
　　　　　　　２０１５年（平成２７）９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 15 グラウンドゴルフ 砺波市般若クラブ８月定例コンペ

18 消防２施設来年１月完成 南砺東分署・津沢出張所

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小６年　小川岳君

25 砺波 全教科で全国平均超え 全国学力テスト結果公表

26 ストップ特殊詐欺被害 ６０代女性２５０万円被害　砺波

26 消防士長の傷害事件で砺波市長陳謝 砺波地域消防組合消防本部の男性消防士長（３６）

富山 1 富山駐屯地拡張へ１億円 防衛省

3 県分は３０７億円 ９月の普通交付税

20 職員の傷害事件で陳謝 砺波消防組合議会

21 中３、家庭学習に課題 学力テスト 砺波市教委、結果公表

22 死後処置専門業者　顔の修復や化粧 砺波の浮津さん金沢拠点に活動

22 わが町朝市夕市 砺波市

26 特殊詐欺 砺波の６０代女性、２５０万円　息子を名乗る電話で被害

北陸中日 17 ファイル１１０番 砺波でニセ電話詐欺
読売 31 特殊詐欺被害250万円 砺波市の60歳代女性が現金２５０万円特殊詐欺の被害

　　２日　水曜日
北日本 13 第５０回記念郷土陶芸展 技・感性磨き半世紀　三助焼、保陶裡窯

18 わが家のアイドル 本多愛佳ちゃん　１歳　砺波市太田

21 地域おこし協力隊員初採用 砺波活性化に新戦力

24 国際ソロプチミスト新役員が抱負 それいゆ砺波　「２０周年に向け活動」

富山 3 品種登録申請を受理 県産チューリップ　欧州植物品種庁

21 フルーツポンチ舌鼓 砺波・庄南放課後児童ク

21 地域おこし協力隊期待 砺波・野水さん　散居村ミュージアム、指定管理に

21 国際ソロプチミスト新役員、意欲 それいゆ砺波

22 県中体連陸上記録会 成績結果

22 第２９回県小学生秋季ソフトボール大会 決勝　経田Ｂ-ＷＩＮＧＳ4-1ダイヤモンドキッズＡ

22 全日本卓球選手権カデットの部県予選 成績結果

22 県９人制バレーボール秋季一般男女選手権兼全日本９人制総合男女選手権県予選 大会結果

22 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 大会結果

北陸中日 15 となみマラソン１１月の開催ＰＲ 実行委が本社来訪

読売 34 移住者発想で地域おこし 砺波、南砺 協力隊員の辞令交付

朝日 24 １１月開催「眺望楽しんで」 となみ庄川散居村縦断マラソン

24 フォーラムとやま　展覧会 岩合光昭写真展  ねこ

　　３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

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

19 陸上　県中体連夏季記録会 成績結果

20 わが家のアイドル 村岡三優楓（むらおか　みゆか）ちゃん　１歳

20 読者のひろば 焦土と化した下町　砺波市　福岡みよ子（無職　８９歳）

23 市町村議会 鷹栖保育所を建て替え

23 〃 チューリップ公園新北門施設　モチーフは切妻屋根

23 〃 婚活支援事業　婚約１件成立

23 〃 国交付金要望下回る　事業の一部が先送りに

26 宮大工の平井さん（砺波） 伝統家屋保全へ会社設立　「散居村の景観守りたい」

富山 3 ７５３人減の８８万８３１５人 県内の選挙人名簿者数

25 市町村議会（２日）砺波市 球根のネット栽培今秋から機械実験

　 25 〃　 耐震診断の鷹栖保育所 建て替えも検討

25 〃 砺波チューリップ公園　北門デザイン切妻屋根に

26 黒部名水少年野球５日開幕　出場チーム紹介　上 庄南野球スポーツ少年団（砺波市）

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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27 デスク日誌 都会の目線と経験で

29 地鳴り 中庭の百日紅今年も咲いた　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 16 ８８万８３１５人に減少 県選挙人名簿登録者

