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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 　１日　日曜日
北日本 21 ミュージカル情熱の舞台 市民ミュージカル「黄昏のラプソディ」　砺波市文化会館

21 ＬＥＤ防犯灯設置　地域の安全を祈る 庄川　金屋神明宮

22 彩り豊かな日本画 庄川美術館で燦々展

23 北日本民謡舞踊県大会　大賞に江田さん（南砺） 第４６回北日本民謡舞踊県大会

28 とやまｗｅｂｕｎランキング　８月２４～３０日 ①砺波工高教諭が滑落死　新潟で沢登り中（２４日）

30 砺波駅前広場巡り‟対立„　昨年再整備 県景観審　樹木少ない／白い舗装照り返す　市長　苗木植えた/照り返さない構造

富山 18 夜高小行燈　駅前練る 砺波・やぐら大祭　浄瑠璃や太鼓も

18 児童が浦安の舞奉納　 砺波・小島神社

19 「厄払い鯉」の砺波・金屋神明宮 防犯灯にモニュメント

20 男子南条、女子堀川トップ通過　高岡万葉杯小学生バレーボール交流大会 県勢９チーム進撃

20 童謡や歌謡曲楽しむ 退職公務員連砺波支部

22 「砺波型」も勇壮に 金沢駅で加賀獅子共演会

北陸中日 8 金沢では砺波の青島青年信義会 加賀と越中に伝わる獅子舞の演舞会「加賀獅子共演会」　金沢駅の鼓門前

8 砺波・やぐら大祭　郷土芸能多彩に ソーメン大食い大会も

9 高円宮杯ＪＦＡＵ－１５サッカーリーグ県リーグ 三部チャレンジＢ　第一節

 　２日　月曜日
北日本 15 ニュース先読み　９月２日（月）～８日（日） ２日　砺波市議会開会（～１９日）

19 地震想定　迅速に行動　防災の日 段ボールベッド組み立て　砺波　砺波市総合防災訓練

19 市の祭りや伝統芸能紹介 となみ伝承やぐら大祭　

20 熱戦繰り広げる 高岡カップサマーグランプリミニバスケットボール大会

22 とやまニュースのツボ　 甲子園の高岡商業　打撃鍛え２年連続１６強

26 子持ちアユの風味楽しんで 庄川　料理店で販売

富山 7 地鳴り となみ野花火　夫を思い出す　成瀬幸子 ７７歳(富山市)

15 防災の日　各地で訓練 砺波　段ボールベッド作る　砺波市総合防災訓練

15 「からくりカー」出来栄え競う 砺波で大会　砺波市少年少女発明クラブの地方大会

18 子持ちアユ　豊かな風味 砺波・鮎の里、提供始まる

北陸中日 10 子持ちアユ　ほくほく　 庄川で提供開始

読売 23 読売　俳壇 小澤實選　源通ゆきみ（砺波市）

27 防災の日　備えて安心 段ボールベッド組み立て　砺波

朝日 19 家持ゆかりの万葉歌碑巡ろう 高岡など５市５５カ所　マップに

毎日 20  ’１９記者リポート 豚コレラ、北陸３県でも　業者、ワクチンを切望

 　３日　火曜日
北日本 5 災害対応力向上狙う 県推進計画見直しへ

12 陸上　県中体連夏季記録会 【男子】Ｂ１００㍍　【女子】Ａ走り高跳びほか

12 柔道　県連盟昇段審査会合格者 【弐段】男子　女子

12 サッカー　高円宮杯県リーグ 【Ｕ－１８】Ｔ４

17 市町村議会　砺波　１４施設の建物「廃止」 公共施設再編素案　Ｂ＆Ｇプールなど　豚コレラ対策徹底

17 厚生連高岡病院　内視鏡下手術支援ロボ「ダヴィンチ」導入 高岡医療圏で初めて導入

17 うちわ作り教室　 石坂公民館

20 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　中松優太君

26 庄川美術館を廃止　 砺波市素案　３５年度までに　機能は存続

26 免震ダンパー適合品交換へ 射水市庁舎・砺波総合病院

26 捕獲５頭全て陰性 県　豚コレラ検査

27 障害者の自立支えたい 県内　利用３市のみ　重度訪問介護サービス

富山 2 県分は３１３億９６８４万円 ９月の普通交付税額　砺波市１１億５１６８万円

2 県分は３億６９６１万円 地方特例交付金　砺波市２３６１万円

4 富山県信が新装開業 富山市大手町の本店を新装オープン

19 地鳴り 機械化進んでも雑草は農業の敵　河合泰　８６歳(砺波市)

19 地鳴り 草津温泉と軽井沢の旅　西川良子　６６歳(砺波市)

22 ４クラブ合同で奉仕 それいゆ砺波

23 １４公共施設を廃止　砺波市 ４５年度まで　再編計画で素案
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23 保育所・幼稚園の再編　適正園児数を基に検討 夏野市長が意向

23 記者席　 木より森をみる　

23 寿野球　来月１３日開幕 ２１チーム組み合わせ決まる

23 ドクターヘリ連携確認 戸出、砺波の消防が訓練

26 検査イノシシ５頭陰性 ８月２７～２９日に富山、砺波市で捕獲された野生イノシシ

26 射水、砺波の不適合　免震装置を交換へ 油圧機器メーカーＫＹＢによる免震・制振装置のデータ改ざん問題　砺波総合病院南棟

北陸中日 25 ＫＹＢ製免震装置　射水、砺波市交換へ 砺波市四基は砺波総合病院南棟

25 庄川美術館 廃止 へ 砺波市、３５年度までに　別施設で展示

 　４日　水曜日
北日本 27 砺波の男児死亡　大津の事故　 対向車の男　書類送検　酒気帯び疑い

27 イノシシ３頭陰性 県　豚コレラ検査

富山 13 地鳴り 親切な若い夫婦に感謝　角栄一　６７歳(砺波市)

