
　　　　　　　２０１７（平成２９）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　火曜日
北日本 3 高校再編成 意見交換会２回目 統廃合支持相次ぐ 富山学区「一定規模は必要」

3 シンガポールで誘客 県西部６市 魅力発信へ連携

3 子育て支援や防災など推進 夏野砺波市長後援会総会

17 南東北総体（インターハイ） 試合結果 ８００メートル予選「１組」⑥松本竜河（砺波）

17 レインボーとハッピー共にV 全日本ジュニアダンス 小学４～６年スタンダード⑦西嶋万葉（砺波南部小６） 

36 漂着ごみ拾いエコ工作 庄川・小矢部川流域バスツアー 親子ら環境保全に理解

37 金屋石石管を登録 市ふるさと文化財 一斉登録後初の認定

37 金屋石採掘跡を草刈り 県建設業協会砺波支部青年部が「全国建設青年の日」の事業で

37 ポンプ車ホースで消火体験 砺波市栴檀野地区の夏の子どもの集い

40 県PTA三行詩コンクール 尾崎・藤谷・藤田さん最優秀

41 理事長に大西さん となみ青年会議所

41 電気工事部門で中曽根さん最優秀 高校生ものづくり県大会

41 クマ出没情報 ３１日 庄川町小牧 午後６時１５分ごろ（成獣１頭）

富山 2 シンガポールで誘客PR 県西部６市が初、来年１月

3 富山学区「再編すべき」 意見交換２巡目 全員が肯定意見

19 わが町朝市夕市（１～７日） 砺波市 

21 金屋石の石管指定 砺波市ふるさと文化財 石工道具も

22 同点優勝 第１２回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ

22 山橋・吉田組V 千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ２０１７第１日

23 一般、中学の部 富山市が制す 県民体育大会閉会式 中学の部③砺波市

23 となみJC理事長予定者に大西氏 となみ青年会議所の定時総会で選出

25 地鳴り 会社OBとのゴルフコンペ 角 栄一 ６５歳（砺波市）

26 クマ目撃情報 ３１日午後６時１５分ごろ 砺波市庄川町小牧の路上

北陸中日 14 県立高再編 意見交換会始まる 富山で賛成の声 相次ぐ

14 理事長候補者に大西さんを選ぶ となみ青年会議所の定時総会で選出

15 ふるさと文化財に金屋石の石管登録 砺波市教委、石工道具も

15 クマ情報 ３１日午後６時１５分ごろ 砺波市庄川町小牧の路上

15 中部日本吹奏楽コンクール 県大会出場校紹介② 砺波市庄西中

15 南東北総体（インターハイ） 試合結果 ８００メートル予選「１組」⑥松本竜河（砺波）

朝日 18 第９９回全国高校野球選手権 富山大会 振り返って ノーシード勢が活躍

19 第４５回県吹奏楽コンクール 北陸大会に６校 審査結果 金賞＝庄西、庄川

 ２日　水曜日
北日本 13 創画会７０周年記念展 ２７日まで砺波市美術館

15 卓球日中交流へ壮行会 ５、６日に中国・北京で開催

16 砺波では４選手 高岡商野球部の砺波市在住選手 意気込みを語った

16 県民体育大会 大会結果

17 高校総体 大会結果

17 新体操の山井（庄西） ３種目で優勝 第３８回北信越中学校総合競技大会結果 新体操 ソフトボール

21 国重要文化財の阿弥陀像ご開帳 砺波市大窪の常福寺

21 ロボットやお茶席体験 砺波市出町児童センターまつり

21 パパが子どもと触れ合う 砺波市太田子育て支援センター

26 電子回路組立部門 有野さん最優秀賞 高校生ものづくり県大会

26 がま君とかえる君の物語 １２日砺波公演

富山 19 すこやか育児 池田静香さん＝砺波市矢木 長女 幸緒菜ちゃん

23 夏休みの宿題励む 砺波・若林 小学生の勉強会

23 阿弥陀如来立像 １年ぶり開扉 砺波・常福寺

23 日中中学生卓球 ２選手健闘誓う 砺波市派遣団壮行式

23 砺波、南砺で農業水利施設見学 県砺波農林振興センターなどによる見学会

23 南砺で児童、食品衛生監視 食品衛生一日相談所

25 砺波では選手４人 夏野市長に健闘誓う 高岡商野球部の砺波市在住選手 健闘誓った

25 第１７回国体記念ナイター野球大会 砺波総合病院７－３砺波午前様クラブ

27 地鳴り 収穫あった「歴史酒場」 黒田和也 ４０歳 砺波市

29 ほたるいか 砺波高家庭クラブの保育士体験

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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北陸中日 1 通訳ガイド 砺波に咲く 故郷・台湾の客 年１万人

13 「県勢初の４強目指す」 砺波在住４選手 市長に健闘誓う

13 日中・中学生卓球交歓会出場 砺波市派遣団の壮行会

読売 28 よみうり文芸 短歌 川柳

 ３日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（８／３～８／９） 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 ６チーム頂点狙う 砺波で学童ナイター野球

17 体操と柔道で県勢V 北信越中学競技 ９０㌔級③木地幸男（庄西中）

18 ソフトテニス 県ジュニア選手権 個人Ａ ③高田・山本（庄川中）

18 南東北総体 第６日 弓道

20 わが家のアイドル 安田栞奈ちゃん ２歳 砺波市中村

22 園児と水遊びや折り紙 出町認定こども園 砺波高生が保育体験

22 庄川沿岸きれいに 庄川沿岸漁業協同組合連合会

23 伸び伸び描いた入選作 チューリップフェア絵画展 市美術館で展示

23 水利施設 役割知って 砺波・南砺の施設見学

23 アユのつかみ取りに歓声 砺波市東般若地区のアユのつかみ取り

23 色鮮やか 熱帯の草花 チューリップ四季彩館

23 特養ホームで中学生が清掃 砺波市庄西中学校の生徒１０２人

28 新生寺尾温泉は「音楽宿」 砺波 防音室・演奏会場を新設 大学生の合宿誘致

28 越谷さん（高岡）出品 東京で「光風会」展

29 夏に舞う ひみまつり獅子舞フェス（上） ５日午後５時半～ 氷見・比美乃江公園

富山 14 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会７月句会

14 〃 挿絵 島田紘子（砺波市）

16 全国高校総体 弓道

27 散村の産業、生活学ぶ 砺波平野 高校生が施設訪問

27 荒木、南、稲垣さん特賞 砺波市美術館で開幕 チューリップフェア絵画展

27 砺波で午前９時半ラジオ体操始まる 県西部体育センター

28 大学合宿 予約６８００泊 砺波・井栗谷 寺尾温泉がリニューアル

29 太郎丸が優勝 砺波市ソフトボール協会の第１３回会長杯ナイターソフトボール大会

29 電子回路組立部門有野さん最優秀賞 第１７回高校生ものづくりコンテスト県大会・電子回路組立部門

30 地鳴り 井波彫刻会館初めて見学 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

北陸中日 15 県民芸術文化祭へ作家ら茶わん制作 射水の「匠の里」

15 咲いた咲いた３６２点の花が♪ 砺波で絵画展始まる

15 がんばれ県勢!!南東北総体２０１７ 弓道

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

29 軽音サークル合宿おいで 老舗が変身“音楽旅館”  砺波の寺尾温泉 スタジオ完備し開業

読売 26 第７０回県民体育大会 クレー射撃  

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 22 第３７回朝日新聞社旗争奪少年野球大会 となみイーグルス

