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 １日　土曜日
北日本 2 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議沢田純三氏ほか

18 県内外の同人７人が発表 「渤海」７６号

26 趣ある町並み題材 新萩の会作品展

28 高齢者の交通事故防止へ 砺波市交通安全対策会議

28 砺波の自然 躍動感 コラボ 剣道大会ＰＲポスター  最優秀に平木さん（高岡工芸高）

28 福祉施設でもチェック 北陸電気管理技術者協会富山支部となみ野グループ

29 新富町にデイサービス新設 在宅維持へ運動メニュー

29 議会日程 砺波市

34 増山城跡ファン続々 続日本１００名城に選出  スタンプラリー反響

34 それいゆ砺波 新役員が抱負 国際ソロプチミスト

35 富山２２日 高岡１２日 猛暑日 今月以降暑さ続く 

37 １０００年に１度の豪雨なら 県と３市庁舎浸水

富山 2 有効求人１．９５倍に 富山労働局  ７月の県内、全国８位

3 ９月普通交付税額 県分は３１６億７６４５万円 砺波市１１億９０４７万円

3 地方特例交付金 県分２億２２７６万円 砺波市１１８４万円

13 地鳴り てんたかく刈り終える  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 イノシシの捕獲方法学ぶ 砺波・栴檀山で講習会

26 平木さんが最優秀賞 砺波市で剣道交流大会  ねんりんピックのポスター

26 独自に奨学金制度 国際ソロプチそれいゆ砺波  米原会長が意欲

27 秋の交通安全運動２１日に人波作戦 砺波で会議

28 奉仕活動など行う１３０人が交流 インターアクト年次大会

28 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議沢田純三氏ほか

北陸中日 14 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議沢田純三氏ほか

 ２日　日曜日
北日本 18 個性豊かな日本画 庄川美術館　県内作家６４人出品

18 イノシシ被害のゼロ目指し講習 栴檀山地区鳥獣被害防止対策協議会

18 創立７０周年祝う 県退職公務員連盟砺波市支部

19 祖父母にストラップ作る 砺波市出町児童センター

19 県内外１２チーム予選リーグ争う 第４回芳野カップサマーグランプリミニバスケットボール大会

23 光の地上絵浮かぶ キャンドルで恋プロナイト

富山 24 イノシシの捕獲処理学ぶ 砺波で鳥獣被害対策隊

24 祖父母にプレゼント 砺波市出町児童センター

26 寿野球　来月１４日開幕 ２１チーム組み合わせ決まる

27 県勢６チーム王座R進出 第１８回高岡万葉杯小学生バレーボール交流大会第１日

28 子持ちアユ　食感豊か 砺波・庄川の専門店、提供始まる

31 ほたるいか 恋プロナイト２０１８

北陸中日 10 子持ちアユのシーズン到来 砺波の料理店　甘み、ほくほく感特徴

11 チューリップと熱帯の花　競演 砺波・四季彩館で季節展示

11 県高校秋季テニス選手権大会 大会結果

読売 22 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章　沢田純三氏ほか

 ３日　月曜日
北日本 6 空からわが町 砺波市本町 曳山が町の繁栄象徴  春彩る子供歌舞伎

11 追想 ありし日 高岡高校野球部元監督 森永弘さん（射水市北野）

15 サッカー 高円宮杯県リーグ Ｕ－１５

15 テニス 県高校秋季選手権大会 大会結果

20 読者のひろば お盆の満水レース  砺波市 山田陽子（７３歳）

22 伏見台（石川）Ｖ ミニバスケ芳野カップ

23 ダブルステニス男女５組が熱戦 オープンミックス大会

23 グラウンドゴルフ 第２６回県秋季大会

24 とやまニュースのツボ 小学校の道徳評価  先生たちも「手探り」

28 万一に備え砺波市も訓練 土のう積み 越水防げ

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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30・31 民意と歩む 議会診断 政活費の新指針  基本条例 改革組織