13 地鳴り 野菜づくりで耕作地を拡大  黒田和也 ４２歳（砺波市）

19 水中マシンで足腰鍛え 砺波で体験会

20 厚生連高岡病院に導入　支援ロボ「ダヴィンチ」 県内４番目　手術の安全性向上

21 スタジアムカップ争奪野球大会 大会結果

24 検査のイノシシ３頭陰性 富山、砺波市で８月３０、３１日に捕獲されたイノシシ

25 大津で砺波の小４死亡事故 京都の会社員書類送検

北陸中日 13 厚生連高岡病院に「ダヴィンチ」 手術支援ロボットを導入

日本経済 31 空き家を改修　価格手ごろに 北陸で再販・再利用広がる　強い持ち家志向　若者誘う　趣ある飲食店に

   ５日　木曜日
北日本 12 県内美術館・博物館の催し（９／５～９／１１) 松村外次郎記念庄川美術館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市　県内 砺波市

21 水中バイクで筋力アップ 砺波市中神のＪＳＳスイミングスクールとなみ 体験会

29 イノシシまた不適切処理 豚コレラ対策で富山市 死骸 山中から市街地に

富山 15 コント 砺波・越中之助

23 ４振興会長 地域活動発表 庄川まちづくり協

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

27 酒気帯び運転容疑 京都の男書類送検 砺波の一家死傷事故

読売 25 男児死亡事故で書類送検 大津　酒気帯び運転などの容疑

毎日 21 飲酒運転容疑 男を書類送検 砺波の家族死傷

   ６日　金曜日
北日本 5 病院や交番に通訳機 ７２台配備 ７４ヵ国語対応  県 外国人住民急増受け

6 工芸品販売で合同会社 イオンモール高岡に出店  １０社参加し設立

17 声の交差点 童謡を心の糧に  砺波市 犀川啓子（７７歳）

19 高速バス停留所閉鎖 市町村議会  小矢部 イルカ交通が砺波移設

19 庄川４自治振興会 まちづくりを報告 合併後初めて

20 「ちゃ」ってどんな意味？ 福岡女学院大生 砺波で方言調査  地区住民に聞き取り

20 ＩＣＴ実用性やほ場整備を議論 土地改良協意見交換会

21 砺波工業高 電気科４０人 ２種工事士 全員合格

21 「イクメン」「カジダン」市が川柳や写真募集 砺波市と市男女共同参画推進員連絡会

21 地域ビジョン発表 理想の未来描く となみＪＣ

25 ニュースファイル 稲刈り作業の女性重傷

26 ギンナン鈴なり 富山 五福公園

27 砺波 路上でバッグ奪った被告 県条例違反容疑は不起訴

富山 3 記者席 叱咤激励で歓迎

16 地鳴り 脇見運転避け事故防止を  藤井昭通  ４７歳（砺波市）

16 地鳴り たばこが好きなおじいちゃん  紫藤道子  ８４歳（砺波市）

16 地鳴り 稲の刈り取り順調に終わる  犀川寮明  ７１歳（砺波市）

16 地鳴り 年齢感じる最近の日々  佐野嘉江  ７４歳（砺波市）

16 地鳴り 新米が楽しみ実りの秋に  栗田恭子  ７７歳（射水市）

24 さあ出番！〔シリーズ④〕 ふくのジュニア陸上クラブ（南砺市）

26 非常食カレー食べ災害時に理解深め 砺波の児童

26 自転車に施錠を 出町中で啓発 砺波・防犯組合
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27 小矢部市議会全協 高速バス「きときとライナー」 市内唯一停留所廃止  来月、市境の砺波に新設