毎日 23 第６９回毎日書道展北陸展 実行委員作品紹介⑦ 平岡千香子 田守光昭

 ４日　金曜日
北日本 4 観光対策の要望相次ぐ 県総合計画審 県西部地域委が会合

4 新幹線３駅中心のエリア分けに不満 砺波・南砺市長

7 働き方改革推進へ協定 県信組と富山労働局

15 いえしごとの夜明け １ 寿木けい

18 第４４回北日本民謡舞踊県大会 ４８人 自慢の歌声競う 来月１０日 オーバード・ホール

24 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８県リーグ 試合結果

28 特産タマネギ 根切り体験 砺波の児童が出荷作業

29 人命救助の３人表彰 砺波署と砺波消防署

29 公民館の活動を報告 砺波市公民館連絡協議会の専門部員研修会

29 ロビー展 県信用組合 出町支店（～１８日）

35 出合い頭に衝突２人けが ３日午前７時４５分ごろ、砺波市大窪の市道交差点

37 風車 「ライフサイエンスとやま－オープンラボ２０１７－」
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富山 4 観光推進、定住促進を 総合計画で県西部地域委 各地を一巡、１１月に素案

4 記者席 太いミシン目

4 優良工事など事業者を表彰 富山河川国道事務所

24 人命救助の３人に署長感謝状を贈呈 砺波署、砺波消防署

24 砺波「やまぶき」入浴料 ５、６日 庄川水まつり ぬれた客割引

24 井波彫刻バイク 平和へ疾走 被爆クスノキが部材 長崎出身・音琴さん制作

25 一緒に体操、交流深め 砺波・出町の児童と高齢者 生きがいセンター

27 職業体験 夏の思い出に タマネギ出荷学ぶ 砺波・庄南小６年生

28 実験で科学に関心 富大オープンラボ 魚津・砺波高２年生

29 事件・事故 車同士衝突、女性が重傷

29 地鳴り 平均寿命まで後悔しないよう 犀川寮明 ６９歳 砺波市

北陸中日 16 用水路転落の６０代男性救助 砺波署など 市内の３人に感謝状

読売 28 第７０回県民体育大会 バスケットボール 新体操 柔道

朝日 17 第９９回全国高校野球選手権大会 ４９代表校メンバー紹介 高岡商

24 第３７回朝日新聞社旗争奪少年野球大会 砺波バッファローズ  砺波東部野球スポーツ少年団

毎日 22 男性書家 さまざまに表現 あすまで 富山で墨皓会展

22 被爆した父の意思継ぐ 反核医師の会・砺波 金井英子さん（６３）

 ５日　土曜日
北日本 16 全国高校総合体育大会 大会結果

17 初戦突破へ闘志 がんばれ高岡商 燃える高岡商ナイン（上）

17 軟式野球 第３１回会長杯争奪学童ナイター野球大会 試合結果

20 読者のひろば 観光立国を支える 砺波市 武部幹夫 無職 ７７歳

23 スリランカの僧侶ら日本の幼児教育視察 あぶらでん保育園

23 絵画・書 児童７５人の力作 本社 砺波支社 宿題講座の作品展

23 絵本で英語に親しむ 砺波図書館「英語絵本の読み聞かせ会」を開催

23 ざっくばらん 道の駅庄川 料理長 堅田雅裕さん 砺波市・３３歳

28 旋盤部門最優秀賞は不二越工の柴田さん 優良賞＝西村歩高（砺波工２年）

29 夏に舞う ひみまつり獅子舞フェス（下） ゆっくり力強く舞う 鷹栖東部獅子方保存会

富山 2 高岡、魚津、砺波、滑川「良好」 県内公共職業安定所の業務に関する総合評価「良好な成果」

13 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

19 全国高校総合体育大会 大会結果

23 黄色いカエル 砺波・沼田さん捕まえて飼育

23 ３カ所で清掃奉仕 砺波市シルバー人材

24 児童がポスター描く ジュニア教室 夏休みの図画工作

24 栄養の日で展示 砺波総合病院

25 高円宮杯U－１８サッカーリーグ県リーグ 大会結果

25 呉西地区生涯軟式野球古希リーグ 試合結果

27 地鳴り 夜空を仰ぐ習慣失う 春川正人 ７０歳 砺波市
北陸中日 26 郷土の期待を受け覇者狙う４９校集結 高岡商 紹介

読売 30 「写真家・濱谷浩」展 砺波市美術館開館２０周年記念

 ６日　日曜日
北日本 3 高校再編高岡学区 統廃合支持目立つ ２回目の意見交換会

7 日曜特番 分娩を扱う医療機関 ６市町村 施設なし

16 がんばれ高岡商 初戦へ向け練習 変化球対策入念に

16 がんばれ高岡商 燃える高岡商ナイン（下）

16 南東北総体 大会結果

16 第３８回北信越中学校総合競技大会 大会結果

17 豊田ドリーム杯少年野球 大会結果

20 見て描いて裸婦像制作 庄川美術館実技講座 堀田さん（砺波 彫刻家）指導

20 丸太乗り 負けないぞ 庄川水まつり 児童が熱戦 巨大スライダー登場

20 「栄養の日」に啓発 砺波総合病院

21 若手作家 個性キラリ 福野 絵や生け花２１点並ぶ

21 難民の子思い折り鶴 県砺波青少年自然の家で開催

25 県内外から９０人 ゲームの腕競う 砺波で「ｅスポーツ」 若鶴酒造大正蔵で開催

26 越中おわら節全国大会 一般の部⑧江村桂子（砺波市）

29 ４人はねられ女性１人死亡 砺波の県道 ３人けが

富山 19 全国高校総体 大会結果
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23 庄川水まつり開幕 流木乗り しぶき豪快