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 31 議会だより　２日 砺波市

朝日 27 ニュース短信 砺波市議会が開会

　　４日　金曜日
北日本 20 陸上　砺波選手権 成績結果

21 交通事故死２人増 砺波　１～８月

21 水田をフル活用へ 砺波・南砺農家３０人　ニンジン栽培など学ぶ

21 ざっくばらん 射水市大島絵本館事務局長　土田陽一さん（砺波市・４６歳）

25 谷村新司さんと共演楽しみ 出町小合唱ク練習に熱　６日・砺波「いい日旅立ち」披露へ

25 ウサギの親子かわいい～ 砺波・五鹿屋地区 田んぼに〝出現〟

26 きょうから郡市大会 県少年少女自作童話

富山 26 労働衛生週間で説明会 砺波地域労働災害防止団体連絡協議会

26 砺波市が交通安全会議 １８日に国道１５６号で人波作戦を実施

29 園芸導入で農地活用 砺波、南砺で研修会

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

27 ドローン規制２５施設 公園など県が運用指針

　　５日　土曜日
北日本 2 叙位叙勲 従五位旭日小綬章　元砺波市議前田喜代志（６１）＝砺波市栃上

20 第３５回全国豊かな海づくり大会～富山大会～開催記念 海と森を学ぶこども記者ツアーリポート　砺波市頼成

26 仲間集う 出町中第３３回３年７組＆女子バスケ部大塚先生を囲む会（砺波市　今堀守）

29 みこし担ぎ豊作祈る 砺波　五鹿屋地区の「たんぼにおえかき」

29 絵や文芸個性豊か 砺波　第５回やなぜ美術展

29 来春のとなみチューリップフェア 花７００品種３００万本彩り

29 猫との暮らし題材に作家１３人が作品展 砺波　庄川示野のギャラリー無量で

36 リオ・パラ五輪まで１年意気込む県勢 宮島（車いすバスケ）「まず予選突破」

富山 29 来年のとなみチューリップフェア 国内最多級７００品種３００万本　４月２２日～５月５日

29 斉藤さん総合Ｖ 砺波市パークゴルフ協会の第１回むかわ町賞ＰＧ大会

29 刈り取り適期判定技術磨く ＪＡとなみ野

29 砺波工高生が保育所訪問 鷹栖保育所での砺波工高２年生の実習

30 増山城跡に６拠点 来訪者にストラップ　砺波・曲輪の会

31 きょうから秋季県高校野球 きょうの試合　砺波市

31 叙位叙勲 従五位旭日小綬章　元砺波市議前田喜代志（６１）＝砺波市栃上

33 地鳴り その土地の食を頂く　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 16 「夢」と「未来」テーマに 砺波市　来春のチューリップフェア概要発表

16 叙位叙勲 従五位旭日小綬章　元砺波市議前田喜代志（６１）＝砺波市栃上

読売 25 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

25 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

25 〃　 川柳【秀逸】砺波市　前田美智子

26 チューリップフェア来年４月２２日から 砺波市

26 叙位叙勲 従五位旭日小綬章　前田喜代志氏（元砺波市議会議員）砺波市栃上

朝日 26 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ 大会結果

　　 26 同・古希リーグ 大会結果

　　６日　日曜日
北日本 3 介護保険サービス 自己負担引き上げ４３９９人

7 日曜特番とやま　県ドクターヘリ運航２週間 早期診断・治療に威力

16 秋季県高校野球　第１日 氷見8-3砺波

20 出品作家の指導で秋の植物描く 砺波　「日本画燦々」展

29 今年 県内のチューリップ球根 出荷数過去５０年で最少

富山 19 第６８回秋季県高校野球大会第１日 氷見8-3砺波

22 子持ちアユ秋の味覚 砺波・庄川「鮎の里」

24 土曜学習を視察 高岡、砺波で県教育長ら

北陸中日 13 秋季高校野球県大会始まる 氷見8-3砺波
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13 高円宮杯県ユースＵ-15サッカーリーグ 庄西中2-1ＪＯＧＡＮＪＩ富山