富山 7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

7 コント 砺波・たぬき

17 備えを常に 防災訓練 女性コーナー初設置  砺波で１７００人参加

19 西から東から 浄瑠璃が降ってきた

20 幾多郎作品吟じる かほく  最優秀賞に寺中さん

北陸中日 13 第８５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  金賞 出町（砺波市）

 ４日　火曜日
北日本 1 台風２１号 県内厳戒 夕方にも最接近  授業中止や鉄道運休

18 非常時の給食味わう 小中学校や幼稚園  １６施設で防災の日献立

19 夏野砺波市長表明 中野と太田 栴檀野と般若  幼稚園統合２０年４月

19 ＪＲ砺波駅前広場再整備 １１月末に駐車場利用可

19 「姿勢低く」議場でシェイクアウト訓練 砺波市と市議会

19 子どもたち元気にプレー キッズサッカー交流会

19 自衛隊入隊予定者を激励 市役所

19 ソフトテニス 砺波地区小学生秋季大会 大会結果

23 子持ちアユほくほく 鮎の里 提供始まる

23 出町小と小杉中に金賞 第８５回ＮＨＫ全国学校音楽コンクールの東海北陸ブロック大会

24 地域交流の場 新社屋で提供 砺波工業 来春完成  公共スペース整備  子供歌舞伎の資料も展示

富山 3 ４会場で説明会 今月、労働衛生週間前に

4 柿里に協調融資 日本政策金融公庫富山支店中小企業事業

5 香港のシェフ酒造り視察 ぐるなびツアー

13 地鳴り 「よたよた」ではないが  春日正人  ７１歳（砺波市）

17 くらしの日記 楽しみ見つけ生き生き  伊藤芳子 ７８歳（砺波市高波）

22 砺波で自衛隊入隊者を激励 砺波市役所で

23 中野と太田、栴檀野と般若 幼稚園 統合は２０年春  砺波市議会夏野市長意向

23 本会議中に地震！ 訓練、でも机の下窮屈？

25 砺波で給食に非常食カレー 小中学校１２校と４幼稚園

北陸中日 1 小中、授業切り上げへ ４日午前中で

15 ダンス 軽快に美しく 中部日本大会 金沢で４６４組競う

15 県学童水泳大会 大会結果

読売 26 敬老の日を前にストラップ作り 出町児童センター

26 少年野球 となみ野リーグ

朝日 23 ニュース短信 砺波市議会始まる

 ５日　水曜日
北日本 1 ８市町 ３０８人避難 台風２１号県内猛威  鉄道・空の便運休続出  

11 レシピ手帳 サンマの中国風揚げ煮（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

14 水泳 県学童大会 大会結果

14 サッカー県リーグ 試合結果

14 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ県リーグ 試合結果

18 読者のひろば デビュー楽しみ  砺波市 村中正敏（８８歳）

18 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）

20 ２３日増山城跡 戦国ロマン感じ魚釣り

21 絵皿や花器など２０点 新保さん作品展

21 きょうもにっこり 大門素麺資料館長  末永優さん（砺波市・６８歳）

富山 1 県内 ４市４万戸避難準備 台風２１号北陸通過  北陸新幹線一時ストップ

2 有権者８９万６４８７人 ６月から１３６０人減少

25 コカ・コーラカップ争奪野球大会 大会結果

29 自主避難所を初開設 砺波市庄川町青島

北陸中日 12 中野と太田  栴檀野と般若 砺波市が２０年幼稚園統合

25 最強台風 列島に猛威 砺波で高齢者ら避難

読売 25 暴風 朝日町で最大３８．３㍍ 台風２１号  特急運休や休校、閉店も

朝日 20 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 大会結果

20 県生涯軟式野球連盟・古希リーグ戦 大会結果
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 ６日　木曜日
北日本 3 県のアリーナ構想議論 需要と財政 慎重に見極め  老朽施設対応も課題

5 スポット 砺波工業社長 上田信和氏  災害時に地域貢献

14 県内美術館・博物館の催し（９／６～９／１２） 砺波市美術館、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