23 アユつかみに歓声 砺波・ちゅうりっぷ保育園

23 カローリング楽しみ技術向上 砺波・高波、油田カローリングクラブの交流会

26 県内２区間を４車線化 東海北陸道、南砺で着工式

27 地鳴り 「お盆玉」の記事に驚いた 藤井昭道 ４５歳 砺波市

29 ４人はねられ１人死亡 砺波の県道 運転の７０歳男逮捕

北陸中日 10 中部吹奏楽県大会が開幕 中学小編成 庄西、射北が県代表 大会結果

10 庄川水まつり開幕 全長１００メートル スライダー爽快

10 北信越中学総合競技大会 新体操 バスケットボール 柔道

11 イスラムと日本 互いの文化学ぶ 砺波、留学生ら参加

24 東海北陸道４車線化事業 県内２区間 着工式

25 「無灯火」４人はねる 砺波 １人死亡、３人重軽傷 容疑７０歳逮捕

読売 26 病院の実力 ～富山編１１４ 内視鏡治療 早期がんが対象

27 はねられ４人死傷 砺波市庄川町古上野の県道

朝日 29 流木乗り 子ら真剣 砺波の庄川水まつり

29 県道ではねられ 男女４人が死傷 砺波市庄川町古上野の県道

毎日 26 歩行者４人死傷 運転の７０歳逮捕 容疑で砺波署

日本経済 31 ４人はねた疑い 富山の７０歳逮捕 １人死亡

 ７日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール ７月の入選作 「木道に映える」藤牧隆夫 

11 追想 ありし日 南砺市文化財保護審議委員会長の郷土史家 千秋謙治さん（南砺市井波）

12 とやま文芸散歩 高島 裕

16 バスケットボール 射水カップ２０１７ミニの部 男子③砺波北部ミニバスケットボールクラブ（砺波）

16 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 男子②砺波倶楽部  女子①砺波ク

16 卓球 北信越中学校総合競技大会 男子 団体③出町

18 元気にはっけよい 県ちびっ子相撲 博労小（高岡）制す

18 グラウンドゴルフ 砺波市協会第２７回親睦交流大会 大会結果

22 ３施設で奉仕清掃 砺波市シルバー人材センター

23 空き家を生かそう となみＪＣ市民まちづくり会議 市民ら活用法考える

23 親子連れアユ探しに夢中 庄川でつかみ取り大会

23 高齢者と３Ｂ体操で交流 出町児童センターを利用する児童１１人

23 「預かった命を子孫に伝える」 南砺 宮田修さん講演

23 庄川水まつりの第３１回流木乗り選手権 大会結果

28 記者ぶろぐ 地元の魅力 まず発見を

29 八田さんも叙勲祝う会 砺波 元砺波市消防団長の八田政幸さん

31 屋敷林１戸でＣＯ₂吸収１６戸分 砺波 保全組織会員が試算 次世代へ継承訴え

31 風車 砺波市社会福祉庄東センターのバルーンアート体験イベント

富山 16 八田さん受章たたえ 砺波で叙勲祝賀会

16 若者集う 候補地選定 １０月のフォーラムへとなみＪＣ 砺波、南砺巡る

17 アユ２万匹つかみ取り 砺波 漁協の鮎のつかみ捕り大会

17 南砺で元アナ宮田さん講演 第６０回神社総代会砺波支部総会

17 自遊心会ＪｏｋｅｒがＶ 庄川水まつり、流木乗り選手権

17 あじさいが優勝 第２９回庄東地区親善ゲートボール大会

17 砺波・柳瀬西町地区で交流会 砺波市柳瀬の柳瀬西町地区の交流会

21 地鳴り 砺波のタマネギ ブランド化願う  松本健治 ７５歳（高岡市）

21 〃 ６人目の孫 疲れ癒やす  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

21 〃 産地守ってきた種子法なぜ廃止 伊東悠太郎 ３０歳（東京都目黒区）

21 コント 砺波・たぬき

21 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

北陸中日 14 追う。コイもアユも優勝も 砺波・庄川  庄川水まつり・流木乗り選手権

15 中部日本吹奏楽 県代表決まる 砺波市文化会館

15 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 男子②砺波倶楽部  女子①砺波クラブ

18 ボランティア募集 散居村マラソンでお手伝い

読売 25 ミニバス大会 砺波東部準Ｖ ほたる杯

25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助
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 ８日　火曜日
北日本 3 利賀ダム建設促進を要望 庄川・小矢部川改修同盟会

14 生地ラビットV マクドナルド学童野球

15 らいちょう 全国高校総合文化祭みやぎニュース 放送部門  制作担当者（砺波工業高）

20 読者のひろば 対応に天地の差  砺波市 柏木直樹 ８２歳

22 食籠中心に紹介 砺波市美術館の常設展「工芸の秀作」

22 工場見学わくわく 県西部夏休み親子ツアー

23 障害支援幅広く 南砺 新わらび学園が起工

23 文部科学省後援第３７９回全珠連検定試験合格者 準一級＝神下翔真、雄川綾音（庄川小）ほか

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小５年 橋本龍晟君、八嶋瑞希さん 

27 自転車県大会１９連覇 砺波 鷹栖小  あす全国大会  １０位超え目指す

28 被爆クスノキで木彫バイク 長崎出身 音琴さん（砺波） 木彫りの里（井波）で展示

富山 20 わが町朝市夕市（８～１４日） 砺波市

22 わらび学園新園舎起工 南砺・二日市

22 県外知人 はがきで誘客 新高岡駅 市民会議が利用策

25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

25 高岡南部地区野球連盟リーグ戦 試合結果

26 治水予算や築堤推進求め決議 庄川・小矢部川改修同盟会

北陸中日 16 庄川・小矢部川改修へ予算など決議案採択 期成同盟会総会

読売 26 バレーボール 第７０回県民体育大会

26 〃 全国社会人９人制東ブロック男女優勝大会県予選

朝日 22 小菊出荷ピーク 砺波、お盆の仏花用

 ９日　水曜日
北日本 13 短歌の今考える ２６日富山 歌誌「未来」富山大会

22 夏休み わくわく工作 砺波 ミニパソコン作ってプログラミング体験

22 散村講座に親子が参加 砺波散村地域研究所の「散村地域学習講座」

23 となみ野の郷 来館９０万人 農産物直売所「道の駅となみ野の郷」の来場者

23 絵本や昔話読み聞かせ 砺波市の絵本読み聞かせボランティア団体「めばえの会」

29 五箇山大雨 ２４時間１４２㍉ 北陸線・高速バス運休

富山 1 上市 ２４時間雨量１６２㍉ 台風５号 １４市町に大雨警報

19 すこやか育児 杉浦 侑子さん＝砺波市杉木  長女 愛梨ちゃん

19 くらしの日記 キルト展 中島常充 ７０歳

22 焼きそば作って交流 県砺波青少年自然の家

22 ミニパソコン作りゲーム 砺波市のこども電子工作＆プログラミング教室

23 となみ野の郷来店９０万人 土倉さんに記念品 来春の大台見込む

26 中学の部金賞に出町 学校音楽県コンクール

27 地鳴り 仕事には必要とされる意味ある  嶋村了吉 ５３歳

29 台風 交通網に打撃 県内 立山線に土砂流入

北陸中日 5 モーニングサロン 利賀 そばと演劇  上野亮平  ７４歳

12 ファイル１１０番 土砂崩れで通行止め

14 「となみ野の郷」来場９０万人突破 記念品を贈呈

読売 27 台風５号でダイヤ乱れ 立山線 線路近くに土砂

朝日 22 朝をひらく 人に良い「食」 豊かな味覚感性育む

22 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 試合結果

22 同・古希リーグ戦 試合結果

23 台風５号 県「被害情報なし」 ＪＲ特急など乱れ

毎日 24 石碑みてある記 ③砺波・牛嶽車道開通記念碑 地域の益 心泉の筆刻む

 １０日　木曜日
北日本 20 県内美術館・博物館の催し（８／１０～８／１６） 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 すてきなひととき 砺波市 北島嘉孝 ４６歳
25 年重ねてもいきいき 介護予防へ百歳体操 買い物客ら体験
25 将来の暮らしや人生設計考える 中学生対象にゼミ