27 砺波工高電気科 伝統守る 全員合格 第２種電気工事士試験  ４年連続で突破

29 「ちゃ」や「け」面白い 福岡女学院大生 砺波で方言聞き取り

29 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

29 射水浅井イーグルＶ 第８回富山新聞社杯カローリング大会

29 初誕生 有澤奈央ちゃん 長女

30 事件・事故 コンバインに巻き込まれ重傷

32 続ふるさと再見⑩護国神社で考えた 子どもの心に種をまく  未来を築くために

32 運動会練習 熱中症４人搬送 県内、５日ぶり真夏日

北陸中日 26 むかわ竜 学名に「カムイ」 北大博物館チーム命名  アイヌ語で「神」

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

23 県観光客４年ぶり減 昨年 悪天候や災害響く３５７６万２０００人  環水公園最多

朝日 1 「竜の神」カムイサウルス 北海道で発掘「むかわ竜」に学名

   ７日　土曜日
北日本 2 けさの人 北日本民謡大賞に輝いた　江田留莉さん　家族や先生に感謝

27 ２５周年祝う押し花アート 「東昌子押花会」発足２５周年記念押花アート展

28 万一に備え強盗対応訓練 砺波署　北陸銀行砺波支店で強盗対応訓練

29 番審委員長に舘氏 エフエムとなみ　放送番組審議会

33 熱中症で６人搬送 県内各地で最高気温が３０度超え

富山 1 アピタ　砺波、魚津店「ドンキ化」 県内初、新業態へ改装調整

1 稲刈りの２人熱中症 県内全域真夏日　富山空港３４．２度　砺波市３２．８度

24 万葉集や祭り表現　創作人形１８点並ぶ 砺波で平岡さん作品展

26 砺波のボランティア　カイニョの景観守れ 清掃、植樹の奉仕拡大　「砺波カイニョ倶楽部」

26 庄川峡谷表現　花壇を整備 砺波の国道１５６号沿い

北陸中日 14 観光客４年ぶり減 昨年県内　相次ぐ災害　原因か

   ８日　日曜日
北日本 1 迫る１０％消費税 キャッシュレス決済で県内スーパー　５％還元　中小に商機

13 秋季県高校野球開幕 水橋　氷見に快勝　

17 交流書道展に１００点 浅田玉翠さんが指導する４教室の交流書道展

17 おむつテーマに事例発表 砺波誠友病院

18 砺波工業が合同防災訓練 砺波市中央町の本社で、地元桜木町内会と合同防災訓練

富山 27 遊びながら避難所学んで 砺波工業　防災すごろく製作　

27 段ボールベッド組み立て体験 桜木町町内会と防災訓練

27 清登さん優勝 第３回ケーブルテレビ富山杯健康麻将交流大会

28 小杉南、蟹谷、ホクショー、金津 Ｕ－１２　予選１位通過　ケンセイＦＣ蟹谷ｊｒ創立４０周年記念サッカー大会第１日

29 センバツへ激突 高校野球　秋季県大会が開幕

北陸中日 11 秋季県高校野球が開幕 砺波工　延長戦制す

読売 24 安野光雅さん　多彩な世界 絵本原画など展示　砺波市美術館

25 砺波工２回戦へ 秋の高校野球県大会

朝日 17 秋季県高校野球が開幕 第７２回秋季県高校野球大会が開幕

毎日 26 秋の高校野球　 感謝、プレーで届ける　県予選　４球場で熱戦開幕

   ９日　月曜日
新聞休刊日

 １０日　火曜日
北日本 21 富山駐屯地５７周年祝う 陸上自衛隊富山駐屯地の創立５７周年記念行事

22 柳瀬で工場団地検討 約８㌶　スマートＩＣ近く　９日の市議会本会議

22 手術支援ロボット内覧会 高岡市民病院　内視鏡下手術支援ロボット「ダヴィンチ」

23 来春のとなみチューリップフェア みはらしの丘登場　メダルにちなんだ花展示

23 ビック碁２０１９ Ｆ組「未来へ」優勝　決勝Ｔ進出チームそろう

24 呉西圏域の未来考え ビジネス研究所開講

24 ３０７人２２団体表彰 交通安全県民大会

24 プロ棋士と真剣勝負 日本将棋連盟砺波支部結成４０周年記念のプロ棋士指導対局

24 県高校ロボ競技　不二越工　らいでんしゃふと　Ｖ 県高校ロボット競技大会

26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　水口和奏さん　砺波東部小５年　杉本夏菜さん

31 飲食店に侵入未遂疑い 市内飲食店　建造物侵入未遂の疑い
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31 指名停止を１カ月間延長 太田配管

32 用水に女性遺体 砺波市東保の用水路

33 平の女性遺体　身元判明 砺波の６１歳　死因は熱中症

富山 26 砺波市　柳瀬に工業団地造成 市長意欲　北陸道スマートＩＣ付近

26 演歌であでやかな舞 砺波で「しほ美会」

26 即応態勢維持へ決意 陸自富山駐屯地５７周年

27 となみチューリップフェア 来年４月２２日～５月５日　３０万人目指す

27 県西部６市で水道広域化の検討会 「上下水道事業広域化検討会」を組織

27 ＯＢの砺波市長　地方の魅力説明 早大生７人

28 「節目飾る北陸展を」 北陸日彫会　齋藤新会長が抱負

29 暑さに負けず快走 おやべリレーラン　「地域密着」信金走る　初挑戦　砺波

30 紙風船 小泉進次郎衆院議員

30 事件・事故 建造物侵入未遂容疑で逮捕　市内飲食店

32 砺波の１社指名停止延長 太田配管

33 砺波の用水路に７４歳女性遺体 誤って転落か　砺波市東保の用水路

33 南砺・袖川の遺体　砺波の不明女性 死因は熱中症

北陸中日 14 砺波の庄東地区　大規模宅地計画 人口減対策　市も後押し

読売 30 砺波にチューリップの輪 来年のフェア　ポスター初披露

31 砺波の用水路　７４歳死亡 砺波市東保の用水路

朝日 26 １１０・１１９ 砺波の用水路で女性死亡

26 １１０・１１９ 南砺の遺体は砺波の女性

毎日 24 事件・事故 南砺の女性遺体は熱中症

24 事件・事故 砺波の用水路で女性死亡

 １１日　水曜日
北日本 1 豚コレラ　立山町で初 富山・砺波市でも　感染イノシシ計１０頭

14 バレーボール　県高校秋季大会 【男子】１回戦　２回戦　【女子】２回戦　３回戦

14 ソフトテニス　県小学生シングルス研修大会 ６年男子

21 バケツリレーや消火器使用訓練 市谷自主防災会

22 障害者・妊婦らに駐車証 砺波　総合病院と新図書館　「パーキング・パーミット（駐車許可）制度」の専用スペース

22 民謡ステージ楽しむ 砺波市社会福祉庄東センター　秋季民謡ライブ「唄と踊りの集い」

22 音楽と食事で日中交流 砺波市日中友好交流協会　鷹栖公民館で秋のつどい

22 早大生が夏野市長と懇談 「先輩に会いに行こう！富山編」

33 防疫ベルト　突破の恐れ 立山町で豚コレラ　養豚業者「対策遅い」

富山 19 地鳴り 夏に思い出す早世した同級生　春川正人 ７２歳（砺波市）

20 砺波市　新図書館と総合病院 専用駐車場に許可証　障害者、高齢者らに交付

20 五鹿屋地区で大規模ほ場整備 来年度から県が大規模ほ場整備事業

20 課題解決へ新事業考案 共創ビジネス研が開講　県西部６市と富大の「とやま呉西圏域共創ビジネス研究所」

20 ハーモニカ演奏楽しむ 砺波市日中交流協会の「秋のつどい」

21 事故防止へ誓い新た 富山で県民大会　県交通対策協議会第５６回県交通安全県民大会

21 初期消火など訓練　万一の災害に備え 砺波・市谷で７５人

22 不二越工「らいでんしゃふと」Ｖ 県高校ロボット競技

23 砺波地区寿野球定期リーグ戦 大会結果

26 県内全域で真夏日 南砺、砺波で一時大雨警報

26 砺波高侵入認める 砺波高の体育館に侵入

北陸中日 12 五鹿屋の農地大区画化　準備状況や概要を提示 砺波市議会

12 議会だより　１０日 砺波市　

13 進路　富山の先輩からヒント 早大生、新湊漁港で交流

24 立山でも豚コレラ イノシシ１０頭目　新たに３農場監視

読売 26 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

27 豚コレラ　新たに５頭 富山・砺波・立山のイノシシ

朝日 20 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 【海王丸リーグ】

21 野生イノシシの豚コレラ１０例に ５頭から陽性反応

毎日 24 新たにイノシシ５頭から豚コレラの陽性反応 富山市、砺波市、立山町で見つかった５頭
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 １２日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（９／１２～９／１８) 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