20 仲間と集う 柳瀬長寿会（砺波市 今藤純朗）

20 仲間と集う 法谷仏教婦人会（砺波市 近藤令子）

24 有明海の干潟テーマ 砺波市出身で佐賀県伊万里市在住の画家、林良一さんの作品展

24 古里の風景や静物描く 砺波市の洋画家、吉川信一さんに学ぶ生徒でつくる「グルーブ彩華」の第１１回作品展

24 働き方改革に理解を深める 高岡労基署が説明会

24 土地改良事業在り方考える 砺波土地改良協議会の意見交換会

25 水彩やパステル 作品多彩 第１８回マドカグループ絵画展

25 伝統家屋で方言調査 砺波  福岡女学院大生７人 高齢者にインタビュー

25 企業の魅力知って ８、９日 パワー博

29 砺波の亀ヶ谷さん 名誉教授に認定 日本郷土民謡協会

31 自転車の女性はねられ重傷 ５日午後３時４０分ごろ

33 リンゴ無残 落果２４０㌧ 台風２１号県内被害  ６人けが 建物破損も

33 新証拠示されず結審 えびす食中毒控訴審  １１月にも判決 

33 責任取らずおかしい 原告遺族

33 ストップ特殊詐欺被害 ２００万円詐取疑い  砺波の大学生逮捕  入善署

富山 3 県議４割 安倍氏支持 自民総裁選  あす告示  石破氏は３割

15 地鳴り 母の形見の布団 長座布団にする  戸田祐子 ５６歳（砺波市）

15 地鳴り パン屋で壁塗り体験会に参加  黒田和也  ４１歳（砺波市）

19 すこやか育児 橋本理央ちゃん（砺波市鷹栖） 

24 砺波の方言 大学生探る 地元住民に聞き取り調査  ゼミ合宿で滞在

24 砺波工業 高岡市から本社移転  来春・砺波市に新社屋

25 ＩＣＴ活用や高収益作物栽培で意見交換 砺波土地改良協議会の意見交換会

27 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

29 事件・事故 砺波で女性はねられ重傷

30 ２００万円詐取容疑逮捕 入善署、砺波の大学生

31 収穫前に落果「残念」 台風一過の県内  立山でラ・フランス８割  相談窓口を開設

31 控訴審１１月７日判決 東京高裁  えびす食中毒結審

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 となみ産業フェアパワー博２０１８

読売 26 「ひたむきにボール追う」 県代表チームが結団式  ＪＯＣ中学バレー

27 Ｇ戦士雄姿  熱い声援 富山市民球場  ２年ぶり、ファン集結  「また北陸に」

27 ユッケ集団食中毒 被告側が争う姿勢 控訴審第１回口頭弁論

27 詐欺容疑で大学生逮捕 入善署 ５日

朝日 23 ６人けが １３棟一部損壊 台風２１号  リンゴ２４０㌧超落果

23 高裁が和解勧告 ユッケ食中毒  控訴審即日結審

毎日 22 台風２１号で県内男女６人が軽傷 住宅１３棟に被害

 ７日　金曜日
北日本 3 県が２社の革新計画承認 電陽社（砺波市新又）

13 ４６人 自慢の歌声披露 第４５回北日本民謡舞踊県大会  １５日オーバード・ホール

15 いえしごとの夜明け１３ 寿木けい  旅も暮らしの延長

22 自転車の施錠呼び掛け 出町防犯組合のキャンペーン

23 お年寄りと園児交流 高波長寿会と高波幼稚園児

23 臨床美術で脳活性化 福祉センターほっとなみカフェ  認知症へ理解

25 ３２８個人２２団体を表彰 県交通安全大会 事故防止誓う

25 米寿５３０人を祝福 民謡・音楽演奏も 県西部６市

28 力強さ光る 棟方の書 あすから企画展  福光美術館  言葉の本質直感的に

30 むかわ町に職員派遣 砺波市  交流事業は中止

富山 7 昨年の観光客 ３．２％増加 ３６４１万人 外国人宿泊者最多 ２８万２千人

7 記者席 敵か味方か
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7 ２社の革新計画承認 電陽社（砺波市）