25 人口目標２００人超下回る 南砺 総合戦略見直しへ　転出先 砺波が最多

25 ６部門に住民の力作 第７回庄下美術展

5 ページ



25 アユつかみ取り ちゅうりっぷ保育園児

27 来場者１００万人達成 島さんに記念品 チューリップ四季彩館

28 鷹栖小は団体１１位 子供自転車全国大会

29 砺波で配線作業中に転落し重傷 アピタ１階で配線作業

30 台風爪痕 大ケヤキ折る 市道ふさぎ撤去 国道１５６号通行止め

富山 31 目指せ１００グループ 砺波「百歳体操」 イオンモールで買い物客ら参加

31 合宿、英語力磨く 南砺福野高１、２年生

31 県代表に出町小、富山高 第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール

32 氷見サッカーフェスティバル チーム紹介② 鷹栖スポーツ少年団 ＳＥＩＢＵ．ＳＣ

34 ランニング基礎学ぶ イオンとなみ

34 四季彩館１００万人 砺波、外国人観光客増え

35 事件・事故 脚立から転落、骨折

37 台風一過 青空広がる 県内、復旧作業進む

北陸中日 14 配線作業中の男性が転落し重傷 アピタ砺波店１階で配線作業

15 重り着けて元気に足踏み 「いきいき百歳体操」体験会

15 砺波・チューリップ四季彩館来場者 上市の島さん１００万人目 開館２１年余り

15 第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県コンクール 審査結果

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 24 読売書法展 入賞・入選者

25 チューリップ四季彩館１００万人 ９６年に開館

毎日 22 日中中学生卓球大会 吉水さん、森さんが報告

 １１日　金曜日
北日本 12 〝富山弁かわいい〟実感 俳優 今井香澄（砺波出身） 連ドラ「ひよっこ」で方言指導

12 富山高など県代表 ＮＨＫ音楽コンクール

18 きょうの主な県勢 新体操 柔道

18 砺波学童ナイター野球 庄川スポ少が優勝

28 基本条例に「議会報告会」 改革委 項目設置を確認

28 独特な技法の作品紹介 「まりこの『ワクワクアート』講座 臨床美術・ゼンタングル展」

29 園児 理科手品に驚き あぶらでん保育園で理科手品教室

29 エコバッグ使ってね ＪＡとなみ野女性部

29 手づくりロボで球拾いゲーム 砺波工高生が中学生指導

33 熱中症で男性搬送 １０日午後３時２０分ごろ、砺波市内の駐車場で

34 古里に感謝 ２作品寄贈 藤森兼明さんが本社に

35 自転車の高校生はねられ重傷 １０日午前８時５分ごろ、砺波市鷹栖の市道交差点

富山 3 中山間地域振興 対策推進本部を設置 自民県議会議員会 

4 １６日から海外教育事情視察 富山経済同友会

23 外国人実習生 砺波署が教室 交通ルールや防犯

23 砺波ロイヤルホテル金の適マーク交付 砺波消防署

23 新聞紙エコバッグ贈る ＪＡとなみ野女性部 となみ野の郷に

23 ロビー展 高砂会館書道部作品展

24 氷見サッカーフェスティバル チーム紹介③ ＳＥＩＢＵ．ＳＣ（砺波市）

24 ロボット製作中学生に助言 砺波工高セミナー

27 車と衝突、自転車の１７歳重傷 １０日午前８時５分ごろ、砺波市鷹栖の市道交差点

北陸中日 14 日本の交通ルール指南 砺波署 技能実習生向け教室

14 砺波市議会定例会 ９月は１～２０日に 砺波市議会 議会運営委員会

15 砺波ロイヤルホテル防火「適」マーク〝金〟 砺波消防署が交付

毎日 23 第６９回毎日書道展北陸展 九州北部豪雨 チャリティー色紙展

 １２日　土曜日
北日本 3 「中高生の声を聞いて」 高校再編砺波学区意見交換会 現役生徒が発言

14 南東北総体 第１５日 県勢成績 柔道 新体操

14 北日本新聞社旗争奪県少年野球 第３４組 高岡西部球団２－１０出町ボーイズスポーツ少年団

14 サッカー 高円宮杯U－１８県リーグ 試合結果

16 新盆迎える県人 ゆかりの人 梶谷公美（元砺波市議会議長）ほか

18 読者のひろば 先人の知恵生かす  砺波市 村中正敏 ８７歳

21 屋敷林涼しいね 砺波で親子ツアー 魅力体感役割学ぶ

21 親子ら人物画描き合う 庄川美術館講座 藤森兼明さん指導
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23 心温まるカエルの物語 黒部でミュージカル公演

富山 2 高校生「意見聞いて」 再編で砺波学区意見交換会

3 ラウンジ 駅に日本一近い蔵 若鶴酒造社長 串田茂氏

13 全国高校総体 富山勢の成績　柔道 新体操

16 議会日程 ９月定例会  砺波市

17 カイニョ 親子見て学ぶ 砺波 散居民家や展望広場ツアー 保全管理検討会と市主催

17 ひみ里山杉で木工 親子が引き出し机 富山の杉活用協 氷見で体験企画

18 氷見サッカーフェスティバル チーム紹介④ 鷹栖スポーツ少年団サッカークラブ（砺波市）

19 高岡学生書道展 きょう開幕 市長賞に４人  高岡市書道教育研究会会長賞  嶋穂榎（砺波東部小５）ほか

北陸中日 13 砺波工生作・紙切りマシン ホテルの縁日に出展好評

13 暮らしに屋敷林の恵み 砺波巡る親子バスツアー

13 がんばれ 県勢!! 南東北総体２０１７ 新体操 柔道

朝日 21 一戦必笑！高岡商 １８人の意気込み 下

 １３日　日曜日
北日本 1 天地人 「盆三日」

20 あす激突 両校の戦力分析 高岡商 東海大菅生

20 卓球 全日本選手権（カデットの部）県予選 種目別決勝リーグ 大会結果

20 サッカー 高円宮杯県ユース（U-15）リーグ 試合結果

23 九谷焼や絵画２００点 「九谷焼と書画古美術展」 高岡市の県高岡文化ホールで

23 水辺の生き物観察 砺波青少年自然の家

25 芸能や盆踊り楽しく 砺波 東野尻夏まつり

28 空き家 賃貸・売買が増加 新川 情報バンク利用広がる

富山 19 夏まつりで親睦 砺波・東野尻

20 砺波東部６位 第２回白山フレッシュサマーカップ２０１７

20 お盆用切り花販売 道の駅砺波

21 氷見サッカーフェスティバル 県勢１２チーム決勝Tへ

23 地鳴り 姉をしのんで九さんの曲  紫藤道子 ８２歳（砺波市）

23 地鳴り 昆虫の世界も異常気象影響  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

25 熱中症で２人搬送 県内  砺波市で６０代女性

北陸中日 13 全日本卓球選手権大会カデットの部県予選 大会結果

27 五箇山 時間５９．５㍉ ８月最大  ＪＲ運休、土砂崩れ

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １４日　月曜日
北日本 11 とやま文芸散歩 片桐久惠（選）  田村浩美