18,19 金婚４６７組　苦楽ともに半世紀 山田幸夫さん　優美子さん　　砺波市２５組

25 悩み持つ人　地域で見守り 市健康センター　協力事業所を指定

25 クマ対策で連携確認 砺波市クマ対策会議

25 ＪＡとなみ野施設　洪水時の避難所に 種田防災会と協定

25 広告　 となみ野アート　河合刀太展　

31 ニュースファイル 砺波の女性遺体死因は水死　砺波市東保の用水路

31 ニュースファイル ２０代女性がＯ１５７感染　砺波厚生センター管内

富山 17 地鳴り 演劇の聖地　多彩な演出　北清俊一　６２歳　（砺波市）

17 地鳴り 中国人の劇団員　金沢へ小旅行　黒田　和也４２歳(砺波市)　

26 イノシシ焼却増やす　 市斎場のペット用炉　

26 クマ出没で連携確認 砺波で対策会議　

27 担い手育成、高収益　作物栽培で意見交換 砺波土地改良協

28 種田自治会が災害でＪＡとなみ野と協定 災害時の避難所として稲種センターを利用

30 事件・事故 砺波の用水女性遺体は水死

32 豚コレラ新たに２頭 富山　大沢野、八尾のイノシシ

32 ２０代女性、Ｏ１５７感染 砺波厚生センター管内

32 窃盗未遂などで追起訴 砺波市の５０代男性方へ侵入

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

14 ＪＡとなみ野施設　災害時の避難所に 砺波市種田地区と協定

毎日 22 全国高校ラグビー　県大会 組み合わせ決まる　２３日キックオフ　６チームが競う

22 事件・事故 砺波の用水路で死亡した女性は溺死

 １３日　金曜日
北日本 5 予特委員長に宮本氏 県議会　予算特別委員会

15 仲間と集う 出町中昭和４２年卒うたつ会（砺波市 近藤隆）

30 鷹栖に認知症グループホーム 砺波市議会民生病院常任委員会　「グループホームたかのす」

富山 22 道の駅庄川に海の幸 富山湾の鮮魚、あすから販売

23 来年３月、鷹栖にグループホーム 民生病院常任委員会

23 薬局や介護施設　心の悩みを相談 砺波でサポート事業

23 山岸ガバナー迎え奉仕の精神確認 砺波で２ＬＣ

24 不正軽油をチェック　砺波で調査 富山県の軽油路上抜き取り調査

25 ４３校４２チームが熱戦 ２１日から県高校サッカー

25 ６校花園目指し 県高校ラグビー２３日開幕

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 22 昨年度県内　観光客３５７６万人　４年ぶり減 最多は富岩運河環水公園

 １４日　土曜日
北日本 20・21 第４４回県青少年美術展 県民会館できょう開幕 青春のきらめき映す

29 庄川小５年生 住民と稲刈り 砺波市庄川小学校の５年生４５人

29 図書館で〝出張カフェ〟 障害福祉サービス事業所 ワークハウスとなみ野の「かふぇ・ふ～らり」

29 きょうもにっこり 女子サッカーチーム「ベルエキップ」選手  岩行宮子さん（砺波市・６２歳）

30 平日１路線増便 ２路線で減便 加越能バス 来月から

30 善銀にバザー売上金を預託 北陸コカ・コーラ

30 蔵書数２３年度に３０万冊 砺波  新図書館 名称変更せず

31 ＬＣとＲＣ交流 チャリティーゴルフ

37 豚処分 悲しき注射 愛知に派遣 県獣医師の岡部さん  豚コレラ早期収束願う

富山 3 ＩＣ改札機はまだ？ ＪＲ西の県内在来線  石川は全区間対応へ  県など「こちらも早く」

21 地鳴り 「不易流行」脳裏に浮かぶ  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

22 バザーの売上金 砺波善意銀に預託 北陸コカ・コーラ

22 小矢部市議会 加越能バス 平日減便  来月から 加越、若林の６往復

23 開館３年で蔵書３０万冊 名称「砺波図書館」を継続

23 新図書館開館へ出張カフェ試験 砺波の障害者支援施設

25 花嫁のれん 愛情感じて 砺波・東般若寿会  大正から平成２４点飾る きょう美術館で開幕
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北陸中日 15 新図書館に出張カフェ 砺波の事業所 障害者の就労支援  開館へコーヒーなど試験販売

 １５日　日曜日
北日本 1 来月から幼保無償化 認可外制限 富山市のみ

2 幼保無償化 国上回る支援実施 ６割

13 秋季県高校野球 第３日 試合結果

13 県内外２１チーム白熱 県少年硬式野球が開幕 試合結果

15 仲間と集う 風神会（砺波市 足原幸盛）

17 花嫁のれん色鮮やか 市美術館で展覧会

18 創意工夫の作品並ぶ 砺波市小中学校科学作品展 チューリップ四季彩館で始まる

19 ミニバスケ２４チーム熱戦 第３０回砺波市長杯

19 陸上 第４９回砺波地区中学校新人大会 大会結果

25 ミニバイクの８６歳男性死亡 砺波の県道 標識に衝突

富山 15 地鳴り コシヒカリの刈り取り終わる 犀川寮明 ７１歳（砺波市）

19 沢田さん無差別V 砺波・高波で本社杯囲碁

19 砺波の小中学生科学作品１２９点 チューリップ四季彩館

19 家族で稲刈り体験 収穫の喜び味わう 砺波でツアー

19 交流拠点完成 獅子舞で祝う 砺波・五鹿屋公民館

19 観月の会で茶会 富山・内山邸

19 成功期し応援旗制作 高岡 ２１日に認知症イベント

21 秋季県高校野球 新湊 水橋 富山 魚津 コールド勝ち

25 標識柱にバイク衝突 小矢部の男性死亡 ８６歳、砺波の県道

北陸中日 11 花嫁のれん伝統と親心 砺波市美術館 市民から集めた２４点

11 秋季県高校野球大会 大会結果

25 ミニバイクで衝突 小矢部の８６歳死亡 砺波市鷹栖の県道

読売 25 水橋３回戦進出 秋季高校野球県大会

朝日 21 第７２回秋季県高校野球大会 大会結果

毎日 20 伏木が逆転勝ち 秋の高校野球 県大会

20 事件・事故 砺波、原付きバイクの男性死亡

 １６日　月曜日
北日本 15 朝日で全国ビーチボール 県勢５部門で頂点

15 ソフトテニス　県高校秋季選手権 【男子】ダブルス

19 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 藤井成正）

19 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 今井克子）

21 新調武具で獅子舞奉納 庄川　金屋神明宮

21 空き家活用の事例見学 砺波市庄川町金屋のゲストハウスすどまりとなみ

21 きょうもにっこり 砺波図書館司書　寺田美香乃さん

22 五鹿屋公民館の完工祝う 五鹿屋地区自治振興会が完工式

23 バドダブルス白熱　 Ｉ・Ｓカップなんとオープン大会

23 キッズ８チーム交流 「ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩキッズサッカー交流会」が交流試合

