
　　　　　　　２０１７（平成２９）年９月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）
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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  １日  金曜日
北日本 15 いえしごとの夜明け ２ 寿木けい 大切な決まりごと

18 全面広告 となみ伝承やぐら大祭

19 北日本新聞社旗争奪県少年野球 ３１組 砺波北部スポーツ少年団野球部０－６山室マリナーズ

22 読者のひろば 新たな名所づくり  砺波市  高田建一 ６０歳

25 ママになる体守って 市健康センター育児支援講座  助産師らが助言

25 寸劇で詐欺手口紹介 砺波市若林地区の高齢者学級

29 芭蕉の句モチーフ ガラス猪口を展示 ＴＯＹＡＭＡキラリ

30 高齢者・障害者の人権相談時間延長 富山地方法務局など

31 砺波市も平均以上 全国学力・学習状況調査

富山 3 ９月普通交付税額 県分は３２２億５２８７万円 砺波市 １１億４５０９万円

3 地方特例交付金 県分１億９３３６万円 砺波市 １２３２万円

6 空き家対策協議会 ９７３自治体で設立 県、富山市など

22 出産の不安解消 砺波で妊婦向け教室

22 通学路の危険１０カ所で点検 砺波市教委

24 黒部名水少年野球大会 あす開幕  出場チーム紹介③

26 砺波の小６、中３ ほぼ県内平均 学力テスト結果公表

27 地鳴り コンバインを更新し体楽に 犀川寮明  ６９歳（砺波市）

27 地鳴り 幸せを感じ生きていこう  西川良子  ６４歳（砺波市）

北陸中日 19 子育てスムーズに体調管理など学ぶ 砺波で教室

読売 21 舞台を歩く 「山の魂」庄川水記念公園（砺波市）

21 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

 ２日　土曜日
北日本 3 記者席 ベテラン３人が存在感 米原蕃氏

27 防犯カメラ整備 完了へ 全小中学校で不審者対策

27 砺波総合病院の赤字１億７７１万円 ２０１６年度決算の純損失

27 トークショーに太田光代社長 ７日となみＪＣ公開例会

27 加越能バス 土、日曜減便 来月ダイヤ改正 立野脇線ゼロに

32 違法な野焼き監視 県と市町村 初日は砺波を巡回

32 防災の日 県内各地で一斉訓練 園児・議員ら地震に備え 砺波市議会

富山 3 知事「県西部を細分化」 総合計画意見交換会「高岡・射水」「砺波」など

3 記者席 「三銃士」の口撃 米原蕃氏

22 防犯カメラ、全小中に 砺波総合病院の赤字大幅減

23 着物や帯約２千点 砺波で「大リサイクル祭」

23 教諭が散居村、カイニョ学ぶ 砺波東部小の教諭を対象に

26 県内各地でシェイクアウト 議場でも机の下に 定例会で対応確認 砺波市と議会

27 地鳴り 彦根城と建仁寺 日帰りで訪ねる 黒田和也 ４０歳 砺波市・会社員

北陸中日 18 大地震 身を守れ 防災の日でシェイクアウト訓練

18 東日本大震災を教訓 本会議中に防災訓練 砺波市議会

18 野焼き 重点監視 県不法処理防止連絡協議会 パトロール開始

18 議会だより １日 砺波市 定例会を開会

24 業務継続計画 ６市町策定 大規模災害の備え広がる

 ３日　日曜日
北日本 15 頂点目指し熱戦 県少年硬式野球 県内２３チーム参加

15 必死にボール奪い合う 芳野杯ミニバスケ 県内外１２チーム白熱

16 わが家のアイドル 佐藤彩千夏ちゃん１歳 砺波市中野

18 がんばってます 富山の職場 御菓蔵 おかきで富山を発信

18 県内の海岸・道路を清掃 北陸コカ・コーラグループとＧＲＮグループ

19 となみ伝承やぐら大祭 行燈・獅子舞 威勢良く

19 屋敷林との共生学ぶ 砺波カイニョ倶楽部の出前講座

19 通学路の危険箇所点検 砺波市教委や砺波署、道路管理団体など

19 感性と技キラリ 会員の力作４４点 市書道連盟展

23 新作家具を展示販売 高校生らの作品展も 県家具組合連合会

富山 23 砺波でやぐら大祭 ミニ行燈 掛け声 愛らしく
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23 フラダンスで親睦 砺波、ワークハウスとなみ野

23 認知症に理解を リレーマラソン「ＲＵＮ伴」

24 子持ちアユ 豊かな風味 砺波・鮎の里 提供始まる

25 黒部名水少年野球が開幕 大会結果

北陸中日 17 タスキはつながった 認知症の人ら県内でリレー

17 「抜け穴」テーマ 作品展 砺波 高岡出身の越後正志さん

17 ３人力を合わせソーメン大食い となみ伝承やぐら大祭

18 秋味 子持ちアユ 砺波「鮎の里」盛況 市内のアユ料理店がにぎわいを見せている

 ４日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール ８月の入選作 佳作 下保澄江  砺波市千代

13 バレーボール県９人制秋季一般男女選手権大会 男子③砺波倶楽部

15 芳野が準優勝 ミニバスケ芳野杯   ③砺波東部男子レッドストロングス

22 ペアで生き生きとプレー 第３５回砺波オープンミックスダブルステニス大会

22 県内外２０チームが熱戦 少年サッカー  中田ＪＦＣ１５周年記念大会

23 紙芝居で民俗行事伝承 酒井禰宜 高名さん  １１月オランダでも披露

23 来店者３万人を達成 農家レストラン大門  長永さん（東京）に記念品

27 和の音色軽やか 砺波で大正琴発表会

28 季節の移ろい堪能 砺波 北日本となみ野茶会

29 住居侵入の疑いで男逮捕 小矢部署 ３日

富山 12 男子 五箇山Ｖ  女子 豊田２位 第１７回高岡万葉杯小学生バレーボール交流大会最終日

13 小矢部リレーラン 成績

18 砺波・農家レストラン大門 入店３万人達成  約２年６カ月で

21 事件・事故 住居侵入容疑で男逮捕

21 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 12 ファイル１１０番 住居侵入の疑い

13 ２１歳中村さんが山中節で最優秀 全国コンクール  少年少女の部 奨励賞 平野絢楓（富山県）

13 第８４回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 東海北陸ブロック大会 小学校の部 銀賞 出町（砺波市）  中学校の部 銅賞 出町（同）