13 地鳴り 避暑に出掛ける空想を楽しんだ  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

13 地鳴り 城端線の駅の待合室眺めて  北清俊一 ６１歳（砺波市）

13 コント 砺波・越中之助

20 無事故の誓い新たに 富山で交通安全県民大会  ３２８人、２２団体たたえ

20 自転車に施錠を 出町中で訴え 砺波・防犯組が啓発

21 園児と高齢者がダンス 砺波・高波地区で交流会

21 自由に空を描く 認知症予防でカフェ  砺波

22 県が農業女性支援 新設制度に４団体採択へ

25 きょう職員２人派遣 砺波市

25 姉妹都市・むかわ町 秋祭り中止に 砺波の行燈 披露できず  市交流協会、復興支援へ

北陸中日 28 支えたい県内一丸 北陸電や自治体、人員派遣

読売 22 フットサル 第１５回県リーグ

22 テニス 県高校秋季大会

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

23 北海道震度７ むかわ町と姉妹都市  砺波市が支援本部

朝日 23 復旧支援 富山から 北海道地震  人材派遣や義援金

毎日 24 むかわ町と交流中止し緊急支援 砺波市と姉妹都市

日本経済 25 外国人宿泊者  ２３％増の２８万人 富山県の昨年

 ８日　土曜日
北日本 3 自民総裁選 県議の支持 安倍氏４割

3 リンゴ落果３５７トン 台風２１号

3 神通川と庄川 被害復旧工事 国交省予備費箇所付け

16 秋季県高校野球きょう開幕 ４８校４５チームが出場

19 全面広告 となみ産業フェア パワー博２０１８

22 はじける感性 第４３回県青少年美術展 県民会館

26 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

36 砺波の魅力ＶＲゴーグルで体感して まちおこし団体が作製 あす東京で配布

37 大玉転がし 園児と交流 砺波工業高生

40 県内大雨の恐れ きょう城端線３本運休

40 むかわ町へ職員出発 砺波市 被災者の安否確認へ

富山 1 県内 １０日まで大雨の恐れ 城端線、きょう３本運休

1 県職員２人緊急派遣 石井知事「精いっぱい支援」 砺波市からも２人

3 神通川、庄川で災害復旧工事 ７月豪雨で国交省

8 全面広告 となみ産業フェア パワー博２０１８

26 砺波工高生 園児と交流 鷹栖保育所でゲーム

26 砺波・栴檀山分団 全国大会活躍期す 祝賀会

北陸中日 14 製品紹介や求人も となみ産業フェア 四季彩館できょう、あす

15 北海道地震 姉妹都市で応援協定 砺波市２職員 むかわ町へ きょう現地入り「何が必要か、伝える」

15 ３６０度ＶＲ砺波移住体験 映像、ゴーグル制作 イベント活用へ

読売 27 砺波市職員 むかわ町派遣 北海道地震 自治体や企業 支援の動き

 ９日　日曜日
北日本 14 １回戦きょうに延期 秋季県高校野球　開会式は実施

27 砺波の製品　見て知って パワー博開幕 ９４企業・団体が出展

32 芸術表現の神髄紹介 福光美術館　棟方志功　書の世界

32 空き家対策に理解 高岡で市民セミナー

32 自分の「顔」描こう 富山県美術館子ども教室　洋画家藤森さん講師

32 城岸さんの功績たたえる 利賀で叙勲祝賀会

32 とやまＷｅｂｕｎランキング １～７日 ②２００万円詐取疑い　砺波の大学生逮捕　入善署（４日）

33 若い感性光る１０４２点 県民会館　県青少年美術展が開幕

33 民意と歩む 地方議会「問題あり」４１％

34 ７月豪雨被害の利賀大牧港　 来月から土砂除去

34 あすまで大雨の恐れ 県内６市に警報

35 風車 たのしいかがく大集合　富山市科学博物館

富山 4 地方議会４１％「問題あり」　行政監視、政策立案が低下 富山は７市町村議会が「問題あり」
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11 地鳴り 愛情込めたコメを出荷　犀川寮明　７０歳（砺波市）