13 砺波陸上競技選手権大会 大会結果

読売 24 表情くるくる猫の一瞬 砺波で岩合光昭写真展

24 秋の県高校野球開幕 氷見8-3砺波

24 病院の実力　～富山編91 がん拠点病院

朝日 31 秋季県高校野球開幕 氷見8-3砺波

毎日 22 秋の高校野球 氷見8-3砺波

　　７日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　８月の入選作 最終選考進出者　加藤福藏（砺波）

21 キッズがボール追い掛け 砺波　ＪＦＡキッズ（Ｕ－６・Ｕ-８）サッカーフェスティバル2015ｉｎ砺波

21 地域発展へ新たな始動 砺波　砺波ＲＣ創立６０年祝う
21 ざっくばらん 砺波市観光協会総務企画課職員  出村 幸世さん

富山 16 児童、バスケットの楽しさに触れる 砺波でフェス

16 バケツリレー住民が協力 砺波・市谷

17 Ｅチーム優勝 第１５回富山新聞社杯東般若ゲートボール大会

18 庄川Ｖ　男子県勢対決制す 高岡万葉杯小学生バレー

18 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ ヨガで心身ほぐす

18 最優秀賞に富山の押田さん かほくで全国吟詠大会

20 一層の地域貢献誓う 砺波ＲＣ創立６０周年

21 地鳴り 伏木港停泊の飛鳥でランチ　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

22 富山で震度２ ６日午前１１時４分ごろ

北陸中日 15 バスケ一流の技実感 砺波でＪＢＡキッズフェス

　　８日　火曜日
北日本 13 秋季県高校野球　日程を変更 １２日に７試合決勝は２４日

15 仲間と集う 出町小昭和３５年卒同級会　　（砺波市　中道清志）

15 〃 となみ散居村体験学習会　　　（砺波市　松村　優）

18 住民７０人 災害時の対応確認 砺波市の市谷自主防災会

19 バスケの楽しさに触れる 砺波

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小６年　山本　渚紗さん   百瀬  博康君

富山 24 浴衣の着方学ぶ となみ・ラモーダ

25 初誕生 長谷川　結莉ちゃん　　砺波市鷹栖

26 鍼灸依頼 ５年で３倍 砺波総合病院

北陸中日 8 平和の俳句 【砺波市】　　藤井　健治　67

17 砺波工生が訪問 園児とふれあい 鷹栖保育所

　　９日　水曜日
北日本 23 傘寿記念し洋画寄贈 砺波　林清納さん砺波総合病院へ

23 ビオトープ２次審査 砺波　出町小で日本生態系協会

23 ペタンク 県年金受給者協会砺波支部大会

26 機械製図検定の特別表彰 栄前田（砺波工高）・濱多君（魚津工高）に

29 ストップ特殊詐欺被害 砺波で男性１５００万円被害　債券購入かたる

富山 18 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会８月例会

23 林さんが絵画を寄贈 砺波総合病院に

23 第４回小矢部市＆砺波市グラウンド・ゴルフ親睦交流大会 大会結果

27 機械製図検定試験 栄前田君（砺波工）最高点　濱多君（魚津工）も特別表彰

27 富山新聞文化センターとなみ・ラモーダ 絵手紙、英会話で教養高め

29 地鳴り ミニトマト凍らせ食す　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

29 コント トランプ旋風（砺波・越中之助）

31 特殊詐欺 砺波に帰省中１５００万円被害

北陸中日 1 山と海眺望楽しんで 城端線・氷見線「べるもんた」報道公開

5 テーマ特集　台風　上 地域で一体化防災態勢必要　上野亮平　７２　富山県砺波市

17 検定で県勢快挙 機械製図 栄前田君（砺波工）が最高点

31 ニセ電話１５００万円被害 砺波に帰省中の６０代男性
読売 31 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ とやま 土江田玲子（砺波市）

33 特殊詐欺１５００万円被害 砺波市に実家がある県外在住の６０歳代男性

毎日 24 全国高校ラグビー 「花園」目指し７チーム　県大会組み合わせ決まる
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　１０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

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 九俵博夫先生・感謝の集い　（南砺市　東田邦利）

22 「救給カレー」おいしいよ 学校給食で「防災献立」児童ら非常食に理解

22 自然・行事捉える 砺波　写友となみ会員展

22 個性豊かな洋画並ぶ 高岡　グループ彩華作品展

23 ２病院の機能分化協議 南砺市民南砺中央委員会設け現状分析

23 従業員や来店客心肺蘇生法学ぶ 砺波　イオンモールとなみ

23 会長に小幡氏 砺波ブロック自治会連合会

26 県内から田中さん脇本さん再入選 新制作展

26 平成２７年度スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰 山田純一（砺波市スポーツ推進委員）＝砺波市

富山 25 給食で学ぶ 砺波で防災献立　つめたいけど美味

25 「救急の日」救命法学ぶ イオンモールとなみ

25 会長に小幡氏 砺波ブロック自治会連合会

27 １１８チーム熱戦 高岡上蓑制す 第５回カローリング交流会
27 今年度スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰（9日） 山田純一（砺波市スポーツ推進委員）＝砺波市

27 初誕生 吉田晴葉（よしだ　はるは）ちゃん　砺波市東石丸

29 地鳴り 作物の良い出来を願う　河合泰　８２歳（砺波市）

北陸中日 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 32 給食で非常食体験 砺波小中学校などで「防災献立」

朝日 31 名義貸し頼まれ１５００万円詐欺被害 砺波

　１１日　金曜日
北日本 23 市町村議会　　種もみ生産 担い手確保 砺波　種田地区で集落営農へ

富山 22 市町村議会（１０日） 砺波市　新図書館に「遊戯室を」

23 北陸新幹線とらえ 富山銀砺波チューリップ

読売 31 富山お宝帳 庄川水記念公園（砺波市）

　１２日　土曜日
北日本 20・21 第40回県青少年美術展 あふれる思い映す

31 砺波　危険空き家１０軒改善 条例施行で解体進む

31 きょうからとなみ産業フェアパワー博 砺波市観光協会　総合カレッジＳＥＯ

富山 27 市町村議会（１１日） 砺波市　老朽空き家、１０件改善

27 試食で味に自信深め 夏野市長「おいしい」となみスイーツ、きょう発売

27 やなぜ苑で米寿祝い 砺波市の特別養護老人ホーム

28 おわらの所作学ぶ　体験講座 となみ・ラモーダ

31 地鳴り 飽きのこない里の味、母の味　　石川　祐惠　67歳（砺波市）

北陸中日 19 「となみオリジナル」 市観光協、１０点認定

読売 29 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 砺波市　　別所　武

29 〃　　　　　　　　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　　源通ゆきみ      砺波市　　西能さとみ

