校新人大会 男子１年　斉田里哉（砺波工）

36 イラスト 土江田玲子（砺波市）

　２７日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

17 県内朝市夕市 砺波市

24 ロビー展 県信用組合出町支店

25 田中ガバナーが公式訪問 砺波　ライオンズクラブ（ＬＣ）国際協会334-Ｄ地区２リジョン３ゾーンの２クラブ合同例会

25 児童発達支援新施設整備へ 砺波広域圏事務組合議会

32 新ごみ施設見送り 砺波広域圏事務組合　民間委託も検討

富山 26 富山文芸　８月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

31 ＬＣ田中ガバナー砺波地区公式訪問 夏野砺波市長が祝辞

31 「絵手紙庄川峡」作品展 北陸銀行庄川支店

31 砺波でも４老人ク 高齢者無事故コンクールの伝達式

31 利益剰余金の処分可決 砺波広域圏事務組合８月定例会

33 学校花壇四方小が最優秀 県花のまちづくり入賞発表

北陸中日 19 カンナ大迷路出口わかる？ 砺波、１万本見ごろ

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

　２８日　金曜日
北日本 15 北日本文芸　　歌壇　佐佐木幸綱 選 佳作　砺波市　坪本　幸世　源通ゆきみ

15 〃 入選　砺波市　山森　和子　近藤　令子

15 〃　　　　　　　俳壇　中坪　達哉 選 天　砺波市　二俣れい子　　

15 〃　　　　 佳作　砺波市　中邨　宗承　源通ゆきみ　小野田裕司　廣橋玉枝　廣橋幸子　宮浦のぶあき

15 〃　　　　　　　柳壇　松岡　緑朗 選 佳作　砺波市　吉川　博

19 きょう組み合わせ抽選　秋季県高校野球 第68回秋季県高校野球大会

24 オリジナルスイーツ１０点認定 砺波市観光協　庄川ゆず・タマネギ使用

24 子育て応援住宅　あすプレオープン 鷹栖建工モデルハウス

富山 20 となみスイーツに１０点 地元農産物やキャラ活用　市観光協会が認定

21 砺波パークゴルフ 清流パークで初の月例大会

23 大隅さん優勝 第８回健康麻将となみ大正蔵杯

25 地鳴り 規則正しく日々を送る　　山田　敏江 73歳（砺波市）

　２９日　土曜日
北日本 16 秋季県高校野球来月５日開幕 高岡商 初戦は富山工

北日本 21 折々の思い込めた５７０首 平岡さん（砺波）初の歌集

24 空き家対策に協力隊員 砺波　鷹栖地区の老朽家屋解体

24 城端・氷見線観光列車 「べるもんた」来月２３日試乗会

24 らせん水車で発電 砺波東部小に完成

24 無痛分娩１０月開始 砺波総合病院

富山 1 米原代表幹事（富山経済同友会）きょう出演 富山新聞社提供ふるさとを拓く

3 砺波、小矢部３倍超 地域別の有効求人倍率

28 砺波市長会見 マイクロ水力発電実証実験　砺波東部小で学習

29 砺波誠友病院で納涼祭 砺波市大窪

29 知事賞を市長に報告 砺波市安川の安川地区環境保全推進協議会

31 センバツへ４６チーム激突 秋季県高校野球５日から熱戦

31 ゲストに競歩・谷井選手 散居村マラソンに参加を

33 地鳴り 加賀藩士の日記を読んで　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 県内求人倍率１．５倍 ７月 全国６位高水準を維持

16 農村づくり知事賞喜び 砺波・安川地区協議会　市長に報告

16 高岡で来月２日に平和願うパレード 呼び掛け人には安念鉄夫元砺波市長ら

17 高商初戦は富山工 秋季県高校野球組み合わせ

18 散居村駆けようどしどし参加を となみ庄川マラソン

読売 25 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ

　 25 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ
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26 高岡商、初戦は富山工 秋の県高校野球大会

26 北陸各地のマラソンＰＲ 散居村を堪能「となみ庄川」

朝日 25 秋季組み合わせ決定 県高校野球

毎日 24 ４８校４６チームが熱戦 県大会組み合わせ決まる

　３０日　日曜日
北日本 3 砺波市議会議長村岡氏就任祝う 地元般若地区の住民ら約１６０人が祝った

21 地場産業や文化を学ぶ なんと！となみ野学びツアー

30 縄文の生活跡興味深く 砺波　三合新遺跡で住民説明会

富山 19 南砺でとなみＪＣ 合掌造り屋根「大変」　児童が茅葺き作業体験

19 「ストレス」題に講演 砺波・松本建設

19 砺波で福祉健康大会 市文化会館で

20 砺波・チューリップ杯小学生バレー開幕 女子 砺波東部、レジーナ、野村１位通過、男子 庄川など勝ち上がる

23 地鳴り 娘と２人で城端桜ケ池へ　西川良子　６２歳（砺波市）

23 〃 孫の習い事上達願う　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 10 高齢者奉仕思い熱く 砺波　中学生福祉体験発表

12 あんどん ミニ合掌造りできた！ 五箇山　児童２５人宿泊研修

読売 28 少年野球　となみ野リーグ 砺波北部7-7石動埴生（６回時間切れ）

32 ２０１５年自治体特集　砺波市　わが街の施策 散居のまち砺波で、三世代同居を！！

　３１日　月曜日
北日本 10 追想　ありし日 中居隆さん　仕事は誠心誠意で

16 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ ２部８節　庄西中2-1ＪＯＧＡＮＪＩ

18 読者のひろば 気引き締め過ごす　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

21 新学期前に通学路除草 砺波　三合新自治会

21 社会福祉に功績個人団体を表彰 砺波　市福祉健康大会

21 議会日程 砺波市

　 21 北陸コカ・コーラサマーフェス 工場見学や舞台多彩に

富山 19 地元の農産品ずらり 砺波・千光寺で「芹の市」

21 砺波・チューリップ杯小学生バレー 男子　庄川初栄冠

北陸中日 13 北陸コカ・コーラフェスに１万人超 砺波工場開放

      　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階カウンターへお申出下さい。
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