28 県内　連日の真夏日 砺波で３０．８度

富山 7 コント 砺波・越中之助

13 くらしの日記 雑草茂る田　犀川寮明　７１歳（砺波市苗加）

14 きょう敬老の日　感謝　 チアダンス躍動　高齢者楽しませ　砺波・油田地区敬老会

14 新しい武具で獅子舞 砺波・金屋神明宮

15 民泊のカフェ内覧会 砺波・庄川

15 齊藤さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会・第５回清流杯争奪ＰＧ大会

17 県勢５部門でＶ Ｐｅｅｋ－Ａ－Ｂｏｏ２連覇　

17 上級小６男子４０㌔未満　利根川Ｖ 第２回かがやき杯空手道選手権

17 もなみクラブ優勝 第２８回県男子ゲートボール選手権

18 「麦屋節　世界に発信」 日本一・多田さん決意、喝采

20 県内５地点真夏日 熱中症疑い２人搬送　砺波市で３０．８度

北陸中日 13 県高校秋季ソフトテニス選手権大会 【男子】

 １７日　火曜日
北日本 12 硬式野球　県少年選手権 Ｃグループ

18 施設利用者と音楽を楽しむ 市内の若者グループ　「となみ元気道場」が同市北部デイサービスセンターで
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19 絵に囲まれ音色楽しむ 燦々展でフルート演奏会　砺波市庄川美術館

19 記者ぶろぐ　西部本社　七瀬智幸 高まる高岡の野球熱

19 ターゲットバードゴルフ チューリップ杯争奪大会

富山 9 地鳴り 同級生の葬儀　優しい再会も　紫藤道子　８５歳(砺波市)

16 花嫁のれん展　大盛況 砺波市美術館　３日間で８５４人来場

16 税や経済解説本　児童向けに４０冊 砺波図書館

17 歌と演奏で高齢者楽しませ 敬老の日で「となみ元気道場」　同市北部デイサービスセンター

17 イクメン題材　川柳と写真募集 砺波市　合併１５周年記念事業

19 Ｖ１リーグ　ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ ＰＦＵと引き分け　砺波でフレンドリーマッチ

北陸中日 5 発言 日本の美しい心　伝えていく　上野亮平　７６歳（砺波市）

11 チューリップフェア　来年は「彩りの輪」 概要とポスター発表　「２０２０となみチューリップフェア」

11 県高校秋季ソフトテニス選手権大会 【男子】シングルス　ダブルス

読売 12 ひびき　 相席　私は苦痛　竹田正喜　７２（砺波市）

25 老いも若きも生演奏で笑顔 砺波でイベント　「となみ元気道場」が市北部デイサービスセンターで

朝日 23 ５校が全国大会へ　小学生バンドフェス・マーチングコン　 第２１回北陸小学生バンドフェスティバル　第３２回北陸マーチングコンテスト　

 １８日　水曜日
北日本 19 仲間と集う 砺波登高会（砺波市　田嶋道夫）

21 認知症理解　劇で深める ふれあい・いきいきサロン

22 県産材でウイスキーだる 若鶴酒造など　ガマ刈り取り

23 小中高校生ら激しく打ち合う 高瀬神社奉納剣道

23 ミニバスケットボール　砺波市長杯 大会結果

23 ペタンク　県年金受給者協会砺波支部大会 大会結果

富山 2 社説 散居村の景観保全　清掃奉仕の輪を広げたい

15 地鳴り 猛暑に称名滝へ　水しぶきに満足　西川良子　６６歳(砺波市)

24 税の絵はがき審査　税務署長に協力要請 砺波法人会女性部会

25 砺波の若鶴蒸留所　「オール県産」推進 樽󠄀の材料　ガマ刈り取り

28 散居村マラソン　紅葉楽しんで １１月１７日　ＰＲ隊来社　第６回となみ庄川散居村縦断マラソン２０１９

北陸中日 7 発言 小泉環境相の手腕に期待大　貝渕文夫　７０歳(砺波市)

12 １１月に「となみマラソン」 実行委が参加呼び掛け　「となみ庄川散居村縦断マラソン２０１９」

13 自家栽培ガマの葉　収穫 若鶴酒造　ＡＬＬ県産へ樽づくり

毎日 22 砺波平野駆け抜けろ １１月に散居村縦断マラソン　「となみ庄川散居村縦断マラソン」

 １９日　木曜日
北日本 5 ４地区で知事と対話集会 タウンミーティング　１１月１７日＝砺波市のＴＯＮＡＭＩ翔凛館

14 県内美術館・博物館の催し（９／１９～９／２５) 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

23 風景や動物　題材に力作 フォトクラブとなみ野展

25 感性光る洋画７０点 燦の会　初展示会　藤森さん（庄川出身）ら

25 絵画部賞に阿部さん（富山出身） 新制作展

31 豚コレラ　感染イノシシ１８頭に ５頭　八尾・砺波・立山で発見

31 大津　男児死亡事故 対向車の男性　居眠りと供述

富山 12 コント 砺波・たぬき

22 軽減税率制度を説明 砺波税務署

23 新会長に川原氏 砺波ブロック自治会連

25 金沢でつるぎクラブ懇親会 県境越え　令和に飛躍　富山ゆかりの３００人集う

26 感染イノシシ新たに５頭 県内の豚コレラ　八尾、砺波、立山　計１８頭

27 印鑑証明　広がる性別欄削除　 ５市　実施／８市町村　１１月５日／射水　年度内　ＬＧＢＴに配慮　富山市は未定

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

29 県内　新たに５頭 感染イノシシ、計１８頭に

29 砺波９歳児死亡　相手側が居眠り ５月、大津の交通事故

読売 27 となみ庄川マラソン　実行委メンバーＰＲ 「となみ庄川散居村縦断マラソン２０１９」

27 豚コレラ新たに５頭　 冨山、砺波、立山で捕獲

朝日 19 ニュース短信 野生イノシシの豚コレラ感染１８例に

毎日 24 行政ファイル 野生イノシシの豚コレラ感染、新たに５頭
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 ２０日　金曜日
北日本 1 県内基準地価　商業地２年連続上昇 富山市が全体けん引