29 〃　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選 砺波市　　源通ゆきみ

　１３日　日曜日
北日本 1 県花卉球根組合砺波市と連携 台湾へ県産チューリップ　独自開花技術でミニフェア

19 秋季県高校野球第３日 水橋0-10砺波工

20 バレーボール　県高校秋季大会 男子 富山工2-0砺波工、女子 砺波2-1大門

20 ソフトテニス　県高校秋季選手権大会 男子シングルス②滝本力（砺波工）

20 卓球　全日本選手権ジュニアの部県予選会 男子シングルス①老松陸斗（出町中）、女子シングルス②原舞琴（出町中）

26 市道の改良祝い獅子舞 砺波　示野上中野線開通式

27 となみ産業フェアパワー博開幕 製品・技術見て知って

27 植物研究の力作見応え 砺波　砺波市小・中学校科学作品展

富山 12 第６８回秋季県高校野球大会第３日 水橋0-10砺波工

12 県高校秋季ソフトテニス選手権 男子 単②滝本（砺波工）

22 児童生徒おもしろ科学研究 砺波

23 市道示野上中野線　砺波・庄川１．２㌔整備 全線開通祝う

23 園児ら森の体験会 砺波

24 パワー博開幕　四季彩館 砺波の産業技術力発信　９３の企業・団体出展
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24 となみ・ラモーダ 体験講座「ゆっくり覚える韓国語」

27 地鳴り 何から整理？時間が過ぎる　山田敏江　７３歳（砺波市）

北陸中日 19 秋季県高校野球大会 水橋0-10砺波工

20 きょうまで産業フェア 工夫の商品砺波に集結

読売 31 秋の高校野球県大会シード校５校が勝利 砺波工10-0水橋（７回コールド）

朝日 31 秋季県高校野球 水橋0-10砺波工

毎日 24 秋の高校野球県大会 水橋0-10砺波工

　１４日　月曜日
新聞休刊日

　１５日　火曜日
北日本 20 グラウンドゴルフ２６５人交流深める 県秋季交歓大会

20 グラウンドゴルフ 県年金受給者協会大会

20 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 出町3-0FCたかおか

20 テニス　県秋季選手権大会 女子４５歳以上ダブルス③宮本三枝子・北美枝(砺波市ＴＡ・高岡ＲＴＣ）

20 バレーボール　県高校秋季大会 女子　高岡第一2-0砺波

20 バレーボール　前田杯大会 一般の部 男子　②砺波倶楽部

20 バスケットボール　県男女総合選手権大会 男子 ２回戦　ピエローズ64-43庄西ク 他

20 〃 女子 １回戦　砺波ク61-46ＳＵＮＳ

　 24 サマーフェスのバザー売上金預託 砺波　善銀に北陸コカ・コーラ

25 市町村議会 砺波　井栗谷の大規模地滑り　１６年度末復旧目指す

26 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小６年　野村こころさん

32 秋の風情感じ一服 北日本となみ野茶会

こども新聞 6 ふるさと情報　砺波 チューリップ四季彩館、砺波民具展示室、砺波市埋蔵文化財センター

富山 19 第６９回県バスケットボール男女総合選手権 男子 ２回戦　ピエローズ64-43庄西ク 他

19 〃 女子 １回戦　砺波ク61-46ＳＵＮＳ

19 県秋季テニス選手権 女子４５歳以上複③宮本・北(砺波市ＴＡ・高岡ＲＴＣ）

27 ＭＯＡ展児童力作 砺波は山東さん

27 砺波善意銀行に３１万８千円寄付 北陸コカ・コーラ

27 科学作品展の受賞者訂正 砺波市教育センター

27 市町村議会（１４日） 砺波市　イノシシ被害激減電気柵増設で効果

28 わが町朝市夕市 砺波市

28 富山新聞文化センター　となみ・ラモーダ 「合氣道」手ほどき

朝日 33 北陸小学校バンドフェス・北陸マーチングコン ５団体に全国切符

　１６日　水曜日
北日本 15 県高校サッカー来月４日開幕 全国切符懸け４２校熱戦

15 グラウンドゴルフ　油田地区通年コンペ大会 ①中居洋65②河原俊彦③大江正和

20 わが家のアイドル 坂本知穂（さかもと　しほ）ちゃん　２歳

21 ロビー展 北陸銀行本店中央通アートプロムナード　砺波市の写真家川向正雄さんの作品展

23 市に車いす贈る 南砺　砺波法人会

23 ドクターヘリ搬送運航３週間で４件 砺波総合病院

23 総合戦略素案示す 砺波市まちづくり委

29 砺波で男性はねられ重傷 １４日午後６時４０分ごろ、砺波市中神の市道交差点で

富山 18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会８月句会

23 南砺市に車いす８台 砺波法人会が寄贈

23 市町村議会（１５日） 砺波市　ドクターヘリ年間５０件想定

23 総合戦略素案示す まちづくり委で砺波市

24 全国目指し４２校激突 来月４日から県高校サッカー

24 砺波工のロボ優勝 第２４回県高校ロボット競技大会

27 事件・事故 砺波で男性はねられ重傷

北陸中日 17 ４２校対戦相手決まる 高校サッカー県大会抽選会

読売 32 全国高校サッカー ４２チーム全国目指し熱戦　県大会来月４日開幕

　１７日　木曜日
北日本 1 県内地価２１地点上昇 ６年連続で下落幅縮小　新幹線開業追い風

4 となみ政経懇話会　９月例会 「減量で健康づくりを」　北折氏（元ＮＨＫディレクター）が講演

4 役員選挙きょう告示 連合富山
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6 ユニー 不採算スーパー閉鎖へ 県内にはアピタ５店