13

13 となみフラワーゲートボール初Ｖ 北陸三県親善大会

16 農家レストラン 客３万人 大門の古民家 開業２年半で達成

 ５日　火曜日
北日本 5 アロマオイル製品を発売へ 立山産ラベンダー使用

15 ソフトテニス 砺波地区小学生秋季大会 大会結果

19 佐伯さんの教え 忘れない 砺波土蔵の会追悼号を発行 会員ら感謝つづる

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小５年  水溜夏菜さん  長田柊菜さん

23 来春のとなみチューリップフェア 「花の大谷」に滝設ける  来場者に驚き提供

23 溺れたら浮いて待て 庄川  児童が着衣泳体験

24 防災特番あす放送 県内民放ラジオ７局

富山 20 わが町朝市夕市（５～１１日） 砺波市

23 ショウガでソフト 庄川おんせん野菜  道の駅あす発売 住民が太鼓判

23 カイニョ、先生が学ぶ 砺波東部小  児童の学習へ実地研修

23 砺波土蔵の会機関誌 佐伯さん追悼号  元県文化財保護審議会長 本社訪れ説明

24 来年のチューリップフェア 「花の大谷」に滝 ポスターが完成 ４月２０日から５月５日まで

25 富山の教室Ａ２位 第５回富山オープン卓球バレー大会 

25 富山新聞社旗争奪寿野球選抜選手権 来月８日に開会式  ２２チーム 組み合わせ決まる

27 地鳴り 日本経済の明暗伝える  嶋村了吉  ５３歳（砺波市）

27 地鳴り 祖父と孫とのスキンシップ  上田百合子  ６４歳（砺波市）

北陸中日 11 来春 となみチューリップフェア 「花の大谷」に滝新設へ

17 ご当地ゆるキャラ歓迎 仙台―金沢直通新幹線ツアー客  県西部６市の人気者勢ぞろい

17 民俗学の権威・故 佐伯安一さん 功績しのび追悼号  砺波土蔵の会

17 プロとアマ４６７組きらびやかに舞う 北陸中日杯ダンス

朝日 27 ニュース短信 砺波市議会が開会

 ６日　水曜日
北日本 5 県産酵母でウイスキー 若鶴酒造 県立大と開発  フルーティーな香り

16 卓球 第１５回高岡オープンラージボール選手権 大会結果

県９人制バレーボール秋季一般男女選手権大会兼全日本９人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会  男子③砺波倶楽部
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18 仲間と集う 出町中吹奏楽部合同同窓会 （砺波市 安達茂雄）

21 ざっくばらん 移動スーパー「とくし丸」ドライバー  佐伯裕子さん（砺波市・３７歳）

21 新講座「空手道」 ８日に体験会 砺波支社カルチャー

21 障害者雇用の事例紹介 砺波圏域障害者就労セミナー

24 奉仕活動尽力 新役員が抱負 ソロプチミストそれいゆ砺波

25 砺波と富山でクマ ５日午後５時１０分ごろ、砺波市五谷の市道

富山 21 国際ソロプチミストそれいゆ砺波 沢田会長ら「女性支援」  本社砺波総局で意欲

21 従業員、蘇生法学ぶ 砺波ロイヤルホテル

21 障害者の雇用を考える 砺波地域障害者自立支援協議会就労支援部会

22 県産酵母でウイスキー 若鶴酒造（砺波）が着手  ２０年以降商品化へ

26 クマ目撃情報 砺波 ５日午後５時１０分ごろ、砺波市五谷の道路

北陸中日 19 くらしの作文 故大山康晴十五世名人  上野亮平（富山県砺波市）

読売 23 はてな？ 砺波市・伊藤満里子 土江田玲子

24 よみうり文芸 短歌  砺波市 和里 柳蛙 

25 県産酵母ウイスキーに 若鶴酒造 県立大と協力 製造開始

毎日 22 書道 新しいアートに 作品解体し再構築  砺波 ツカモトミカさん個展

 ７日　木曜日
北日本 1 県内１２議会 政活費改革 本紙調査  運用指針改定が最多

3 記者席 論戦より室温熱く!?

14 県内美術館・博物館の催し（９／７～９／１３） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

16･17 すべては「なぜ」から始まった 北日本新聞社に新聞協会賞  キャンペーン「民意と歩む」

20 読者のひろば 孫と過ごした夏  砺波市 武部幹夫（７７歳）

22 緻密に描いた風景画並ぶ 砺波市の洋画家、吉川信一さんが教える「グループ彩華」

23 民意と歩む 議会基本条例文に災害時の役割明記

23 土地改良事業 在り方探る 砺波土地改良協議会

23 自転車の鍵掛け徹底を 砺波市出町防犯組合

27 しょうがソフトいかが 「庄川おんせん野菜」たっぷり  道の駅で発売

31 〝議会の憲法〟に消極姿勢 基本条例 検討４議会どまり

31 使い切り率１２議会で低下 政活費 不正受け慎重に

富山 24 楽しんでます パステルで描くメルヘンの世界  イオンとなみスタジオ

29 しょうがソフト発売 道の駅庄川

29 左手だけで書や絵７０点 砺波・鈴木さん作品展

29 出町中生徒にカギ掛け啓発 砺波  出町防犯組合など

33 地鳴り 飛び回るアブ取り逃がす  浦外喜夫  ６８歳（砺波市）

北陸中日 17 爽やかな甘みのしょうがソフト 庄川峡観光協

17 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

読売 26 チューリップフェア 来年４月２０日から

26 チューリップタワー建て替えに意見７６件 基本設計の参考に

毎日 24 新、近作１点ずつ会員４４人が出品 砺波市書道連盟展

 ８日  金曜日
北日本 1 県総合教育会議 基本方針 県立高校「再編進める」

3 「ものづくり県」印象変化 梶山創生相 富山県美術館など視察

5 県西部３信金 税理士会４支部と連携 中小企業の支援強化

21 抜け穴テーマに作品 越後正志さんによる作品展 ギャラリー無量

25 １０、１１月 小矢部で空中カフェ 県内１１店参加 スイーツ１７種 秋満開

29 この苦しみ死ぬまで えびす食中毒和解

富山 3 廃校でなく新学校創造 県立高校再編決定

3 地域で分かれる賛否 富山、高岡は賛成多数 新川、砺波は慎重派

3 「地方創生モデルに」 梶山担当相 県美術館など視察

24 砺波地区寿野球定期リーグ 大会結果

25 １０日に花と緑の講演会 砺波・庄川町生涯学習センター 女性樹木医・塚本さん講演

25 墨アート 集いの場に 書道家・ツカモトさん作品 出町中央のコーヒー店の２階

27 事件・事故 コンビニで盗み疑い 深松文則容疑者６５歳を現行犯逮捕

27 地鳴り 誰より早く新米味わう 犀川寮明 ６９歳 砺波市
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29 えびす食中毒和解 １億円１１９人で分配 遺族「心の傷続く」