26 産業フェア開幕 砺波の製品、技術力紹介 ９４の企業、団体出展

28 「地域に恩返しを」 南砺・利賀　城岸氏の叙勲祝う

28 児童が自分の顔描く 芸術院会員・藤森さん指導　県美術館

32 ５市町に大雨警報 県内　あすにかけ雷伴う雨

北陸中日 1 先入観持たずリスク把握を 富山県内の地域別「液状化しやすさ」

11 特徴とらえた人物画「すごい」 砺波出身藤森さん　児童に描き方指南

24 「取材で二次被害」訴え 犯罪被害者シンポ　えびす事件遺族ら

読売 24 少年野球　 となみ野リーグ（５月２６日～９月２日）

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 オミナエシ　秋雨滴る ８日　秋雨前線の影響

 １０日　月曜日
新聞休刊日

 １１日　火曜日
北日本 13 撮れたて富山　自宅にいながら国際交流 県内　広がる民泊　日本や富山の文化紹介

21 秋季県高校野球　第２日 氷見　逆転勝ち

21 富山ＣＣで県ミッドシニアゴルフ ５７人出場 きょう熱戦

21 グラウンドゴルフ（９日）　 県年金受給者協会大会

22 ロボ競技大会　砺波工高V 第２７回県高校ロボット競技大会

22 読者のひろば 枯れ目立つ街路樹　砺波市　高田建一（６１歳）

24 民謡力強く となみ野民遊会ライブ

24 水辺の事故に備え 庄川町少年消防ク

24 施設の先進事例紹介 「スリーポート事業」の報告会

25 統廃合の基準明確化 砺波　幼稚園・保育所対象

25 県道山田湯谷線　年度内に復旧へ 県道山田湯谷線

26 とやまいろいろ図鑑１０５　 砺波郷土資料館 洗濯①たらい・洗濯板

26 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　五島英志君　原田恵徳君

29 赤とんぼの会が華麗な歌声 庄川生涯学習センターでチャリティーコンサート

31 ひとり親家庭の課題探る 中部地区母子寡婦福祉研修大会

32 県川柳大会　一般山下さん（富山）大賞 ジュニア 蓮長（藤ノ木小４）さん

32 ビッグ碁２０１８　決勝T進出チームそろう Ｄ～Ｇクラス予選　２５チーム１４０人が熱戦

33 ｅスポーツ　県内初プロチーム設立 「ツルギトヤマ」　高岡拠点　国内外へ

33 保健師２人派遣 砺波市　被災のむかわ町へ

35 大雨　富山・高岡１００㍉超 通行止め運休も

富山 15 地鳴り 中学の同級会　最後のつもりで　山本治子　７８歳（砺波市）

15 地鳴り 猛暑で少ない蚊　残暑で注意必要　藤井昭通　４６歳（砺波市）

29 園児数の基準明確化 砺波市　保育所・幼稚園の統廃合

29 路肩崩落で大型バス通行不能に 県道山田湯谷線

29 無料相談会「気軽に」 県行政書士会　大塚会長が来社

29 施設にタオル寄贈 県理容組合

29 避難訓練や消火　万一の災害に備え 砺波・市谷地区

30 県内初ｅスポーツプロチーム発足 「ＴＳＵＲＵＧＩ　ＴＯＹＡＭＡ」設立発表会

31 おやべリレーラン 成績一覧

35 むかわ町に砺波市　保健師２人を派遣 出発式

35 南砺・高宮と高岡・伏木７～１０日 総雨量、月平年値上回る

35 ＪＲ各線で運休 城端線　氷見線

北陸中日 1 ｅスポーツ界　剣の舞 県内初プロチーム発足

18 北海道・むかわ町へ　新たに保健師２人 砺波市が派遣

18 県勢３チーム 国際大会へ 金沢でロボット・オリンピアード

19 県高校秋季大会バレーボール競技兼全日本バレーボール高校選手権大会予選会 試合結果

読売 31 ｅスポーツ　北陸初　富山にプロチーム 「ツルギ　トヤマ」プロリーグ参戦目指す

31 続く大雨　交通機関乱れ 気温も低下　砺波や南砺、２０度下回る

日本経済 35 ｅスポーツ　富山にプロチーム ３県で初、まず３人体制

 １２日　水曜日
北日本 13 とやま文芸散歩 高島裕
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13 北日本俳壇の集い 特選　二俣れい子

17 金婚おめでとうございます　４１０組いつまでも仲良く 老舗飲食店切り盛り　滋野留男さん（７０）他美子さん（６８）砺波市新富町 砺波市２８組

17 金婚おめでとうございます　４１０組いつまでも仲良く 地域貢献　充実の日々　寺井武彦さん（７２）惠子さん（７０）砺波市庄川町五ケ

20 ペタンク（１１日） 県年金受給者協会砺波支部第７回大会

20 バレーボール　県高校秋季大会 試合結果

22 読者のひろば 年長者の責任感　砺波市　葭田衛（８０歳）

24 災害に備え消火訓練 市谷自主防災会

24 管弦楽に聞き入る 庄川中学校　芸術鑑賞会

25 施設統廃合へ専門委 砺波　来年度設置　方向性示す

25 徘徊見守り　１７日に初訓練 徘徊見守り模擬訓練

25 三重奏　優雅な音色 若鶴酒造大正蔵で演奏会

26 とやまいろいろ図鑑１０６ 砺波郷土資料館　洗濯②洗い張りの板

31 ５日間の降水量　９月平均値超す 県内４地点 砺波２２８．５㍉

31 風車 砺波市「ふれあい・いきいきサロン」

富山 26 自分に合った片付け方学ぶ 砺波で消費生活講座

26 ふれあいサロンの参加増へ意見交換 砺波で交流会

27 来年度に庁内専門委 砺波市 公共施設の統廃合　全庁的に推進

北陸中日 9 東京で商談会　商機つかめ １９、２０日　富山、石川から９社２団体

読売 28 よみうり文芸 短歌　秀逸　砺波市　源通ゆきみ

28 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

毎日 24 全国高校ラグビー　県大会 組み合わせ決まる

 １３日　木曜日
北日本 1 民意と歩む　全議会　個人の賛否公開 立山と舟橋も決定　県内「三ない議会」ゼロ

3 記者席 自民党議員会の代表質問

3 委員長に渡辺氏 予算特別委

20 県内美術館・博物館の催し（９/１３～９/１９） 砺波市美術館　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