16 パークゴルフ ８５人が楽しむ 砺波市長杯

16 高岡商 初戦へ闘志 第２試合 きょう東海大菅生（西東京）戦

21 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

23 仲間と集う 雄神公民館研修旅行（砺波市  坂井勇雄）

23 〃 七津屋サロン（南砺市  池田芳信）

24 〃 庄第一班交流会（砺波市  有澤哲郎）

25 巨大書道に拍手 いみず祭り  クイズや飲食楽しむ

25 紙切りマシンにびっくり 砺波工業高校の実演

28 川腰さん（富山）連覇 県囲碁大会  アマ４８人 ５部門で熱戦

富山 14 広告 第３５回 となみ野花火大会

20 エヌスタイルＶ２ 氷見サッカーフェスティバル  大会結果

20 全日本卓球選手権（カデットの部）県予選 大会結果

22 育て カンカンキャベツ 砺波・安川営農組合 外食チェーンと契約

北陸中日 11 食べる、買う 豊富２５店 砺波  チューリップ朝市盛況

 １５日　火曜日
北日本 14 第９９回 夏の甲子園 第７日 高岡商 終盤力尽く

14 ３０チーム熱戦 少年サッカー立山杯

15 土合の力投実らず 高岡商ナインひとこと

19 １６年度一般会計 歳入歳出が増加 砺波広域圏事務組合

19 児童らへ演奏披露 砺波工業高校吹奏楽部は砺波学園で児童ら２５人に演奏を披露

25 ウイスキー魅力体感 若鶴酒造 リニューアル１カ月で８００人
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25 住民に合宿の成果披露 砺波で慶応大応援指導部

富山 1 今夜 となみ野花火大会 午後８時から砺波市・庄川太田橋下流

12・13全面広告 第３５回 となみ野花火大会　旧盆の夜 光と音の祭典

17 高岡商 粘り切れず 東海大菅生に１－１１

20 わが町朝市夕市（１５～２１日） 砺波市

22 自転車で発電 かき氷つくる イオンモールとなみ

23 事業系ごみの区分け厳格化 砺波広域圏事務組合

24 県民スポレク祭 大会結果

25 初誕生 佐藤愛依子ちゃん 砺波市鍋島 

26 庄川で光と音の競演 第３５回 となみ野花火大会

北陸中日 15 「必笑」最後まで 選手ひと言

読売 24 ムーミンの魅力 砺波で紹介 チューリップ四季彩館

24 卓球 全日本選手権県予選　大会結果

 １６日　水曜日
北日本 11 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

12 高岡商ナインが帰県 「温かい声援に感謝」

12 立山杯第３７回北日本少年サッカー富山大会 大会結果

15 仲間と集う 砺波市 上田登昭・端保八郎・中嶋裕一

17 ざっくばらん ゲストハウス「すどまり となみ」家主 川向実さん

17 砺波ロイヤル防火「金」 砺波地域消防組合管内で「金」の交付は初めて

23 ２２日住民意見交換会 南砺市 県立高校再編テーマ

26 出会い頭衝突 同乗女性重傷 砺波２人軽傷

富山 1 砺波でとなみ野花火 大輪２千発 旧盆彩る

21 「後輩が借り返す」 甲子園出場 高岡商ナイン帰校

23 事件・事故 車衝突、３人重軽傷

23 地鳴り 芋掘り期待もイノシシ先に 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

北陸中日 11 くらしの作文 懐かしい青春時代 春川正人 砺波市 ７０歳

14 カンナ１万本 大迷路が人気 砺波・フェス

朝日 19 第３７回朝日新聞社旗争奪 少年野球大会 ４強決まる ３回戦 能町ユニオンパワーズ４－１となみイーグルス

 １７日　木曜日
北日本 12 県内美術館・博物館の催し（８／１７～８／２３） 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
19 嶋田さん（砺波）優勝 呉羽親善ゴルフ

21 １２７．５キロ 仲間と歩くぞ 県内の小学生５８人出発

富山 3 ２２日、南砺で高校再編の意見交換会 県総合教育会議で議論

29 １３０キロ徒歩の旅 砺波、南砺、小矢部など 小学生出発、４泊５日

30 氷見シーサイド少年野球 １９日開幕 出場チーム紹介 上 Aトーナメント

31 南砺古希が優勝 第７回呉西地区生涯軟式野球古希リーグ戦・石澤杯争奪戦最終日

31 花火会場を清掃 砺波・自治振興会員

31 呉西地区高校野球大会 石動１－８砺波工

31 西から東から 地元の協力なしでは

32 芸術院会員・藤森氏が指導 来月１６,１７日 県美術館で洋画講座

北陸中日 15 １３０キロ 歩く歩く 砺波など３市へ 小学生４泊５日で挑戦

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

18 イベント ２０１７夏まつりｉｎ砺波チューリップ公園

読売 24 鮮やか カンナ１万本 砺波チューリップ公園

25 となみ野探索へ出発！ 児童が挑戦

25 シンガポールで誘客イベント 県西部６市

 １８日　金曜日
北日本 4 景況上向き 市区町村１７％ 全国自治体アンケート 県内 県と５市町が上向き

22 室井さんラジオ童話 感想文や図画を展示 イオンモールとなみ

23 バイクの日前に安全運転をPR 砺波署

23 震災に備えマニュアル 消防団員の基本行動明記

23 夏野菜の料理振る舞う 総合カレッジSEO 収穫祭を開催

23 ロビー展 北陸銀行高岡清水町支店
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富山 24 消防団員に震災用手引 砺波市、消防署が策定、配布