29 えびす食中毒和解 発生６年「あまりに時間」

読売 23 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

25 ユッケ食中毒 遺族「心の傷は続く」 納入業者と和解

25 県立校再編を決定 有識者検討委員会 今秋にも

朝日 27 怒りとやるせなさ抱え ユッケ金沢訴訟 遺族ら無念の和解

毎日 22 集団食中毒和解 遺族 東京訴訟見すえ

 ９日　土曜日
北日本 3 記者席 張りのある声で

20 富山マラソンまで５０日 新湊大橋の安全任せて 自衛隊員１５人協力

22・23 第４２回県青少年美術展 希望や青春モチーフ 入賞・入選１０１８点

26 秋季県高校野球 きょう開幕 第７０回秋季県高校野球大会

26 ６チーム対戦決まる 全国高校ラグビー県大会

32 仲間と集う 高波グラウンド・ゴルフクラブ（砺波市 松永正昭）

34 人権の花 育てたよ 「人権の花運動」の終了式  砺波市庄南小学校

34 あす 女性樹木医が講演 砺波市のＮＰＯ法人庄川峡わくわく倶楽部

35 高校再編 慎重に検討を 砺波ブロック自治会連合会  知事への要望承認

35 技巧凝らした２３０点 「東昌子押花会」のアート展

35 いろんなことに挑戦して となみ青年会議所の９月度公開例会

35 浸水防げ 側溝を清掃 砺波市職員と同市出町地区住民ら２０人

36 五箇山ぼべら魅力発信 地元生産者とイオン ブランド化へ推進協設立

富山 24 日本酒と旬の食満喫 魚津で「とやまちどりの会」

25 太田光代さんがエール 女性輝く環境の必要性訴え  となみＪＣ公開例会

25 砺波・庄南小も 砺波人権擁護委員協議会の人権の花運動終了式

25 県警音楽隊演奏 交通安全を啓発 砺波北部小

25 住民と市職員 側溝を清掃 砺波・出町

25 新会長に松本氏 砺波ブロック自治会連合会

26 五箇山ぼべら発信へ連携 南砺伝統のカボチャ 協議会を設立  イオンで販売促進

27 西から東から 「おいしい」のお墨付きを

北陸中日 5 発言 本は好きだが処分悩みの種  春川正人  ７０  富山県砺波市

17 再読！週間ＮＥＷＳ  ９月１日（金）～７日（木） 【５日】若鶴酒造「三郎丸蒸留所」 【７日】「焼肉酒家えびす」の食中毒事件

20 県 花のまちづくりコンクール 大久保小など最優秀花壇  花の道最優秀賞 砺波市五ヶみちグループ

21 「芸能プロ社長は天職」 爆笑問題太田さん 妻光代さんが講演  となみＪＣ例会

読売 25 五箇山のかぼちゃ「食の匠」 イオン認定  県内販売へ

朝日 30 「とやま産まれの酵母」ウイスキー造り始まる 砺波・若鶴酒造  三郎丸蒸留所

毎日 26 県大会 組み合わせ決定 全国高校ラグビー ２４日開幕 「花園」かけ６チーム

 １０日　日曜日
北日本 1 県内１２市町が結婚支援 ８割 ９３１５人参加 ２０４組成婚

3 参加者集めに悩み 市区町村結婚支援 広域連携で成果も

20 秋季県高校野球 国際大付 接戦制す

24 読者のひろば 鷹栖小の１９連覇 砺波市 村中正敏 無職 ８７歳

24 仲間と集う 富山大学スキー部OB会 砺波市 太田浩司

32 高野さん（砺波）の黄綬褒章祝う 高野國範さん ６８歳 砺波市深江

富山 1 自治体の５３％ 結婚支援 ６千組超が成婚 共同通信調査

27 となみJCが会議 市民まちづくり会議を開催

28 高野氏の褒章たたえ 富山で祝賀会

29 第７０回秋季県高校野球大会第１日目 大会結果

北陸中日 17 秋季県高校野球 熱戦がスタート 初日は１回戦１１試合

朝日 31 「正々堂々と全力で」 高校野球 秋季県大会開幕

 １１日　月曜日
新聞休刊日

 １２日　火曜日
北日本 22 県勢４部門制す 朝日で全国ビーチボール 女子３０歳以上でSFC（砺波）が優勝

22 ソフトテニス 県小学生秋季大会 大会結果

23 秋季県高校野球 第２日 ９校ベスト１６入り

23 林さん（砺波）優勝 となみ政経懇話会 懇親ゴルフ

4 ページ



24 仲間と集う 出町小昭和３５年卒同級会 砺波市 中道清志

27 県の新総合計画地域区分 現行４区分維持を

27 女性防災士 来年度各地区２人以上に 砺波市

27 プランターに親子で花苗植え 庄川生涯学習センター

27 １００歳おめでとう 笹嶋ゆりさん（砺波市高波）

31 ５７人に認定証 県自然解説員の養成講座

富山 3 孫とおでかけ支援事業 ５市町村で相互利用検討

20 わが町朝市夕市（１２～１８日） 砺波市

24 緑生かし地域づくり 樹木医の塚本さん語る

24 来年度も全２１地区育成 女性防災士、１人増員検討

24 会社周辺など清掃 ワイケイホーム

25 百歳 笹嶋ゆりさん（砺波市高波）

26 県勢 ４部門制す 第３４回全国ビーチボール競技大会最終日 SFC（砺波市）が２連覇

29 地鳴り 安静にしても考え出すと 浦外喜夫 ６８歳 砺波市

29 地鳴り 夏に疲れた体 食べ物で回復 西川良子 ６４歳 砺波市

29 コント 砺波・たぬき

30 河合元参院議員に別れ 城端で葬儀、７００人参列

北陸中日 16 県内４区分維持で意見書 砺波、南砺市議会が提出へ

17 オンリーワン 地域の宝に 初の女性樹木医 塚本さん砺波で講演
17 全国ビーチボール ３３３チーム熱く戦う 朝日町で大会 SFC（砺波市）が優勝

読売 30 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

30 全国ビーチボール 県勢、４部門制す 第３４回全国ビーチボール競技大会 SFC（砺波市）が優勝

 １３日　水曜日
北日本 17 金婚おめでとうございます 金婚者一覧

23 老朽危険空き家１２軒 所有者確認し解体促す

23 本庁舎に市教委「集約望ましい」 砺波市の齊藤一夫副市長

23 不動産相続や家族信託学ぶ 空き家対策セミナー

23 ごみ拾い地域貢献 ワイケイホーム

28 県少年少女自作童話 あすから郡市大会

28 自転車施錠率 優秀校を表彰 県など防犯コンテスト

29 砺波で出会い頭に衝突 女性重傷 砺波市豊町の市道交差点

別17 こども新聞 地域もっと知って 農園カフェ「農工房長者」 おいしい桃パフェ人気

富山 2 社説 高校再編の方針決定

22 所有者確認 除却促す １２軒の老朽危険空き家

24 ３６中学、７高校表彰 カギかけコンテスト

27 事件・事故 砺波で衝突、女性重傷