12 県内基準地価 上昇・横ばい地点半数超

17 天位に八尾さん（黒部） 県現代俳句協秋季吟行大会

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

21 １０チームが熱戦 県生涯野球古希後期大会

24 城跡望み釣り大会 ２７日上和田緑地キャンプ場

25 校内でらせん水車発電 砺波東部小 発祥の地に復活

25 「富山もよう」でエコバッグ 砺波　本社砺波支社 4販売店が作り方教室

25 市町村議会　砺波 出町自治振興会が旧ＪＡ支店へ移転

30 記者ぶろぐ 待ち遠しい新施設

富山 1 基準地価 富山市２年連続プラス

5 県内の基準地価 上昇箇所点から「面」に　

13 北陸三県の基準地価 砺波市

26 子ども稲刈り秋の実り感謝 砺波・東野尻

27 市町村議会（１６日）　砺波市 庄川小改修完了は来年度

27 地元発祥「らせん水車」応用 砺波東部小、小学校で全国初

33 県西部の３大型店進出 利便性向上、住宅地に好影響

北陸中日 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

20 ６年連続下落率縮小 県内基準地価 富山駅前７％超上昇

28 北陸３県の基準地価 2015年7月1日現在 富山県　砺波市

読売 32 県内の基準地価 砺波市
32 岩合光昭写真展ねこ㊤ 表情、しぐさ 独自の視点で

33 基準地価 富山市２年連続上昇

朝日 30 北陸３県の基準地価 砺波市

毎日 25 北陸３県の地価 砺波市

日本経済 39 点検北陸地価 石川・富山

日本経済２部 5 基準地価格一覧　2015年７月1日現在 砺波市

　１８日　金曜日
北日本 5 県議会　一般質問 五輪事前合宿へＰＲ　　瘧師　富士夫氏（自民、砺波市）

30 従業員が地域きれいに 三喜有

35 ゴルフ参加者の募金　県アイバンクに寄贈 砺波ＬＣ

富山 3 県議会一般質問　質問答弁の要旨 宿泊施設どう確保する　瘧師富士夫氏（自民）　

3 〃　　　　　　　　　 記者席　　 期待されて…

22 税の絵はがき　応募用紙贈る 砺波法人会女性部会

23 大玉ころがしで交流 砺波地区スポーツ大会

23 サンキューが５店周辺で清掃 スーパーのサンキュー

25 デスク日誌 ネットでの国勢調査回答

27 地鳴り くりご飯作り　隣町の次女に　　　浦　外喜夫　６５歳（砺波市）
27 コント 世界陸上３位(砺波・越中之助）

読売 32 岩合光昭写真展ねこ　中 砺波市美術館学芸員　　　長田里恵

33 五輪合宿富山、砺波名乗り 両市ともバスケ想定　　県、ＰＲパンフで後押し

朝日 31 「安保法案」座り込み160人 砺波市の農業今井順一さん（68）

　１９日　土曜日
北日本 19 北日本歌壇の集い 砺波市　　安念智栄子　中井　溥子

32 わが家のアイドル 林　詩ちゃん　２歳　広島県廿日市市　＝砺波市出身

35 展示後の花鉢を販売 砺波・チューリップ四季彩館

35 １２議案を可決 砺波

35 総合計画など１１月にも広聴会 砺波市　　

35 論戦を振り返って 球根ネット栽培 注視を

富山 28 手製紙芝居きょう上演 テンバラショップで元気道場

29 市長に全国出場意欲 砺波・出町小管楽器ク

29 市町村議会（１８日） 砺波市　補正予算など可決

29 清原さんの油絵並ぶ 高岡の富山銀本店

30 台湾イメージ秋の花飾る 砺波・四季彩館
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31 ２１日 秋の安全運動スタート 砺波で人波作戦