24 ヘルメット着用「正しく」 道の駅庄川で 砺波署

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

31 地鳴り 楽しかった乗鞍岳登山 西川良子 ６４歳 砺波市

読売 24 老舗旅館 音楽合宿で再生へ 防音スタジオで２４時間練習可 ホテル寺尾温泉

 １９日　土曜日
北日本 1 全国市区町村調査 軽度介護に「苦慮」４５％ 県内は３市町「苦労」

19 砺波の大野さん・南砺の道畑さん ハンガリー美術キャンプに参加 海外作家との交流刺激

20 読者のひろば ヤングコーナー 失敗恐れず努力を  南砺市 坂下ひとみ（砺波高１年）

22 全国珠算技能検定試験 全国暗算技能検定試験 試験結果

23 減農薬のモモおいしい 砺波 南砺  親子１７組エコ農業学ぶ

23 家持の和歌を書・篆刻で表現 槇さん作品展

23 城端線の歴史伝える 鉄道フェア ジオラマや信号機展示

26 仲間と心一つに 本番へ最終稽古  チェコ・モナコ舞台芸術派遣団

26 万遊寺（砺波）の歴史つづる 民俗学者佐伯安一さんの遺稿  地元ＮＰＯ冊子刊行

26 藤森さん講師に来月人物画講座 参加者募集

28 砺波・南砺で大雨 ＪＲ城端線に影響

富山 1 軽度介護 自治体４５％苦慮 市区町村調査 県内３市町が運営「苦労」

25 親子がツアー エコ農業学ぶ 砺波、南砺

26 杉村さん（堀川小）最高賞 県神社庁 お宮さんを描こう！写生大会

29 地鳴り 孫の成長を楽しみに生活  石崎弘毅  ６４歳（砺波市）

30 県内激しい雷雨 砺波、南砺で一時警報

北陸中日 11 地方と東京 結ぶ場に 〝よい仕事おこし〟フェア 富山、石川の６社出展

18 ファイル１１０番 城端線が大雨で一時運休

19 有機栽培 環境ＯＫ 砺波、南砺で親子 農業探検ツアー

30 軽度介護サービス移行 県内「順調」は７市村

朝日 20 ムーミン谷やって来た 砺波で「世界展」

日本経済 35 ほくりく逸品一品 雪たまねぎ（富山県砺波市・南砺市） 熟成ひと冬甘く肉厚

 ２０日　日曜日
北日本 15 高校野球 呉東・呉西地区大会 大会結果

20 獅子舞勇ましく 鷹栖神明社秋季祭礼

20 ボール追いピッチ駆ける 第２６回チューリップカップ少年サッカー大会

20 高校演劇部員が熱演 高岡・砺波地区高校演劇発表大会

21 甘～いブドウ食べ比べ 宮﨑ぶどう園

25 盆踊り・工作 催し多彩 砺波チューリップ公園周辺 にぎやか 夏まつり

富山 22 ブドウ食べ比べ 宮﨑ぶどう園

22 木片使い工作楽しむ 砺波市美術館の「２０１７夏のワークショップ」

23 ふるさと民謡 踊りの輪 砺波チューリップ公園でまつり

24 呉東・呉西地区高校野球大会 大会結果

24 般若 城端 福野 福光 ４強 となみセントラルライオンズクラブ第３８回砺波地区少年防犯野球開会 第１日

25 氷見シーサイド少年野球開幕 大会結果

北陸中日 17 城端線１２０年の軌跡展示 福光駅の〝誕生日〟に合わせ

17 呉西地区高校野球大会 大会結果

 ２１日　月曜日
北日本 14 県内外の１５５人 記録更新目指す マスターズ陸上 大会結果

14 野球 砺波地区少年防犯大会 大会結果

14 サッカー 第２６回チューリップカップ少年大会 大会結果

14 北日本新聞社旗争奪 県少年野球 大会結果

15 １４部門 野山駆ける 平でクロスカントリー大会結果

16 仲間と集う 若神組十三日講 砺波市 藤井成正

18 幅広い年代の２３０人がプレー マラソンビーチボール 大会結果

19 大規模地震に備える 住民ら１７００人 防災訓練 油田・南般若・柳瀬

19 やったぞ１２７．５キロ完歩 となみ野サマーチャレンジ 児童笑顔でゴール

19 高校演劇発表 ４校県大会へ 優秀賞に南砺福野、砺波、高岡、新湊

19 伊香保温泉で丸太乗り 庄川水まつり実行委員会と庄川峡観光協同組合

19 水生生物の生息調査 岸渡排水路で住民らと

26 〝音楽宿〟に新生 寺尾温泉好評 学生たちが合宿
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富山 17 住民一丸で防災訓練 シェイクアウト実行

17 岸渡排水路で生物調査 地元住民ら環境考える

17 榎さん優勝 第２０回若林地区民親睦グラウンドゴルフ大会

17 我妻さん栄冠 南砺囲碁クラブ御盆囲碁大会 

18 ６年プリメーラ ５年なめりかわＶ 氷見サッカーフェス

18 城端が優勝 となみセントラルライオンズクラブ第３８回砺波地区少年防犯野球大会最終日

18 ３分団が優勝 第１５回高波地区ソフトボール大会 大会結果

21 月曜川柳 乱反射 小倉慶子（砺波）

21 コント 砺波・越中之助

北陸中日 10 住民、消防 大地震に備える 「砺波市防災デー」訓練

11 城端中が優勝 砺波地区少年防犯野球

14 井波彫刻師を講師に親子が木工体験教室 砺波市美術館

読売 25 地元の魅力 歩いて発見 となみ野１２７キロ 小学生踏破

 ２２日　火曜日
北日本 13 少年野球 ZEET旗争奪大会 大会結果

13 フットサル SuperSports XEBIO県リーグ 大会結果

13 ソフトテニス 第２０回みのわ杯滑川Jr.オープン大会 大会結果

13 県柔道連盟昇段審査会合格者 合格者

17 移動スーパー営業開始 あすから津沢・水島地区

17 運営する丸圓商店 市と見守り協定 小矢部市

17 留学生と楽しく交流 ガールスカウト第１２団

17 絵画と彫刻 力作並ぶ となみデッサン会展

22 砺波郷土資料館が最高賞 全国自作視聴覚教材コンクール

22 砺波の製材所全焼 砺波市三合の建設会社「齊藤建工」

22 車に追突 男性重体 小杉の県道 沖田誠さんの乗用車に追突

富山 21 わが町朝市夕市（２２～２８日） 砺波市

22 小矢部に移動スーパー 津沢・水島地区 丸圓商店が週２回

23 砺波でスカウトと交流 日・中・ケニアの料理味わい

23 ロビー展 パステル画 遊の会 北陸銀行庄川支店

24 出町子供歌舞伎を伝承 浄瑠璃教室、練習に熱

25 第１４回県フットサルリーグ 大会結果

25 第７０回県体バレー３部 Ｂ ①喜楽クラブ

27 地鳴り 「話しかけない接客」に賛成 角栄一 ６５歳 砺波市

27 地鳴り お盆無事乗り越えられホッ 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

29 砺波で製材作業場出火 砺波市三合の建築会社「齊藤建工」

北陸中日 16 砺波の移動スーパー 小矢部エリアに進出 市と高齢者宅見守り協定

27 砺波の建設製材会社 １棟全焼、木材焼く 砺波市三合の建設製材会社「齊藤建工」

27 追突後、木に衝突 運転の男性重体 射水の県道

読売 29 小矢部市 地域見守り移動スーパーと協定 丸圓商店

29 砺波で建物から出火 砺波市三合　「齊藤建工」

 ２３日　水曜日
北日本 3 高校再編に反対一色 南砺で初 意見交換「地元の声聞いて」

16 読者のひろば 知床五湖の旅 砺波市 高田建一 ６０歳

19 保険料上昇抑制へ 準備基金を活用 砺波地方介護保険組合議会

19 赤ちゃんと絵本に親しむ ファーストブックの会 図書館で夏まつり

19 補正予算を可決 砺波地域消防組合議会

19 移動スーパー ４号車営業開始 初の女性ドライバー

26 出火原因特定できず 砺波の製材所火災

富山 3 高校再編で賛否 福光で意見交換会

20 高齢者 美文字が好印象 南高木ふれっしゅサロンで練習

21 補正予算を可決 砺波地域消防組合議会

21 介護保険料の上昇 理事長が抑制方針 砺波地方介護保険組合議会

22 和田さん最優秀賞 少年の主張県大会 牧田さん特別賞

22 熊本観光で復興支援 砺波から２０人、知事を訪問

24 絵本読み聞かせ パネルシアター 砺波ファーストブックの会

25 事件・事故 火元特定に至らず

25 地鳴り 雨も暑さもほどほどに 小倉慶子 ７２歳 砺波市

25 地鳴り 孫が新人戦に登板で応援 犀川寮明 ６９歳 砺波市
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北陸中日 15 となみデッサン会 裸婦など５３点展示 砺波市美術館