北陸中日 18 危険空き家１２軒一掃へ 砺波市 年度内に所有者確認

読売 28 よみうり文芸 川柳 砺波市 前田美智子 

28 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

29 砺波で車衝突５７歳重傷 砺波市豊町の市道交差点

毎日 24 石碑みてある記 ④砺波・藤井經雄君之碑銘

 １４日　木曜日
北日本 14 県高校サッカー ２４日開幕 ４０チーム 全国懸け激突

16 １１チーム頂点目指す 県生涯軟式野球古希後期大会 大会結果

20 県内美術館・博物館の催し ９／１４～９／２０ 松村外次郎記念庄川美術館 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 パークゴルフ再開 砺波市 上野亮平 ７４歳

25 合宿費助成申請 ２７件で７１４８人宿泊 ６月補正で５００万円増額

25 チューリップ生産 新規参入働き掛け 助成制度「チューリップ球根新規生産振興事業」

25 戦争の恐ろしさ学ぶ 富山大空襲の体験者から話を聞く会 砺波市庄川小学校で開催

25 住民に方言聞き取り 関西学院大学生１６人 暮らしぶりも学ぶ

25 稲刈りの苦労を実感 砺波市出町小学校の５年生７５人 豊作に感謝

30 子ども楽しめる朗読番組放送を エフエムとなみ 放送番組審議会

30 脇本さん（射水）再入選 新制作展 会員出品 彫刻 野村修三（砺波）

富山 29 市町村議会 １３日 砺波市 減反、見通し３９．３％

29 砺波善意銀行にバザー売上金預託 北陸コカ・コーラ ２９万４２１０円 過去１６回で４１０万７３９５円を贈った

30 富山大空襲 悲惨さ訴え 砺波・庄川小で聞く会
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30 「糖尿病の予防啓発を」 砺波で２ＬＣ例会 地区ガバナー招く

31 ４０チーム全国目指す ２４日から県高校サッカー

32 お年寄りに方言聞き取り 砺波 関西学院生が調査合宿

北陸中日 5 テーマ特集 第３次改造計画 説明を尽くし疑念払拭して 上野亮平 ７４歳 砺波市

13 今季の走り納めにいかが １１月１９日「庄川散居村縦断マラソン」

13 富山の秋の味覚 石川県民が堪能 来て、見て、とやま 社会見学

18 平和を考え、いじめなくそう 大空襲体験 庄川小児童らに語る 富山の佐藤さん

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

  １５日  金曜日
北日本 1 Ｏ１５７ 県内警戒強化 総菜・外食店 トングまめに交換 

1 天地人 砺波市庄川町原産の「金屋石」

2 年金支給漏れ 県内７７２人 ４億円超

18 城端むぎや祭 あす開幕 「むぎや愛」で盛り上げたい  民謡の「四葉会」

26 仲間と集う 東山見・雄神地区共済友の会（砺波市 上野弘吉）

27 ゲートボール県年金受給者協会大会 大会結果

28 水墨画の力作２４点 水墨画グループ「水輪（みなわ）の会」の作品展

28 増山城跡望み大物釣ろう ２４日に大会

28 カローリング  第１３回砺波市老人クラブ連合会大会 大会結果

29 自作童話砺波市大会 最優秀に中村さん（庄南小６）

29 総合病院 内視鏡手術ロボ 砺波 年間５０症例見込む

29 運転免許自主返納 前年上回るペース １～７月１０９件

30 砺工新聞 自作マシンが完走

34 人物描くこつ伝授 福光中部小 藤森兼明さん教室

34 となみマラソン参加を呼び掛け 実行委が来社

富山 22 市町村議会（１４日） 砺波市  ダ・ヴィンチ手術  ７、８月で計１２件

23 五鹿屋Ｂ優勝 第１３回砺波市老人クラブ連合会カローリング大会

25 晩秋の砺波、走り抜けて １１月１９日に散居村マラソン

29 散居村彩るモザイク画 稲刈り進む砺波平野

北陸中日 18 となみマラソン１１月１９日に号砲 本紙支局でＰＲ

読売 23 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

24 中小企業家同友会と県信用組合が協定 １３日 砺波市栄町の同組合本部で締結式

24 となみ庄川マラソン実行委メンバーＰＲ 富山市の読売新聞富山支局を訪れる

24 「写真家・濱谷浩」展によせて 中 地方に見た日本の本質

毎日 26 多彩な賞と好記録狙え となみマラソン参加者募集  １１月１９日号砲

 １６日　土曜日
北日本 16 きょう２回戦７試合 第７０回秋季県高校野球大会

16 県勢の北斗 グループV 第３０回全国健康福祉祭あきた大会 大会結果

24 読者のひろば そば作りに奮闘 砺波市 黒田和也 ４０歳

26 玄関前に安全イラスト 砺波市庄東小学校の児童がデザイン

27 小学校エアコン設置 早期整備を目指す 砺波市議会総務文教委員会で市教育委員会が示した

32 高知で「利き鮎会」 愛知のアユ日本一 庄川からも出品

富山 26 小学校エアコン 「少しでも早く」 砺波市議会総務文教常任委員会 市教育委員会が調査
29 交通事故防止、防犯 児童がデザイン 路面シート設置 砺波・庄東小

29 県高校秋季ソフトテニス選手権大会 大会結果

30 県文化功労 ４氏２団体 きょう砺波で表彰

31 地鳴り 稲を倒伏させて先輩の助け得る 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 29 往時の加越線 走りだす記憶 廃止４５年 初公開の資料

読売 28 「写真家・濱谷浩」展によせて 下 人間と風土 見つめ直す

 １７日　日曜日
北日本 3 がん診療管理ツール 「連携パス」運用伸び悩む 開業医に負担感 病院の取り組みに差

4 市区町村７８％ 人口増加策 県と全１５市町村が取り組み ９年間で３１１５人移住

7 県外学生の富山合宿 県の助成利用 過去最多  施設を一新〝音楽宿〟に 砺波 寺尾温泉

19 秋季県高校野球  第３日 １６強出そろう  飯倉（砺波）雪辱誓う

19 一般の部出場懸け男子高校生が熱戦 バスケ射水カップ

19 小学生２４チーム ゴール下で攻防 砺波市長杯ミニバスケ

21 障害者の手芸や書など１５０点並ぶ 上市 つるぎふれあい館
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22 個性光る日本画そろう 「風花（かざはな）の会」のグループ展  県高岡文化ホール