31 和歌山国体県選手団 【ホッケー】穴田翔太（となみ総合支援学校教）他

北陸中日 18 「人権擁護委員」推薦　老松氏原野氏を同意 砺波市議会

22 くらしの作文 金屋神明宮遷座二百年祭　上野　亮平（富山県砺波市＝無職・72歳）

読売 31 よみうり文芸　　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　　西能さとみ

32 岩合光昭写真展ねこ　下 砺波市美術館学芸員　　　長田里恵

　２０日　日曜日
北日本 23 自然や祭り切り取る 砺波

23 遷座200年 記念碑を除幕 砺波市庄川町金屋の金屋新明宮（綿貫民輔宮司）

23 南砺の散村形成紹介 砺波　散居村学習講座

富山 23 県高校秋季大会弓道 【男子】個人（８射）②川嶋（砺波工）
23 ４種目で大会新 第52回県高校新人陸上対抗選手権第１日

25 砺波 砺波市農業公社のコシヒカリオーナー「稲刈り体験ツアー」

26 となみ・ラモーダ 三味線演奏やダンスを披露

　２1日　月曜日
北日本 14 秋季県高校野球　第6日 ８強出そろう　西村投打に活躍 砺波工

14 陸上県高校新人選手権 女子　３千㍍③上口椋（砺波）、400㍍障害小谷朱音（砺波）

14 ラグビー　県社会人リーグ戦 第４節　砺波ＲＦＣ48-7富山ＲＦＣバーバリアンズ

14 テニス　ダンロップスリクソンＢ県予選 女子複①宮本三枝子・吉田淳子（砺波市ＴＡ、中新川ＴＡ）

14 卓球　県ダブルス大会 大会結果

15 砺波でターゲットゴルフ ３０人好スコア目指す

20 読者のひろば 大型店同士の戦い　射水市　黒川清萬（自営　６１歳）

20 〃 福志式に立ち会う　砺波市　小西文子（主婦　７１歳）

23 ２９３２街中リレーマラソン ③モンキーバナナ復刻版（砺波市）＝１時間４６分５９秒

23 漁港の風景題材に 高岡　砺波市中村のアマチュア写真家今堀顕さんの作品展

23 利用者の米寿祝う 砺波　特別養護老人ホームやなぜ苑

富山 19 秋季県高校野球大会 滑川、砺波工も８強入り

19 第９５回全国高校ラグビー県大会第１日 高岡第一34-17砺波工、砺波64-0魚津・高専本郷・富山西・高岡

19 第５２回県高校新人陸上対校選手権最終日 女子3000㍍③上口（砺波）、400㍍障害②小谷（砺波）

23 寿野球県選抜選手権 組み合わせ決定　来月１８日開幕

北陸中日 14 運転免許の返納者増 県内高齢者 外出支援など奏功

17 福光快走の輪 街中リレーマラソン

17 秋季県高校野球 砺波工4-2桜井

読売 25 秋の県高校野球大会夏準Ｖ富山東が８強 砺波工4-2桜井

朝日 25 第６８回秋季県高校野球大会 砺波工4-2桜井

毎日 24 全国高校ラグビー県大会開幕 魚津工、砺波も準決勝へ

24 秋の高校野球県大会 砺波工4-2桜井

　２２日　火曜日
北日本 1 県内４市マイナンバー普及へ独自機能 コンビニで住民票交付

12 気合こもった野試合 高瀬神社奉納剣道大会

13 秋季県高校野球　準々決勝 滑川サヨナラ勝ち　砺波工2-3滑川

14 わが家のアイドル 吉田晴葉（よしだ　はるは）ちゃん　１歳

17 砺波・きょう江波神社祭礼で披露 女児２人獅子取りの天狗

17 庄川峡わくわく倶楽部 砺波　ヒガンバナのじゅうたんに　河川敷手入れ800㍍区域

17 いろは呼吸書法学ぶ 砺波　となみ散居村ミュージアムで

17 ２７日コンサート息を合わせ練習 南砺　大正琴・琴清会

18 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小６年　  山口恋奈さん   齊藤さくらさん

20 古田さん（富山）入賞 東京・一陽展

富山 14 「敬老の日」交流深め　各地で催し 詩吟や手品披露　砺波・やなぜ苑

17 わが町朝市夕市 砺波市

20 富山の古田さん入賞 第６１回一陽展

北陸中日 5 発言 北方領土返還糸口つかんで　上野亮平　７２　富山県砺波市

13 幸福県を行く 住環境　３世代広い持ち家

14 長寿を祝って多彩な芸披露 砺波・やなぜ苑

15 秋季県高校野球あす準決勝 北信越４校名乗り　砺波工2-3滑川
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読売 27 となみ野少年野球 決勝　石動埴生6-0出町