24 全国高校サッカー県大会　２３日開幕 ４２チーム対戦決まる

24 バレーボール　デサント杯北信越クラブ男女優勝大会県予選会 大会結果

24 卓球　大阪国際招待選手権県予選会 大会結果

29 稲刈り　とても大変 砺波東部小学校５年生

29 下水道整備計画見直し 砺波 意見書踏まえ検討

29 会員の力作４７点 フォトクラブとなみ野

30 とやまいろいろ図鑑１０７ 砺波郷土資料館 洗濯③洗濯機

32 平成３０年度スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰 南和江　砺波市スポーツ推進委員

北日本こども 6 地域の魅力発信 チューリップ四季彩館

14 活動紹介 こどもリポーター

富山 4 大門素麺の販路開拓 １９、２０日　柿里が都内フェア出展

15 地鳴り いつ自然災害降り掛かるか　角栄一　６６歳（砺波市）

26 市町村議会　砺波市　下水道整備計画見直し 検討委、年度内に意見書

26 ５年生、鎌で稲刈り 砺波東部小

28 全国の７０チーム熱戦 ねんりんピック富山２０１８協賛イベント　第１７回全国ゴールデンシニアバスケットボール大会

29 全国目指し４２校激突 県高校サッカー２３日に開幕

29 砺波工Ｍｉｎｅｒａｌ優勝 県高校ロボット

29 スタジアムカップ争奪野球大会 試合結果

29 スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰 南和江（砺波市スポーツ推進委員）

29 明るい家庭実現を 実践倫理宏正会　富山支部６３周年祝う

31 砺波市長、姉妹都市むかわ町に義援金 １６日に訪問

32 金沢でつるぎクラブ懇親会 富山、石川　手を携え交流　富山ゆかりの２７０人集う

北陸中日 7 大商談会“よい仕事おこし”フェア　参加企業② 柿里（砺波） 冠婚葬祭贈り物の乾麺

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

13 平成３０年度スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰 南和江（砺波市スポーツ推進委員）

13 全国高校サッカー県大会　組み合わせ決まる 富山第一などシード

読売 28 全国高校サッカー ４２チーム全国目指し熱戦　県大会２３日開幕
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 １４日　金曜日
北日本 13 全面広告 レジャーガイドマップ 鮎料理の店 鮎の里