5 新聞社案内 となみ政経懇話会　９月例会

11 県内基準地価　富山駅北　伸び顕著 富山市中央通り　大幅下落

16 仲間と集う 雪橇会　（砺波市 太田浩司）

25 豚コレラ対策万全に 砺波ブロック自治会連

26 農業にＩＣＴ活用　無人トラクター　自動運転コンバイン アグリユース砺波が実演

26 人権擁護委員候補３氏の推薦に同意 砺波市議会本会議　１９日

26 委員長に今藤氏 決算特別委

27 軟式野球　県生涯古希後期大会 ２回戦

富山 1 基準地価　県内商業地　０．１％　２年連続上昇 上昇率　富山・奥田寿町　初のトップ

5 住宅地　富山市、４年連続上昇 砺波市、舟橋村も続伸

5 商業地　富山市、上昇１６地点に増 上昇、横ばい８７％

13 北陸三県の基準地価 砺波市

21 地鳴り 自然災害と対策を学ぶ　黒田和也　４２歳(砺波市)　

21 コント 砺波・越中之助

23 コキア紅葉　カンナ見頃 砺波チューリップ公園

23 柳瀬の工業団地造成 市長、整備加速に意欲

23 公共施設再編計画　各団体から意見聴収 全員協議会

25 国体へ３８０人一丸 富山で県選手団壮行式

北陸中日 12 宅地下落率が縮小 県内基準地価　商業地は上昇維持

29 県内農家「早く接種を」 豚コレラワクチン　遅い対応　憤りも

読売 30 県内の基準地価 砺波市

31 基準地価　商業地２年連続上昇 住宅地は下落幅縮小

朝日 23 商業地２年連続上昇 基準地価　富山市中心部目立つ

23 ベルマークだより 【8月の運動】◇預金を積み立て　般若幼稚園

毎日 26 県内基準地価　商業地２年連続上昇 富山市以外は下落、横ばい

27 北陸３県の基準地価 砺波市

日本経済 39 石川、２７年ぶり全用途上昇 基準地価　富山、商業地上昇続く

別刷５ 基準地価一覧 ２０１９年７月１日現在

 ２１日　土曜日
北日本 1 豚コレラ　地域限定でワクチン 農水省検討　製薬会社に増産要請　「富山も対象」知事見解

4 研修医　県内６９人希望 初期臨床研修　マッチング中間集計　過去３番目の多さ

27 ７０回目開催へ　検討委が初会合 ２１年チューリップフェア

27 サポカー体験　安全意識向上 高齢者教室　砺波市が交通安全教室

34 豚コレラ　ワクチン接種　県内農家「一安心」 国の後手対応を批判

富山 1 県内養豚場ワクチン接種 豚コレラ　知事方針、全１９カ所

4 再編の圧力強まる？ 富山県内の７信金

19 くらしの日記 祭礼の花火  佐野嘉江  ７４歳（砺波市）

21 地鳴り 働く車たちの存在は心強い　藤井昭通　４７歳（砺波市）

24 国道沿いで人波作戦 市役所前で交通安全市民集会

25 ７０回記念に若者意見を となみチューリップフェア　第１回検討委

北陸中日 1 豚にワクチン接種表明 農相　使用地域で流通制限

読売 27 ワクチン接種　歓迎の声 豚コレラ国方針　養豚組合「一日も早く」

朝日 27 ワクチン接種　「力強い判断」 豚コレラで業者ら

 ２２日　日曜日
北日本 13 みんなのＶＯＩＣＥ「増税前後　何を買う」 砺波市　４０代　男性　機械屋さん

13 みんなのＶＯＩＣＥ「増税前後　何を買う」 砺波市　４０代　女性　会社員　はるりとなみ

14，15 第１９回全国中学校総合文化祭冨山大会（８月２２～２３日）　未来につなげ　文化の力 科学　独創的な視点　砺波市出町中２年　田中佑樹ほか

20 法被やあんどん紹介 砺波地方に伝わる夜高祭りをテーマにした企画展　南砺福野高校「厳浄閣」

21 カローリング　砺波市老人クラブ連合会大会 大会結果

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 運動会決行の花火どうなる　戸田祐子 ５７歳（砺波市）

7 地鳴り コシヒカリの収穫少なく残念　河合泰　８６歳(砺波市)

18 事故ゼロ願いマスコット配る 砺波・高波
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19 読書の魅力、パネルに 建設現場に設置、中学生描く　新砺波図書館