27 高岡商など北信越へ 秋の県高校野球　滑川3-2砺波工（延長１０回）

朝日 23 第６８回秋季県高校野球大会 準々決勝　砺波工2-3滑川

毎日 24 秋の高校野球県大会 滑川延長制し４強　砺波工2-3滑川

秋の高校野球県大会 砺波工4-2桜井

　２３日　水曜日
北日本 9 ＮＹのディア・ビーコンを訪ねて 元砺波市美術館長・小西竹文

9 北日本俳壇の集い 佳作 廣橋玉枝、二俣れい子

13 ２技法の多彩な食器 庄川水資料館ミニギャラリー企画展
13 陶芸・絹織物２６０点 越中三助焼窯元（砺波市）の器

23 パトカー追跡の車衝突男性けが 砺波の国道

富山 18 勇壮に舞う 砺波・高波獅子舞

19 リーグ決定戦へ 砺波でＵ－１１サッカー

22 砺波にジャガーやポルシェ ジャパン・クラシック・ツアー

23 地鳴り 収穫楽しみに秋冬野菜作り　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

25 パトカー追跡の車、塀に衝突 砺波、運転の男性けが

北陸中日 5 テーマ特集　１８歳飲酒・喫煙　上 依存性が高くリスク高める　会社員　石丸秀幸　56　富山県砺波市

14 ファイル１１０番 パトカー追跡の車が事故

15 砺波市など東部小で実証実験 先人の知恵活用らせん水車発電

15 支援学校の生徒らスポーツ大会満喫 砺波、大玉転がしなど

読売 29 パトカーが追跡車衝突 ２２日午前０時４０分頃、砺波市太田の国道３５９号交差点で

毎日 24 事件・事故 パトカーで追跡中に軽乗用車がブロック塀に衝突

　２４日　木曜日
北日本 13 北日本新聞社旗争奪県少年野球 飯山泉台ジュニア2-3出町ボーイズスポ少、BASEBALLTEAM道下1-4出町ボーイズスポ少

13 ソフトテニス　県小学生秋季大会 男子６年②高藤遼征・石橋颯（庄川スポ少）③藤田崚雅・南部輝信（同）

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

20 読者のひろば 食欲の秋を楽しむ　砺波市　横川實（造園士　７２歳）

29 砺波・パトカー追跡の車事故 酒気帯び容疑運転の男逮捕

富山 10 富山文芸　９月賞 佐伯裕子選　三位　砺波市表町　源通ゆきみ

24 となみカップＵ－１１少年サッカー 大門準優勝 蜷川３位

25 獅子舞子どもら元気に 砺波・太郎丸で奉納

27 地鳴り 犬山城見学眺めに感動　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

27 〃 東京の友達が絵手紙を見に　埜村信子　６８歳（砺波市）

28 べるもんた試乗会 ＪＲ城端線　「走るギャラリー」体感

29 パトカー追跡の車酒気帯び運転疑い 砺波署、男を逮捕

北陸中日 14 ファイル１１０番 酒気帯び運転の疑い

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 27 ５４歳酒気帯び運転容疑 砺波署、男を逮捕

毎日 22 事件・事故 パトカーが追跡中に事故を起こした男を酒気帯び運転容疑で逮捕

　２５日　金曜日
北日本 13 秋季高校野球県大会 優勝　高岡商業

16 読者のひろば 長短で計れぬ人生　　　砺波市　　石川　祐惠（無職　６７歳）

19 来月４日 栴檀山ツアー 砺波の女性グループ夢の平スキー場視察

19 小矢部・砺波市に車いす贈る 砺波法人会

19 税の絵はがき応募用紙贈る 砺波

19 児童が左義長へ準備 砺波市の青島公民館

23 来春のチューリップフェア　ＰＲ映像集を製作 砺波市花と緑と文化の財団

富山 22 となみチューリップフェア　ＰＲ映像集に英語版 砺波市花と緑と文化の財団

23 ２市に車椅子寄贈 砺波法人会

24 ヨガの魅力に触れる イオンとなみ　初心者向け体操教室

25 射水の末永さんＶ 第９回健康麻将となみ大正蔵杯

31 観光列車「べるもんた」試乗 車窓いっぱいに絶景

　２６日　土曜日
北日本 25 ムシャムシャ！〝戦国給食〟 砺波　古代米やクルミが材料
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25 庄川活性化へまちづくり協 砺波　２９日設立

25 北陸の団体出演あすジャズの祭典 砺波　砺波市文化会館多目的ホールで

25 砺波市人事 10月1日

29 便失禁に新療法導入 砺波総合病院 仙骨神経を刺激

30 県内から３人再入選 東京・自由美術展

30 水彩人展は２人入選 第１７回水彩人展

30 新設の特別表彰に県「花と緑の銀行」 全国花のまちづくり

富山 28 戦国の「給食」堪能 砺波の小中、幼稚園１８カ所

29 便失禁の仙骨神経刺激療法 砺波総合病院が導入　北陸で初

29 南般若Ｂ優勝 第１６回砺波市カローリングクラブ大会

29 砺波市人事 10月1日

32 花と緑の銀行に特別表彰第１号 全国花のまちづくりコン

33 地鳴り 待ちに待った稲刈り日和　小倉慶子　７０歳（砺波市）

北陸中日 17 「神経刺激」新療法 便失禁に効果期待　北陸発、砺波総合病院

17 「戦国給食」砺波〝突撃〟 増山城祭り盛り上げ

22 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

22 〃 柳壇　北村幽犀子選　佳作　砺波市　上竹秀幸

読売 28 おいしく学ぶ、郷土の歴史 砺波　学校などで「戦国給食」

　２７日　日曜日
北日本 1 天地人 砺波市花と緑と文化の財団が来春の「となみチューリップフェア」に向け

19 サンダーバーズ選手中学生９０人を指導 南砺で野球教室

21 民謡や踊り情感豊かに 砺波　市社会福祉庄東センター

22 仲間と集う 庄川中第１９回卒３年５組同級会　（砺波市　山岡渡）

25 行革で廃止の「若者の館」 砺波　庄川まちづくり協が運営　市が地元に無償譲渡

25 ボランティア作文・標語の入選者表彰 砺波　四季彩館フェス

32 ズーム 松倉城郭群

富山 21 砺波地区中学新人大会 大会結果

23 朗読、歌、ピアノ組む 砺波・瑞祥寺

23 柏樹、齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会の９月度月例大会

23 奉仕、福祉の大切さ砺波のフェスで学ぶ 砺波市ボランティアフェスティバル

24 福祉車両やリフォーム提案 砺波でフェア

24 竹灯籠、神保氏の家紋表現 砺波　増山城戦国祭り前夜祭

25 砺波と安城バスケ交流 中学生同士

25 サンダバーズ選手、中学生と汗 南砺で野球教室

25 ４カ所で無料調停相談 県調停協会連合会

27 地鳴り ツバメが減りアオサギ増える　河合泰　８２歳（砺波市）

27 〃 今年初めてのナスソーメン　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 17 文学作品朗読や音楽演奏を満喫 砺波の瑞祥寺