23 散居村で稲刈り体験 砺波 特別米購入の県外７家族  ツアー参加者「貴重な体験」

23 大正琴 美しい音届け 琴清会 ２４日演奏会へ練習

23 創意工夫凝らした作品発表 砺波市小・中学校科学作品展

23 入院患者に歌声披露 砺波総合病院 「患者さんのためのオアシスコンサート」

28 人物画のこつ学ぶ 富山県美術館 藤森さん手ほどき

28 創作舞踊や演奏多彩 砺波で県民芸術文化祭

富山 4 人口増加策 ７８％実施 市区町村 移住相談や就業支援 県内全市町村で実施

21 元気にキッズダンス となみフェス 飲み比べ楽しむ

21 長生きの秘訣学ぶ 砺波で松本建設セミナー

21 檜物さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会・第３回清流杯争奪PG大会

21 夏休みの成果発表 四季彩館に１２３点  砺波市科学作品展

23 家族で稲刈り体験 砺波  アグリＴＯＮＡＭＩ２１のコシヒカリオーナー「稲刈り体験ツアー」

24 藤森さんが人物画指導 県美術館で講座

24 洋舞や郷土芸能華やか 砺波で県民芸術文化祭

25 地鳴り 「ゾウさん」の低音の魅力  紫藤道子  ８３歳（砺波市）

北陸中日 18 芸術の秋 人生に実り 描く  プロの指導で人物画 県美術館で講座

18 芸術の秋 人生に実り 歌う 多彩な舞台、展示開幕  県民芸術文化祭総合フェス  

19 秋季県高校野球大会兼北信越地区高校野球大会県予選 大会結果

読売 24 隙間産業でシェアトップ 伝統の技 現代に応用  イス修理、大型炊飯釜…

24 秋の高校野球県大会 台風で試合予定変更 ２回戦の７試合の結果

朝日 25 第７０回秋季県高校野球大会 大会結果

毎日 20 きょうの試合 開始日時変更 秋の高校野球県大会  大会結果

 １８日　月曜日
北日本 11 追想 ありし日 庄川美術館の初代館長 杉森 富美吉さん 砺波市庄川町三谷

17 硬式野球 県少年選手権 大会結果

18 ミニバスケットボール 第２８回砺波市長杯大会 大会結果

19 秋季県高校野球 第４日 大会結果

19 中部日本出場懸け １１チーム熱戦開始 軟式野球都市対抗県大会

23 １２３ペアが激しい攻防 なんとオープンバド 大会結果

23 民謡・新舞踊多彩な舞台 庄川芸能発表会 ７団体５０人が出演

23 ３５人のびのびプレー 第３回チューリップ杯争奪大会

28 小牧ダムに男性遺体 砺波市庄川町小牧

富山 1 山口さん（羽咋）日本一 南砺で麦屋節コンクール 小３以下 平野さん（砺波）Ｖ２

22 男子は太田クラブ 女子若竹Ｂ制す 県男子ゲートボール選手権大会 大会結果

22
県９人制バレーボール秋季一般男女選手権
兼全日本総合男女選手権大会県予選会

大会結果

25 事件・事故 小牧ダムに男性遺体

読売 25 小牧ダム下流 男性遺体 砺波市庄川町小牧

朝日 23 ５団体、全国大会へ 北陸バンドフェス・マーチングコン

 １９日　火曜日
北日本 11 ソフトテニス 県選手権 一般女子 ②新町・松井（砺波庭）

15 仲間と集う 五鹿屋小４６回卒同級会 砺波市 小西文子

15 仲間と集う 井波高第１０回卒ソフトボールの会 砺波市 黒田美紀子

15 仲間と集う 庄川中昭和３８年卒同級会 砺波市 松浦憲一

19 ダンスや歌などで魅了 となみフェス 県内団体が芸能発表

19 税の役割や大切さ知って 「税に関する絵はがきコンクール」

19 小中高生２００人が力強く打ち込み 高瀬神社奉納剣道大会 大会結果

19 原点の奉仕活動に力 となみＣＬＣと砺波ＬＣ

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市出町小５年 佐生佳子さん

24 ドローンを人命救助に 砺波地域消防組合消防本部 操縦士９人 捜索素早く

富山 15 わが町 朝市夕市 砺波市

19 砺波市庄川町古上野 歩み４００年記念誌完成 住民有志、年表や写真載せ

21 地鳴り 人生７０年超え 人の情感じる 佐野嘉江 ７２歳  砺波市

21 地鳴り もしこの世に 鏡なかったら  浦外喜夫  ６８歳  砺波市
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北陸中日 27 富山 伸び率独走 外国人宿泊客２５．２％増

 ２０日　水曜日
北日本 1 県内地価１９地点上昇 全用途平均 ２５年連続下落

5 取引先 大手に仲介 県信組 リンカーズ（東京）と連携

5 富山けいざい 短信 日本酒の限定頒布会

13 県内基準地価 富山駅北 上昇率トップ

20 となみＲＧクV 北信越ジュニア新体操

20 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果

22 読者のひろば 育て無花粉スギ 砺波市 高田建一 会社員 ６０歳

24 住民と稲刈り体験 庄川小５

富山 1 富山駅北 初のトップ 基準地価 富山市、４年連続プラス

5 基準地価 新幹線駅周辺、開発進まず 住宅地 富山、砺波が上昇

15 北陸三県の基準地価 富山県

21 すこやか育児 有賀優佳さん 砺波市東石丸 長男 慶人ちゃん １５年８月１７日誕生

26 児童、園児、住民 稲刈りで交流 砺波南部小の圃場

27 精いっぱい戦う 国体に砺波市から出場する選手の壮行会

27 初誕生 萩原未緒ちゃん 砺波市中村

北陸中日 5 発言 引っかかるぞ おかしな文言 貝渕文夫 ６８ 富山県砺波市

19 実りの秋 稲刈りで実感 砺波南部小児童ら体験

読売 25 秋の楽しみ 心豊かに 砺波市 別所武 ７８

26 基準地価 富山駅北口 上昇率１位

26 よみうり文芸 短歌 俳句 砺波市 西能さとみ 川柳 砺波市 前田美智子

26 県内の基準地価 砺波市

朝日 31 基準地価 富山駅北側 上昇率トップ

 ２１日　木曜日
北日本 20 県内美術館・博物館の催し ９／２１～９／２７ 松村外次郎記念庄川美術館

21 情報かわらばん となみ野

21 朝市夕市 県内 砺波市

28 異色の地域見守り隊 移動スーパーの５人 砺波署委嘱状

28 お年寄りと楽しく交流 砺波市出町児童センターの「祖父母交流会」
28 個性あふれる人物画並ぶ 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」