19 金子、齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会

19 園児がナシ収穫体験 砺波・あぶらでん保育園

21 杉野が大会新Ｖ　女子棒高跳び 第５６回県高校新人陸上選手権第１日　やり投げほか

北陸中日 11 全国高校サッカー選手権県大会 １回戦

11 県高校新人陸上競技対校選手権大会 やり投げほか

 ２３日　月曜日
北日本 11 追想 ありし日 高岡市教委元理事 高岡市万葉歴史館元副館長 高野昭憲さん（砺波市高波）

19 アズマダチ住宅 新築の過程紹介 散居村学ぶ公開講座

19 息ぴったり 演奏響かせ 社会人吹奏楽団「リバティウインズふくの」の演奏会

21 記者ぶろぐ 砺波支社 芝井悠太  音楽は国境超える 

富山 7 地鳴り 庶民の味覚 遠のくばかり  北清俊一 ６２歳（砺波市）

7 地鳴り 新米を食べて寂しく感じる  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

13 文芸喫茶 となみ野川柳会７月句会

15 アニメと名車 石畳彩る 井波・八日町通り  まちなみアートで共演

15 三合Ａが優勝 第１７回般若地区老人クラブ連合会長杯争奪ペタンク大会

16 ＦＣとなみ３位 第１７回少年サッカー三和友好杯

17 女子は林・片山Ｖ 第１６回河北台キッズ加賀地区ソフトテニス大会

18 散居の歴史思いはせ 砺波で公開講座

読売 23 となみ野少年野球 砺波北部サヨナラＶ １７年ぶり

２４日　火曜日
北日本 1 秒読み１０％消費税〈２〉 キャッシュレス  ポイント還元にお得感  店側「手数料が負担」

11 砺波と富山工４強 全国高校ラグビー県大会

11 富山第一など１６強 全国高校サッカー県大会

11 硬式野球 県少年選手権 試合結果

16 森さん（富山）１位 俳人協会県支部大会

17 情感込めとなみ散居節 中村さん（富山）優勝

17 美しい音色響く となみのブラスアンサンブルの第２３回コンサート

17 フラダンス優雅 祖泉会堂秋まつり

18 情感込めた唄と踊り 第４７回砺波市文化祭芸能発表会

18 哀愁帯びた音色奏でる 琴修会 大正琴の集い  １５０人出演

19 児童１８０人が熱戦 つくりもん杯バレー

24 ２月の本番へ結団式 合唱創造となみ １２０人出演

27 県内強風 停電・倒木 台風１７号 フェーン現象で砺波３５．２度

富山 1 県内強風 倒木、停電 富山 最大瞬間２５㍍、交通に乱れ  フェーン現象 砺波で３５．２度

7 地鳴り 味わい深い方言 感情表現豊かに  中村敏夫 ７０歳（富山市）

14 秋祭り楽しむ 砺波の祖泉会堂

15 あじさいが優勝 第３１回庄東地区親善ゲートボール大会

15 ロビー展 柴田智美恵おり紙展 北陸銀行庄川支店

16 先端技術駆使の建設現場学ぶ 高岡工芸高生

16 王者富山一圧勝２４得点 第９８回全国高校サッカー選手権県大会２日目

17 ハンド高岡向陵アベック制覇 県高校秋季大会 【ソフトテニス】ほか

17 砺波、富山工が進撃 第９９回全国高校ラグビー県大会第１日

21 イベント 交通 農業に被害 街灯折れる  チューリップ公園

北陸中日 9 全国高校サッカー選手権大会県大会 大会結果

9 高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ県リーグ 試合結果

9 全国高校ラグビーフットボール県大会 大会結果

9 県高校新人大会 大会結果

9 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権県予選大会 大会結果

23 台風１７号 砺波で３５．２度 富山 最大瞬間風速２５．６㍍

読売 25 全国高校サッカー 県大会 富山第一３回戦へ

25 全地点で真夏日 砺波で３５度

25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 19 「となみ庄川散居村縦断」秋のマラソン楽しもう １１月１７日開催 参加者募る

毎日 22 砺波、魚津工に圧勝  富山工、砺波工降す 全国高校ラグビー  県大会開幕 来月６日準決勝
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 ２５日　水曜日
北日本 1 養豚早期出荷に補助金 豚コレラで県　感染リスク回避

17 声の交差点 災害時に心構えを　沖田信一　７１歳(砺波市)

19 小竹さん抱負 海自入隊激励会

19 砺波市人事 １０月１日

21 高島さん（砺波）奨励賞 第６５回記念一陽展

21 県内２人再入選 第２１回水彩人展

21 グラウンドゴルフ　鷹栖クラブ月例会 大会結果

富山 1 県、豚コレラ感染対策　２養豚場　早期出荷 計３千頭　予防措置で全国初

3 県議会予算特別委　県西部振興「具体的に検討」 多目的武道館の整備　知事が配慮にじませ

15 地鳴り 夜中に空を見上げながら　紫藤道子　８５歳(砺波市)

23 自衛隊入隊者　激励会で決意 砺波

23 主幹級含む１４件 砺波市人事　１０月１日付

24 地域の魅力　昔話で紹介　１２商工会女性部 寺社、史跡舞台に撮影

24 ３６中学１０高校を表彰 カギかけコンテスト

北陸中日 14 菊が中心　ハロウィーン 四季彩館で展示

28 全頭早期出荷し防疫体制強化へ 県内２養豚場

28 ワクチン入りの餌　イノシシ７割摂取 県内５市町１４９地点散布

読売 28 建築探訪 三郎丸蒸留所（砺波市）　美しい木組み　原酒熟成

29 豚コレラ対策　早期出荷 県支援　補正予算案に１億８０００万円

 ２６日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（９／２６～１０／２) 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

21 仲間と集う レインボーシスターズ②（砺波市 砂田美和子）

23 シリアに文具や衣類 砺波高校家庭クラブ

23 お金や経済の本展示 砺波市砺波図書館

24 安全な登下校に一役 北部小前　防犯カメラを設置

25 障害者雇用へ合同面接会 県西部地域対策会議

32 感染イノシシ　富山で２頭確認 豚コレラ　県内２０頭に

富山 3 きょう５氏が質問 県議会予算特別委

14 富山文芸　９月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　山森和子（砺波市）　

14 富山文芸　９月賞 柳壇　津田暹選　佳作　紫藤道子（砺波市）　

19 すこやか育児 長男　凌ちゃん　上野瑠見子さん　＝砺波市坪内　

22 砺波高創立１１０周年記念 合唱曲「TODAY」完成　３０日、コンクールへ練習

22 防犯カメラで不審者対策 砺波・林公民館

23 「やわやわ運転」シールで心掛け 砺波署、５団体へ贈呈

28 豚コレラ　婦中、八尾で２頭 県内感染イノシシ２０頭に

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 増山城戦国祭り

読売 32 安野光雅展－絵本とデザインの仕事㊤ 言葉のない不思議な世界

 ２７日　金曜日
北日本 5 県議会　予算特別委 瘧師富士夫氏　自民砺波　「農福連携」を推進せよ

2 「古里発展に尽力　意志受け継ぐ」 上田信雅氏後継の瘧師氏

27 浄瑠璃　プロに学ぶ 砺波子供歌舞伎曳山振興会

27 砺波の幼稚園　県立大科学実験教室 こすると浮いたよ！　静電気の仕組みに触れる

27 「やわやわ」運転を 砺波署がシール贈る

27 全国大会前に市長から激励 小中学校のクラブ

34 上田信雅氏が死去 元砺波市長・県議　７８歳

富山 3 県議会予算特別委 質問答弁の要旨　庄川右岸で用水事業を　瘧師富士夫氏

3 後継の瘧師氏　上田氏死去悼む 瘧師富士夫氏が哀悼の意

15 地鳴り 王道の相撲　朝乃山に期待  藤井昭通  ４７歳（砺波市）

18 くらしの日記 先輩の誘い　紫藤道子　８５歳（砺波市）

24 シメジを渡し「ベルト締めて」 砺波・栴檀野幼稚園児

27 砺波・出町子供歌舞伎　浄瑠璃の語りに磨き １１月の大会へ住民稽古
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27 静電気でひも浮かぶ　摩擦の実験楽しむ 砺波・中野幼稚園