22 軟式野球 県生涯古希後期大会 大会結果

25 応援のぼり旗手作り ねんりんピック剣道交流大会 市内の児童生徒ら

25 カローリング 第１４回砺波市老人クラブ連合会大会 大会結果

26 バザーの売上金預託 砺波 北陸コカ・コーラボトリング

26 困窮家庭学習支援　受け入れ拡充検討 砺波 市議会民生病院委

26 きょうもにっこり アートハウスおやべ案内受付係 川辺ちあきさん(砺波市・４５歳）

28 とやまいろいろ図鑑１０８　 砺波郷土資料館 洗濯④洗剤

30 地元３番組に委員が意見 エフエムとなみ審議会

31 不法残留疑いで中国籍男逮捕 砺波署

富山 25 本格運行のデマンドタクシー登録は４８９人 砺波 ８月末現在 民生病院常任委員会

25 ハーモニカ演奏楽しむ 砺波のサロン

25 平和に感謝 戦没者慰霊 南砺・高瀬神社で例祭

25 砺波自治会連が総会 副会長に小幡和日出氏　監事に老健氏

25 バザーの売上金　砺波善意銀に預託 北陸コカ・コーラ

27 のぼり旗で選手激励 ねんりんピック剣道大会実行委 児童が名品、ゆるキャラ描く

27 柳瀬Ａに栄冠 第１４回砺波市老人クラブ連合会カローリング大会

29 事件・事故 不法残留容疑で逮捕

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 砺波 女性防災士が急増 資格取得費など市が支援

25 不法残留の疑い 中国籍の３６歳逮捕 砺波署

 １５日　土曜日
北日本 5 富山けいざい短信 高岡南支店を移転　県信用組合

22 仲間と集う 聞願寺土曜学校お泊まり会（砺波市　埴山法慧）

24 古布使った人形や押し絵 ２人展　ギャラリーみかん堂

25 防災行動計画を改定 砺波 早期の避難情報発令へ

25 ５月に植えたコシ刈り取り 庄南小学校５年生

26 タイムスリップ明治のとやま㉓ 発展支えた橋・建物⑤ 皇太子が泊まった議事堂

32 砺波市が不適切算定 障害者雇用　基礎職員数誤り

33 北海道地震むかわ町　本紙記者ルポ　 疲弊の役場助けたい 砺波市から派遣の職員　連携の大切さ痛感

33 砺波市職員３人第３班を派遣 砺波市

33 夏野市長らあすお見舞い 今後の支援協議

富山 13 地鳴り 世界１３カ国の水道水で検出　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

24 着物や帯の逸品並ぶ 砺波で大リサイクル祭

24 食、酒、音楽楽しむ ルミエール オータムナイト２０１８

25 小学校エアコン設置　運転費用は年４００万円 砺波市 総務文教常任委員会

25 絵はがきコンクール税務署長に協力要請 砺波法人会女性部会

30 障害者雇用算定　砺波市が誤り 臨時職員含めず

31 嫁ぎ先復旧に奮闘　 震災の北海道・むかわ町 庄川出身の本間さん 派遣の砺波市職員が応援

31 新たに３人派遣 砺波市