29 市町村議会 地域４区分維持を 県の新総合計画案に意見書 南部認定こども園 排水管勾配改善へ

34 不用携帯 五輪メダルに 県内１４市町村 続々回収 砺波市も年内の開始を予定

富山 28 砺波市 本会議 新県総合計画区分案 従来通り求め意見書

29 移動スーパー５人委嘱 砺波署、安全・安心見守り隊員

33 事件・事故 死因は外傷性ショック 小牧ダムで発見された男性の遺体

北陸中日 22 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

読売 28 ラグビー 県社会人リーグ 砺波ＲＦＣ２０－１０富山ＲＦＣ

29 ダム遺体の死因 外傷性ショック 小牧ダムで発見された男性遺体

30 紅葉走り抜ける健脚募集 となみ庄川散居村縦断マラソン 締め切り、来月１１日

 ２２日　金曜日
北日本 12 とやま室内楽フェスティバル２０１７ 来月２６日からコンサート 富山・高岡・砺波・魚津の９会場

20 夢に向かって努力を 井波で車いすバスケ 宮島さん

24 カーブミラー見やすく 砺波市交通安全協会雄神支部

25 南砺 市町村議会 地域区分堅持を

25 きょうからチャリティー展 県洋画連盟砺波地区のチャリティー小品展

25 ８０代の３人 初の作品展 「ねんりん三人展」 砺波市表町のギャラリーみかん堂

25 昔ながらの稲刈り体験 砺波市砺波南部小学校の５年生

29 互いを認め合う人間関係呼び掛け 庄川中でセミナー

31 人身事故最多は掛尾 県内交差点

富山 4 酒造メーカー 化粧品に活路 日本酒の保湿成分に着目

21 前田さん優勝 第３１回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

21 米寿の７人祝う 砺波・やなぜ苑

22 秋の交通安全推進 砺波・国道１５６号

23 髙円宮杯Ｕ－１８サッカー２０１７県リーグ 大会結果

25 地鳴り 元気いっぱい１００歳を祝う  春川 正人 ７０歳  砺波市

25 地鳴り ことしのコメ 最低の収穫量  犀川寮明  ６９歳  砺波市

8 ページ



26 富山、石川の懸け橋に 金沢で「つるぎクラブ」懇親会

読売 23 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 

 ２３日　土曜日
北日本 3 ガラス加工企業を視察 知事

27 ずっと元気でいてね 歌に合わせ肩たたき 砺波 鷹栖保育所の年長児

27 華やかなキルト２００点 キルトアートの会の「布あそび作品展」

27 砺波市人事 １０月１日

31 戦国給食おいしいね 砺波の小中学校 増山城に思いはせ

31 ドローン使って災害訓練 砺波地域消防組合 河川・崖下を捜索

富山 2 ガラス製造を見学 「チャレンジ心強い」

15 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

23 戦国の味 給食に 砺波 増山城の歴史に触れ

23 園児の肩たたきに笑顔 砺波・鷹栖

23 秋、ハロウィーン演出 砺波・チューリップ四季彩館

23 １０月１日付人事４９件 砺波市発表

26 救助にドローン有効 砺波地域消防組合 小矢部で災害訓練

北陸中日 18 給食で盛り上げる「増山城戦国祭り」 砺波の小中学校など

19 ドローン使い救助訓練 砺波地域消防、初の試み

読売 30 イタズラせず撮影して 四季彩館、ハロウィーン仕様  砺波

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 武士の献立 召し上がれ 砺波で「戦国給食」

31 ドローンで捜索救助訓練 砺波地域消防組合 県内消防活用に関心

 ２４日　日曜日
北日本 3 県内地域４区分維持 砺波でタウンミーティング  新総合計画で知事方針

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会フリータイムコンペ 大会結果

16 北日本新聞社旗争奪県少年野球 試合結果

16 硬式野球 県少年選手権大会 大会結果

17 太田クラブ（砺波）１次リーグ敗退 全日本ゲートボール

17 弓道 県高校選手権 男子◇近的競技 団体②砺波工  個人②西尾大知（砺波工）

31 板金や和紙で折り鶴制作 石附與志男さん＝砺波市徳万＝の作品展

31 「アロマ」で癒し 県内外の５０人交流 砺波 若鶴酒造

31 米寿の７人「おめでとう」 砺波市柳瀬の特別養護老人ホーム「やなぜ苑」の敬老会

富山 21 郷土の魅力再発見 砺波で歩こう会

21 地元の田園を身近に感じて 砺波で生き物調べ

24 県内企業の人材確保７３人 県の雇用創造プロジェクトで  タウンミーティング  知事が紹介

25 地鳴り 少子高齢化で秋祭り寂しく  浦外喜夫 ６８歳（砺波市）

25 地鳴り マッサージ機家族で楽しむ  藤井昭通  ４５歳（砺波市）

北陸中日 12 知事「砺波地域を維持」 県内地域区分 住民らに方針示す

13 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権県予選大会 女子シングルス⑤長山真凛（砺波市ＴＡ）

13 県高校秋季大会兼県高校弓道選手権大会 男子◇近的競技 団体②砺波工  個人②西尾大知（砺波工）

17 現場から 空き家再生 味な試み  「となみブランド」活用、成功例も

読売 25 出町１４年ぶりＶ となみ野少年野球

 ２５日　月曜日
北日本 7 とやまの公園 空中散歩 県花総合センター（砺波市高道） ３０周年祝う花壇

9 撮れたて富山 食材満載 笑顔も運ぶ 移動スーパー快走

10 とやま 文芸散歩 高島裕 松村正直

17 追想 ありし日 藤井治紀さん 砺波市三郎丸 元砺波市美術協会長の彫刻家

18 秋季県高校野球 準決勝 大会結果 富山商 投手戦制す

19 魚津工など２回戦へ 県高校サッカー

19 魚津工と砺波４強 県高校ラグビー

19 グラウンドゴルフ砺波市協会秋季大会 大会結果

20 読者のひろば 庄川嵐に柿栗落果 砺波市 島田栄 ６９歳

23 砺波 増山城跡でイベント 勇ましく武者行列 戦国乱世に思いはせ

23 がん診療で市民講座 砺波総合病院のがん相談支援センターの市民公開講座

23 挽物木地に絵付け体験 庄川木工協同組合が「児童生徒に対する教育事業」として
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23 加越線の活躍しのぶ 加越線資料保存会が旧井波駅舎で開催