25 砺波の製材所火災 原因の特定できず 砺波市三合の建設製材会社「斉藤建工」

読売 28 よみうり文芸 短歌 秀逸 砺波市 西能さとみ

  ２４日  木曜日
北日本 1 民間に一括譲渡 県内雇用促進住宅 未売却３５ヵ所

20 県内美術館・博物館の催し（８/２４～８/３０） 砺波市美術館 ギャルリ・ミレー

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 東京から来た兄弟  砺波市  竹田芳治 77歳

24 空き家対策 計画策定 市議会全員協

24 「てんたかく」全量１等 ＪＡとなみ野初検査

25 砺波の郷土料理に挑戦 学生ら和気あいあい

25 ごみ最終処分場 基本構想作成へ 砺波広域圏事務組合

33 新・草刈り十字軍結成 小矢部市拠点　若者に継承　元隊員呼び掛け

33 超勤手当１０４６万円未払い 砺波総合病院 看護師１９０人に

富山 24 文芸喫茶 海潮砺波歌会

28 剰余金処分を可決 砺波広域圏組合議会

29 てんたかく全量１等 砺波  ＪＡとなみ野初検査

29 空き家対策を説明 砺波市議会全協

29 竹橋さん優勝 第９回サンテンひだまり杯健康麻将交流大会 結果

29 ４市の中学生普通科の授業体験 南砺福野高

31 よごしで親睦深め 砺波の郷土料理 方言調査の富大生招き

北陸中日 5 発言 不祥事や暴言 不愉快な先月  貝渕文夫 ６８  富山県砺波市

13 性別欄廃止 北陸進まず 印鑑証明、性的少数者へ配慮

19 夏 おいしい砺波の味 郷土料理 富大生ら作り方学ぶ

19 わせ・てんたかく「一等」に格付け ＪＡとなみ野、初検査

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

朝日 25 県内から１７人入選 伝統工芸展

25 県立高再編 対象市町で反対論 ２度目の意見交換会

読売 29 砺波の郷土料理 受け継ぐ 富大生ら「よごし」「ゆびす」など９品

  ２５日  金曜日
北日本 1 富山の未来へ「夢」提言 子ども県議会 小学生目線生かす

4 ユニー閉鎖店舗ドンキに ファミマと資本業務提携

27 伝統文化一堂に紹介 来月２日 となみ伝承やぐら大祭

30 山下さん（南砺）優秀賞 県内から１６人再入選 日本伝統工芸展  木竹工  荒木寛二、林哲三（砺波）

31 新高岡駅停車の「かがやき」継続 ＪＲ西臨時列車ダイヤ

富山 3 子ども県議会が提案、採択 雷吸収する充電技術  生ごみ循環の仕組み

11 ユニー閉鎖店 ドンキに スーパー事業立て直し

23 吉田さん優勝 第３０回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

25 インパルス優勝 国体記念ナイター野球大会最終日

26 山下さん（南砺）高松宮記念賞 日本伝統工芸展 木竹工  荒木寛二（砺波）、林哲三（同）

27 地鳴り 孫が書道で受賞 家族全員で祝福  浦外喜夫  68歳（砺波市）

28 新高岡「かがやき」継続 新幹線秋ダイヤ 臨時便、３４本減

29 ほたるいか 砺波市出町児童センターのおやつ教室

北陸中日 3 この人 写真で北陸の魅力を発信する金沢大４年生 大木賢さん（２３）

18 課題解決 児童が提案 ４０人参加、子ども県議会

読売 27 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー 砺波市美術館  庄川美術館

28 読売新聞社見学（２４日） 東京本社　県立砺波高２年４２人

29 砺波総合病院 看護師１９０人に１０４６万円未払い 超過勤務手当 半年間で

朝日 25 ニュース短信 砺波総合病院で時間外勤務手当１０４６万円分が未払い

毎日 26 新・草刈り十字軍始動 「若者成長の場 残したい」 小矢部で１０人

26 超勤手当未払い 砺波総合病院 看護師１９０人に１０４６万円

 ２６日　土曜日
北日本 1 県内豪雨 ６棟床下浸水 ３年ぶり記録的短時間大雨情報  道路冠水 土砂崩れ

16 県アマゴルフ 予選 庄田（立山）と山中（富山）首位
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16 湯川・廣井５位 全中体育大会柔道 