17 愛知の中学生とバスケで交流戦 砺波で１３０人汗

読売 32 砺波でトークショー 岩合さんのねこ撮影秘話

　２８日　月曜日
北日本 12 北日本文芸 歌壇 佳作 砺波市 近藤令子、山森和子、入選 坪本幸世　他　

12 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承、廣橋玉枝、小野田裕司、二俣れい子　他

15 金婚おめでとうございます 砺波市２２組

18 となみＲＧクＶ 北信越ジュニア新体操

19 ターゲット・バードゴルフ むぎや杯大会

19 グラウンドゴルフ砺波市協会フリータイム大会コンペ 大会結果

19 学童野球　砺波市連盟秋季学童選手権 大会結果

19 ソフトボール　砺波市秋季選手権 大会結果

19 ミニバスケ 砺波市長杯大会 大会結果

23 福山大堤の水抜きダム湖にコイ放流 砺波　住民５０人参加

23 「ふく福柿」品質良好 砺波　栴檀山収穫始まる

23 新舞踊や民謡情感豊かに披露 砺波　庄川芸能発表会

23 300人 多彩な曲演奏 富山琴翔支部

24 仲間と集う 砺波野の会総会　（砺波市　中本敦子）
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27 砺波・増山城戦国祭り 勇ましく武者行列　城跡望み釣果競う

27 押し花絵表現多彩 砺波　東昌子押花会２０周年記念

27 茶席や日本舞踊満喫 砺波　市文化協会観月会

27 仲良くイノシシ調理 砺波  移住者と地元住民が交流会

27 砺波  移住者と地元住民が交流会 砺波

富山 17 第９５回全国高校ラグビー県大会第２日 準決勝　魚津工35-7砺波

18 交通事故ゼロへ一丸 砺波・高波　マスコット配る

19 ふく福柿「豊作、甘い」 砺波で初収穫 出荷１１月上旬まで

19 砺波で戦国祭り 増山城歴史学ぶ　ウオーク＆クイズや武者行列

19 斉藤さん夫婦Ｖ 栴檀野ＧＧクラブ第１５回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

20 各地で観月の集い 砺波　日本舞踊や合唱

21 英語ディベート大会 富山中部A、全国大会へ

23 地鳴り 戸隠神社へそばと温泉も　西川良子　６２歳（砺波市）

25 富山市始めた支援事業 「孫とおでかけ」拡大　砺波、小矢部、南砺が参入

北陸中日 15 ふく福柿色づき一気 砺波・栴檀山で収穫始まる

朝日 29 合唱コンクール中部大会 出町中、創部３年目初出場で銀

毎日 24 全国高校ラグビー県大会 準決勝　魚津工35-7砺波

　２９日　火曜日
北日本 19 小水力「新明発電所」が起工 砺波　庄西用水土地改良区

19 散居村一面のヒマワリ 砺波　高波の山本さんチューリップ球根後育てる

19 段位取得へ４３人そば打ち 南砺　利賀で認定会

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小６年　山口恒星君

富山 23 園児が歌や肩たたき 砺波誠友病院

23 小水力発電所 砺波・新明で起工 １７年度中の稼働目指す

23 地域３６医療機関を紹介 砺波総合病院がリーフレット

24 限定酒の予約開始 砺波の若鶴酒造

24 わが町朝市夕市 砺波市

27 地鳴り 怖いほどクリを収穫　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 13 チューリップフェアＰＲの映像、画像集 砺波 初の英語版も

17 かかりつけ医身近に 砺波総合病院にコーナー

　３０日　水曜日
北日本 5 富山けいざい短信 飲食店に融資

28 最優秀に佐伯さん（立山小２） 花と緑のポスター 

29 「若者の館」１６年度再開 砺波庄川 運営主体の協議会発足

29 県西部３消防本部砺波地域と協定 大規模災害・事故応援出動

富山 2 県西部４消防本部が救急相互応援協定 あす、大規模災害対応

26 富山児童文学賞を受賞　渋谷代志枝さん（小矢部市） 読後感爽やかな童話を

28 無事故へ取り組み 砺波・南般若で街頭運動

28 〃 東野尻幼稚園児も声かけ

北陸中日 16 五輪合宿富山きてきて 県が冊子作成各国配布へ

      　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階へお越しください。
　　　　北日本新聞の夕刊は、平成２１年１２月２８日をもって休刊になり、朝刊単独紙となっております。
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