23 ロビー展 県信用組合出町支店 鈴木くに子さんによる作品展示

25 砺波 太田獅子舞保存会 獅子頭新調 伝統次代へ 来月３０日祭礼でお披露目

25 金管５重奏でクラシック多彩 砺波市文化会館「ザ・チェンバーブラス～Ｎ響金管奏者たち～」

25 散居節 情緒豊かに 砺波でのど自慢 小熊さん（高岡）優勝

26 県川柳大会 一般 水口さん（富山）大賞 県川柳協会長賞＝滋野百合子（砺波）

26 富山国際大付Ａ 最優秀で全国へ 県高校生英語ディベート

27 砺波の納屋から出火 小竹拓郎さん（３７）所有の木造２階建て納屋から出火

富山 3 わがまち散歩 砺波市福岡 区長 米山幸男さん

16 マスコットで安全運転訴え 砺波で高波母親クラブ 交通安全キャンペーン

16 ジップライン楽しむ 砺波市の県砺波青少年自然の家 オープンデー

17 砺波・増山城跡で祭り ７０人の武者行列「入城」

17 獅子頭新調 継承へ決意 来月に祭礼 砺波の太田保存会

17 永田、干場さん優勝 栴檀野ＧＧクラブ第１７回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

17 正覚が優勝 第１５回般若地区老人クラブ連合会長杯争奪ペタンク大会

17 庄川沿いの７０キロ サイクリング満喫 庄川スポーツクラブ「アユーズ」

19 呉西地区新人少年野球大会 ３２チーム 来月７日から熱戦

19 １回戦８試合で熱戦 全校高校サッカー選手権県大会 高専射水４－３砺波工

19 魚津工、砺波４強 第９７回全国高校ラグビー県大会第１日

21 事件・事故 砺波の納屋で農薬燃える

21 地鳴り 彼岸に本家と実家の墓参り 西川良子 ６４歳 砺波市

北陸中日 13 中部日本吹奏楽コンクール出場校紹介 庄西中（砺波、小編成）

13 ファイル１１０番 砺波で納屋出火

13 全国高校ラグビーフットボール県大会 大会結果

13 全国高校サッカー選手権県大会 大会結果

16 武者行列でござる 増山城戦国祭り

読売 27 第９６回全国高校サッカー選手権大会県大会 大会結果

朝日 22 合唱コンクール 中部大会 出町中が銀 

毎日 24 秋の高校野球 県大会 大会結果

24 全国高校ラグビー 県大会開幕 魚津工、砺波 準決へ

 ２６日　火曜日
北日本 3 県議会 予算特別委員会 障害者就労の場検討 米原 蕃氏 （自民・砺波）

4 子育て世帯住宅 来月販売開始へ 販売価格１９８０万円 木村産業（砺波市庄川町金屋 木村長次郎社長）

15 第４７回砺波地区中学校新人大会 大会結果

15 卓球 大阪国際招待選手権カデットの部県予選会 大会結果

15 ビーチボール 第３０回県協会砺波ブロック大会 大会結果

20 わが家のアイドル 山田駆ちゃん莉子ちゃん 東石丸

23 砺波中野の田祭り ２９日発表 伝統「踊るヨータカ」再現 住民の記憶掘り起こす

23 全席シートベルト 着用を呼び掛け 鷹栖小学校児童

23 「マコモタケ」食べ頃 農産物直売所連絡協議会 特産化へ収穫開始

23 水生生物に児童ら歓声 砺波市鹿島地区の児童ら 市土地改良区が企画

23 文部科学省後援第３８０回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

29 脚立から転落の男性重傷 庄川町金屋、造園業、梅崎準さん（４２） 両手首の骨を折る

富山 23 わが町 朝市夕市 砺波市

26 出町中の４人取材 １４歳の挑戦 夏野市長「ＪＲ西が研究」 城端線ＩＣカード

27 最高賞に宮﨑君(砺波東部） ＭＯＡ砺波児童展

27 砺波・鷹栖「ベルト着用を」 全席シートベルト着用キャンペーン

28 マコモダケ販売本格化 砺波市農産物直売所連絡協議会 加工品を開発へ

29 砺波地区寿野球 定期リーグ戦 大会結果

30 県が香港からブロガー招く 富山県がとやま観光推進機構や長野県と連携して企画

31 コント 砺波・たぬき

北陸中日 17 マコモタケ 食卓に 砺波・直売所連絡協議会 きょうから販売

17 全席シートベルト 着用を街頭で啓発 砺波市交通安全協会鷹栖支部

読売 26 ひゅーまん２０１７ 砺波郷土資料館長 高原 徹さん ６９（砺波市） 昔の米作り 映像で再現

朝日 26 散居村の風景を木版画で 砺波 水上悦子さんの作品展
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 ２７日　水曜日
北日本 20 なまこ壁 きれいに修復 出町小児童 左官職人と磨き上げ