16 新体操 富山３位 福井で北信越国体開幕

24 第７２回となみ野茶会 ９月３日  主催 北日本新聞社

24 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

25 村立て４００年 歴史一冊に 庄川町の古上野自治会  施設・獅子舞も紹介

25 体操やよさこい満喫 誠友病院の納涼祭

25 来場者１万人超え チューリップ四季彩館「ムーミンの世界展」

32 県花のまちづくりコンクール 大久保小など最優秀賞  学校花壇部門 庄東小（砺波）ほか

33 集荷場で転落し重傷 ２５日午後５時４０分ごろ、砺波市大門の県花卉球根農業協同組合集荷場

35 浸水「あっという間」 県内豪雨  通勤・通学直撃 車水没も

富山 1 山田で１１０㍉、庄川１００㍉ 県内 記録的大雨情報を発令  ３年１ヵ月ぶり

2 社説 気象情報の確認、早期避難を

5 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

26 ９月イベント一覧 【７日】公益社団法人となみ青年会議所９月度公開例会ほか

33 ２１美鷲田さん企画 越後さんの造形展 砺波・ギャラリー無量

34 学校花壇 大久保小（富山）最優秀 県花のまちづくり入賞発表  学校花壇 庄東小（砺波）ほか

34 ムーミン展１万人突破 砺波・四季彩館

35 広井、湯川８強 全国中学校体育大会  柔道男子

35 県フットサルリーグ アレスグーテ砺波５－３Ａｓｐｉｒａｎｔｅ

37 事件・事故 集荷場で転落、男性重傷

37 地鳴り 大自然の力 子どもに体験  春川正人  ７０歳 砺波市

39 住宅６棟 床下浸水 県内大雨  南砺、砺波で土砂崩れ

北陸中日 20 ファイル１１０番 集荷場で転落してけが

21 ムーミン展１万人突破 砺波 帰省中の山田さんに記念品

読売 29 ほくりく情報交差点 季節を彩る花々～盛夏の色～ チューリップ四季彩館

30 ムーミン展１万人突破 砺波市中村のチューリップ四季彩館

31 県内「記録的短時間大雨情報」 ６軒床下浸水 道路冠水も

朝日 27 富山・射水で床下浸水 ３年ぶり 記録的大雨情報

毎日 24 大雨１時間１００㍉超 富山など６棟床下浸水  けが人なし

 ２７日　日曜日
北日本 2 ３５％が国保料上昇予想 上昇予想 県内は６市村

24 ４１人２８団体表彰 砺波市福祉健康大会が文化会館で開催

25 庄川小の塀に思い出アート 児童ら５００人描く

25 来春 となみミュージカルキッズ公演 選考会３５人全員合格

25 夢の図書館を作ろう 新砺波図書館をイメージした模型を作るワークショップを開催

25 地上に「こいっぴ」輝く 恋プロナイト２０１７が庄川水記念公園で開催

富山 1 市区町村の３５％ 国保料上昇予想 来年度、都道府県へ運営移管

22 小学校にモザイク画 庄川 塀いっぱいに

23 夢の図書館 模型で表現 砺波でワークショップ

23 おやじバンド演奏 砺波でイ・レガーミ

23 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会 斉藤、近藤さん優勝

23 体操やよさこいで交流 砺波誠友病院の納涼祭

23 砺波で福祉健康大会 文化会館で開催

24 県勢女子 ６チーム１位通過 第２１回チューリップカップ小学生バレーボール大会第１日

24 富山新聞社旗第１０回小矢部メルヘン少年野球大会第１日 大会結果

25 初誕生 牧長 杏奈ちゃん 砺波市深江

27 地鳴り 自分なりの運動で矯正 紫藤道子 ８２歳 砺波市

北陸中日 17 県中学体育連盟記録会 男子２年１５００メートル①瀬川翔誠（庄西）

28 国保運営移管で全国市区町村 ３５％が保険料上昇予想 県内６市村上昇を予想

 ２８日　月曜日
北日本 9 音楽合宿大にぎわい 撮れたて富山  砺波 新生寺尾温泉 学生ターゲットに

14 富山・新潟の４０人交流 第４回富山・新潟交流大会

21 北日本文芸 歌壇  詩壇  俳壇

24 短歌や俳句で家持顕彰 射水 放生津八幡宮祖霊社祭 天位に南塚・源通さん

24 柔らかいタッチの色鉛筆画 砺波市林の洋画家、林栄勝さん（８１）の個展

25 地震や火災に備え訓練 砺波  鷹栖地区 住民４００人炊き出し  栴檀野地区 段ボールで避難所設営
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25 消火手順を確認 市谷地区

25 からくりの工夫競う 創造コンテスト地方大会

25 ステージやグルメ楽しむ 第１６回北陸コカ・コーラサマーフェスティバル

28 記者ぶろぐ 「たかのす」の強さの秘密

31 ドローン講習ニーズ上昇中 県内 参加者続々 業務活用へ技術向上

富山 2 登壇 国防も採用も現場第一  自衛隊富山地方協力本部長 山内克己氏

16 夫婦は近藤組が優勝 男女は島田・藤永組 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第２１回男女ペア大会

16 砺波の自然の家で愛育園児童と親睦 富山高志ＬＣ

16 キャンドル２０１７個 恋後押し 庄川水記念公園 砺波

17 地域挙げ災害に備え 砺波・栴檀野  砺波・市谷

18 「からくり」で地元ＰＲ 創造コンテスト 砺波で地方大会

18 チューリップカップ小学生バレー 男子  南条２連覇  女子  新庄北初Ｖ 

18 ステージなど楽しむ 砺波で北陸・コカ・コーラ

18 県ジュニア新体操選手権 大会結果

18 陸上県中体連記録会 大会結果

19 第６３回全日本中学校通信陸上競技富山大会 大会結果

20 北方領土返還へ運動推進 富山で県大会  中学生が体験発表

21 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

21 地鳴り 高齢者講習をクリアし安心  小倉慶子 ７２歳 砺波市

北陸中日 5 発言 地域文化育む俳句会楽しみ  上野亮平  ７４  富山県砺波市

13 北陸コカ・コーラでフェス 砺波工場開放にぎわう

13 校庭ブロック塀に巨大なモザイク画 砺波・庄川小に完成

16 宇宙や命 流線で表現 金沢  砺波の造形作家が個展

毎日 22 ムーミン展、１万人突破 ３１日まで砺波  パネルやジオラマ

 ２９日　火曜日
北日本 1 富山７科目５位以内 全国学力テスト「知識の活用」に課題

20 読者のひろば 娘たちの欧州旅行 砺波市 横井君子  ７５歳

23 監視や政策提案 基本条例に明記へ 市議会改革特別委員会

23 商工業振興計画 年度内に策定へ 市商工業振興計画策定委員会の初会合

29 裁断機に指挟み重傷 砺波市庄川町金屋の家具製造会社「マイシステム」で

30 全国学力テスト 富山の成績 石川・福井に及ばず

富山 1 富山 全科目平均超え 全国学力テスト 中３は全て５位以内

21 わが町朝市夕市（２９日～９月４日） 砺波市

31 事件・事故 切断機に左手挟まれ重傷 「マイシステム」の工場で

北陸中日 13 隣の仕事場お邪魔します！ 若鶴酒造「三郎丸蒸留所」 若き５代目が奮闘中

16 ファイル１１０番 作業中に指を骨折  「マイシステム」で

 ３０日　水曜日
北日本 3 タウンミーティング 砺波でも来月開催 県の新総合計画

13 第５２回郷土陶芸展 あすから高岡大和 織部急須 保陶裡窯 新保孝二（砺波）

21 デザインや意見７６件 チューリップタワー 建て替えへの参考に

21 全産婦対象に健診費を助成 砺波市と南砺市 ９月から

21 除雪センター 種田地区に新築 補正予算案

21 元気にボール追い掛ける ＳＥＩＢＵキッズサッカー交流会２０１７が砺波市総合運動公園で

富山 2 来月砺波で、知事タウンミーティング ９月２３日砺波市のＴＯＮＡＭＩ翔凜館で追加開催

3 求人１．８３倍、全国５位 前月と同水準 砺波市２．６２倍

5 １００満ボルト アピタ金沢出店へ 他テナントと相乗効果狙う

22 産後健診２回助成 うつ防止、母子の健康支援

22 新チューリップタワー イメージや意見７６点

27 地鳴り お盆休みに関東へ小旅行 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

読売 24 写真で捉えた人々の強さ 来月２日から 砺波で濱谷浩の企画展

24 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

25 産婦健診２回分助成 砺波、南砺市 産後２週間と１か月

 ３１日　木曜日
北日本 3 高校再編「やむなし」 県議会 自民 県教委基準に異論も

3 加越能バスの系統一部統合 県生活路線協議会

14 県内美術館・博物館の催し（８/３１～９/６） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー
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15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

19 陸上 北陸選手権大会・県関係分 大会結果

19 秋季県高校野球 来月９日に開幕 組み合わせ決まる

20 陸上 第４４回砺波競技選手権大会 大会結果

26 全国大会での活躍誓う 第３０回全国健康福祉祭あきた大会 砺波市から出場する選手へ

27 設備を安全点検 北陸電気管理技術者協会

27 自分の性格 見つめ直そう 庄西中でワークショップ

富山 28 ため池に大量家庭ごみ 坪野や市谷地区住民、対応苦慮

29 小矢部市 来月３０日に婚活交流会 砺波、南砺市と連携、男女募集

29 ねんりんピック秋田・第１７回全国障害者スポーツ大会 激励会

29 来月２１日集会や作戦 砺波市交通安全対策会議

29 庄西中生、歩む道考える となみ青年会議所（ＪＣ）の「ワクＷＯＲＫプログラム～私の行（い）きる道」

31 秋季県高校野球 来月９日から熱戦

31 スタジアムカップ争奪野球大会 大会結果

33 地鳴り 次女の家庭 幸福を祈る 浦 外喜夫 ６８歳 砺波市

33 コント 砺波・たぬき

35 夏休み ９首長昨年より増 働き方改革で率先

北陸中日 18 砺波・チューリップタワー建て替え アイデアが７６件

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

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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