30 上田信雅氏が死去 前砺波市長

北陸中日 14 合唱や吹奏楽で全国出場 砺波・出町小、庄西中を激励

15 地元大夫　浄瑠璃語り稽古 砺波　女義太夫・豊沢さん招き　砺波子供歌舞伎曳山振興会

26 訃報 上田信雅さん

読売 30 安野光雅展－絵本とデザインの仕事㊥ 天動説巡る悲しい物語

31 訃報 上田信雅氏

朝日 21 訃報 上田信雅さん

毎日 22 訃報 上田信雅さん

 ２８日　土曜日
北日本 1 豚コレラワクチン 県内全農場で接種 知事方針 国「推奨地域」に設定

5 「進め方乱暴」批判相次ぐ 県内５病院「再編必要」不安払拭を要望

11 俳人協会県支部俳句大会入賞作品 高点入賞句 野村邦翠（砺波市） 檜山哲彦講師並選 二俣れい子(砺波市）

12 北日本文芸 入賞作品

19 声の交差点 懐かしい絵本 南砺市 柴田雪美

19 仲間と集う 東山見 雄神地区共済友の会 上野弘吉

27 洋画チャリティー小品展 県洋画連盟砺波地区が北日本新聞砺波支社ギャラリーで

27 最多８９店 特別メニュー となみ野グルめぐり

27 芸能や作品発表で交流 砺波市老人クラブ大会

29 県警 秋の異動内示 発令は１０月７日 砺波署

富山 1 富山「接種推奨」 豚コレラワクチン 農水省、９県選定 精肉、加工品の域外流通容認

1 「必要な準備、速やかに」 石井知事意向 全１９養豚場で接種

24 １０月イベント一覧 【１１日】第１８回砺波チューリップ球根まつり

29 最多８９店で食べ歩き 砺波、南砺でグルめぐり開幕 客獲得へサービス合戦

30 中嶋さんが優勝 第５回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

30 和、寿、姫、愛宕がV 第１４回県親善交流ゲートボール大会

31 合唱や吹奏楽で全国大会活躍誓う 砺波・出町小、庄西中

32 県警、来月７７人異動 秋の定期人事異動を内示した

北陸中日 29 富山など豚ワクチン推奨 農水省 肉・加工品 流通制限せず

読売 28 安野光雅展 絵本とデザインの仕事㊦ 井上ひさしと仕事 楽しむ

29 コキア 夏を一掃 砺波チューリップ公園

 ２９日　土曜日
北日本 11 仲間と集う 万遊寺子供会・老人会（砺波市　廣橋豊）

11 仲間と集う 常盤会カローリング同好会　（砺波市　高橋外明）

15 秋季県高校野球 エースの出来が左右　総評　

22 タマネギ渡しＰＲ 庄下保育所 年長児２０人

23 本誌創刊１３５周年 北日本新聞県西部の３カルチャー教室　８３講座１０００人合同発表

23 和紙でものづくり面白い！ 平で体験イベント

23 グラウンドゴルフ　砺波市油田地区通年コンペ 大会結果

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

22 砺波・曲輪の会　増山城　御城朱印が人気 予想の倍、５カ月で５８０枚超　きょう戦国まつりでも販売

22 トークやジオラマ展示 増山ＬＯＶＥフェスタ

23 標語入賞者を表彰 砺波の１人１ボラ　「市民１人１ボランティア」

23 シリアの子どもに文房具や衣類 砺波高

26 日台交流　８００万人へ連携　 富山で初サミット　３００人友好　実現へ「富山宣言」採択

29 砺波市ボランティアフェスティバル 市文化会館

朝日 19 還暦・古希リーグ　優勝チーム決まる 県生涯軟式野球

 ３０日　月曜日
北日本 15 来月７日　となみ野場所 県西部体育センターで秋巡業

21 我こそは戦国武将‼　 砺波　増山城跡　武者行列や忍者体験

22 ヒガンバナ　もうすぐ見頃 庄川右岸河川敷

23 本誌創刊１３５周年 学ぶ楽しさ伝える　県西部カルチャー教室合同発表会　最終日も多彩

23 砺波も各地区で 砺波市内の自治振興会や自主防災会が防災訓練

23 島崎氏の市議会議長就任祝う 島崎清孝砺波市議会議長の就任祝賀会

24 剱岳（富山）Ａクラス　初制覇　富山でビック碁 ７クラス１６０人熱戦
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24 坂道や段差を車いすで体験 砺波でボランティアフェス

富山 20 砺波　増山城跡　武者行列「入城」　戦国祭り 忍者教室、ＡＲ体験人気

20 華やか演奏で観客魅了 ムジカグラート氷見　氷見市のマーチングバンドのサンクスコンサート

21 島田、干場さん制す 栴檀野ＧＧクラブ富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

21 ノーティー　男子Ａ制す 第３２回県ビーチボール協会砺波ブロック大会

22 島崎市議長の就任を祝う 砺波　砺波市議会の島崎清孝議長の就任祝賀会

22 華やか演技、演奏で魅了 第３２回県マーチングバンド・バトントワーリングフェスティバル

北陸中日 10 朗読、ピアノ　響く秋 砺波　サークル「ふみの会」催し　県民カレッジ砺波地区センターの朗読サークル

11 マーチングとバトン　県代表チームが決定 砺波でフェス　県西部体育センター

11 県高校秋季大会兼県高校秋季柔道選手権大会 【女子】５７㌔級　

11 宝浪漫マラソン 【親子】２㌔

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

＊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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