20 手作りみそを使った料理学ぶ 散居村ミュージアム 土木建築工事のミズカミが主催

21 市民の足 安全運行願う 砺波 母の会 ８台にマスコット飾る

21 音楽や踊り楽しむ ２０１７やなぜ苑まつり

21 ざっくばらん 竹村春香さん 高岡市総務課文書・情報公開係 （砺波市・２３歳）

26 歩いて庄川の魅力を 砺波庄川まちづくり協議会 １１月にイベント

26 南光さんら話芸巧みに 砺波で米朝一門会 出町子供歌舞伎曳山会館

26 東京だより 林清納さんら風土会が作品展 銀座

26 障害者雇用の企業など表彰 砺波製作所の森澤正良社長が謝辞

26 河原・長永さん（富山） 一陽展で奨励賞 絵画部門

26 県内から２人再入選 第１９回水彩人展

27 ７０代男性が６６万円の被害 融資案内のファクス

富山 3 昨年観光客 延べ３５２７万人 県議会・経営企画委員会

27 本社で職場体験 砺波・出町中４人 新聞社「達成感ある」 １４歳の挑戦

27 デマンドタクシーにマスコット 砺波・新規導入控え母の会 事故防止を願った

28 源造の「なまこ壁」補修 砺波・出町小で石﨑さん 児童が磨き作業手伝う

28 富山の河原さん 長永さん奨励賞 一陽展

29 ＪＳＳスイミングスクールとなみ 来月３日オープン 砺波で竣工式

31 地鳴り 所用で福光へ 道の駅に寄る 嶋村了吉 ５３歳 砺波市

31 地鳴り 体弱い友が訪ねてくれた 紫藤道子 ８３歳 砺波市

33 融資保証金名目 ６６万円詐欺被害 砺波の男性

北陸中日 17 「デマンドタクシー」実験 砺波市 庄東、雄神で１年間運行 市営バスの自由乗降車拡大へ

17 ファイル１１０番 ニセ電話詐欺で６６万円被害

朝日 27 巧みな話芸 観客味わう 砺波で桂米朝一門会

27 訂正して、おわびします ２６日付第２富山版の記事に誤り

 ２８日　木曜日
北日本 17 北日本文芸 入選作品 歌壇 詩壇 俳壇 柳壇

18 県内美術館・博物館の催し（９／２８～１０／４） 松村外次郎記念庄川美術館 ギャルリ・ミレー

19 情報かわらばん となみ野

19 朝市夕市 県内 砺波市

24 市と県司法書士会 空き家対策で協定 「空き家等対策計画」を１０月から施行 取り組みを一層強化

25 歌って楽しく脳活 砺波市講座 音楽療法で認知症予防

29 マコモタケ栽培を取材 庄西中２年生 収穫の様子 映像に

31 県西部の２人がＯ１５７ 砺波厚生センター管内の３０代男性

富山 25 富山文芸 ９月賞 入選作品 俳壇 歌壇 柳壇

29 県司法書士会が空き家対策連携 砺波市、協定締結

30 ウォーキングで庄川の魅力発信 １１月４日 地域全体で企画

30 童謡歌い認知症予防 砺波 カフェで音楽療法

33 事件・事故 窃盗容疑の男逮捕

34 県内２人がＯ１５７感染 砺波厚生センター管内の３０代男性

北陸中日 5 テーマ特集 記録（中） 戦争ない時代 末永く続いて 上野亮平 ７４ 砺波市

5 モーニングサロン 半世紀前の大漁 貝渕文夫 砺波市 ６８歳

18 空き家相続登記時に確認、相談 砺波市と県司法書士会協定

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

日本経済 39 富山の観光客 昨年３．４％増 イベント好調 となみチューリップフェアが３１万１千人

 ２９日　金曜日
北日本 15 全面広告 空中カフェ２０１７

23 Ｂリーグきょう開幕 Ｂ１・Ｂ２県関係選手  レバンガ北海道（東地区）１７ 川邉亮平

28 小品展の売上金預託 県洋画連盟砺波地区

28 古布再活用の服・かばん 高岡市の主婦、髙橋祐子さんの作品展「古布を着る・古布を楽しむ」

28 障害者 スポーツで交流 砺波 子どもも大人も  喜び・悔しさ分かち合う

29 写真家１１人が着眼点光る力作 国画会とやま作品展

29 消防団員 店が応援 市消防団が表示証交付 ６店舗来月から

29 利賀ダム工事無事故祈願 国土交通省利賀ダム工事事務所

31 くまモンが支援に感謝 地震の際医療活動 砺波総合病院を訪問

32 首都圏の企業誘致へ県西部６市長がＰＲ 東京でビジネス交流会
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33 災害時 ＦＭ開設支援 北陸通信局とＪＣＢＡ地区協  自治体に設備提供

33 ダムの遺体は高岡の男性 砺波署 ２８日

33 砺波では１人重傷 ２８日午後６時５５分ごろ

34 アルペンルート三つ星 ミシュラン旅行ガイド  新たに県内３９ヵ所

34 給食に安全ピン混入 砺波東部小  市教委が原因調査

富山 2 企業進出を呼び掛け 呉西圏域６市長  都内で交歓会

4 北陸の災害ＦＭ局支援 自治体に設備貸し出しで協定  総合通信局と地区協

28 くまモン 感謝の訪問 被災地支援の高岡・定塚小

29 消防団応援の店  砺波市が表示証 来月１日事業開始

29 親から出産、育児聞く 砺波工高生、赤ちゃん抱き

30 恩田君、西淵さん 最優秀賞に輝く 県の献血推進ポスター

32 ミシュラン・グリーンガイドＷＥＢ版 アルペンルート 雪の大谷 三つ星 新たに２カ所

32 雨風強く傘握りしめ 富山駅、先を急ぐ通行人

32 県、１日からパスポート 県美術館など２５施設周遊  「アートのまちめぐり」

32 砺波の若鶴酒造 頒布会の限定酒予約受け付け

33 事件・事故 遺体は高岡の８３歳男性

33 地鳴り 実りの秋こそ自分に合う秋  浦外喜夫  ６８歳  砺波市

33 地鳴り 昆布締めの呼び方違った  最上まき子 ６８歳  小矢部市

33 コント 砺波・越中之助

34 砺波東部小給食に安全ピン１個混入 食事前に発見

北陸中日 19 砺波東部小給食に安全ピン１個混入 砺波市教委

19 砺波市が１日から「消防団応援の店」 協力店に表示証

28 ダム下遺体は高岡の男性 富山県警砺波署

読売 29 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 

31 砺波東部小の給食スープに安全ピン 砺波市教育委員会

31 ダムの遺体 高岡の８３歳 砺波署 

朝日 26 ウィークエンドとやま 展覧会  日本画燦々２０１７ｉｎ庄川展

27 ニュース短信 砺波の小学校の給食に安全ピン混入

 ３０日　土曜日
北日本 22 わが家のアイドル 松口穂花ちゃん ３歳 砺波市中村

24 活動尽力の１０人表彰 市老人クラブ大会

24 シートベルト着用してね 市庄下保育所の年長児とたま吉くん

29 「グルめぐり」始まる ＴＳＴ企画 砺波・南砺で食べ歩き

29 県総合防災訓練を生中継 富山シティエフエム きょうエフエムとなみも

33 入学準備金 春までに 夏支給から前倒し １３市町村が導入・検討

33 秋 立ち上る 高岡・雨晴で気嵐 愛甲喜一郎さん撮影

別1 きょう県中学駅伝 友情胸に駆け抜ける

別4 男子参加校 出町・庄西・般若・庄川

別7 女子参加校 出町・庄西・般若・庄川

富山 3 実質公債費比率 起債許可団体 ４年連続ゼロ 最高は高岡１５．７％

16 １０月イベント一覧 一覧表

16 １０月新設・体験講座 アピタ砺波スタジオ となみ・ラモーダスタジオ

29 砺波と南砺食べ歩こう 「グルめぐり」７１店で開始

29 １４歳の挑戦「頑張りました」 出町中４人

29 芸能発表や趣味作品展 第１３回砺波市老人クラブ大会芸能発表会・趣味作品展

30 かたかご、寿、小矢部フレンド、すみれＶ 第１２回県親善交流ゲートボール大会

32 求人１．８５倍、全国４位 富山労働局・８月「着実に改善」

33 事件・事故 砺波で衝突事故、男性重傷 砺波市太田の国道３５９号交差点

北陸中日 18 本年度優秀施工者国土交通大臣顕彰 福沢仁（５５）（造園工）＝砺波市

読売 25 車衝突２人重軽傷 砺波市太田の国道３５９号交差点

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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