北陸中日 5 発言 待望の「蛇柳」台風で行けず　頼成山知子　７８　富山県砺波市

 １６日　日曜日
北日本 1 民意と歩む 全国自治体議長アンケート 女性議員増「育休を」３割

16 秋季県高校野球　第３日目 呉羽　接戦制す

16 県内外の小学生　２４チームが熱戦 砺波市長杯ミニバスケ

18・19 第２３回県中学校文化祭　県中文祭だより みずみずしい感性光る

22 読者のひろば 寺の町の仏教講座　砺波市　武部幹夫（７８歳）

25 園児が梨の摘み取り体験 あぶらでん保育園

25 無料バスで産業観光 能作が企画　若鶴酒造と連携　鋳物・ウイスキー魅力満喫

25 稲刈りで農業に親しむ 特別米購入の１０家族参加

25 実験や観察に創意工夫凝らす 小・中学生の１２８点展示

31 城端で「じゃんとこいむぎや」 創作演舞にぎやか

33 北海道地震むかわ町　災害関連死防止へ奔走 避難長期化　砺波の保健師２人

富山 3 本社事務棟を増設　 ＣＫサンエツ２子会社 来月着工、来年５月完成

7 ページ



5 地方議会議長　女性増具体策最多は「育休」 県内１１市町議会「意識啓発が有効」

9 地鳴り 大会に稲刈り　有意義な一日　犀川寮明　７０歳（砺波市）

9 地鳴り 若い女性から誕生日祝い　紫藤道子　８４歳（砺波市）

9 コント 砺波・たぬき

22 砺波で科学作品展 砺波市小・中学校科学作品展

23 マジシャンが講演 砺波・マツケンセミナー

23 山田さん総合Ｖ 砺波市パークゴルフ協会・第４回清流杯争奪ＰＧ大会

24 周遊バスで産業観光　 県西部を無料でぐるり 高岡・能作、県と連携

24 県外の家族　稲刈りに汗 アグリＴＯＮＡＭＩ２１　コシヒカリオーナー「稲刈り体験ツアー」

25 県高校野球 新湊、大門コールド勝ち

北陸中日 11 秋季県高校野球大会 試合結果

11 ダッシュ王に五十嵐さん 県５０㍍選手権　４大会連続栄冠

読売 25 観光客数３．２％増３６４１万人 昨年環水公園、最多２５１万人

朝日 23 ４試合雨で順延 秋季県高校野球

毎日 22 秋の高校野球　県大会 新湊、大門コールド発進

 １７日　月曜日
北日本 1 自民県議 総裁選アンケート ９条改正重視６割  「合区」解消は３割超

18 ミニバスケットボール 第２９回砺波市長杯大会 大会結果

18 陸上 第４８回砺波地区中学校新人大会 大会結果

18 陸上 県５０㍍ダッシュ王選手権 大会結果

19 ３チーム初戦突破 軟式野球都市対抗県大会

19 ターゲット・バード３５人プレー満喫 チューリップ杯

19 ターゲット・バードゴルフ（１６日） むぎや杯大会

19 １６８ペア激しい攻防 南砺でＩ・Ｓ杯バド

20 地域を元気に公民館活動考え 県大会 功労者表彰

22 税の大切さ・役割知ろう 砺波市の砺波法人会女性部会

23 庄川堤防決壊 有事に備えろ 柳瀬地区  ２３０人が避難訓練

24 「見せる警戒」で見守り 砺波出町地区 住民一丸  児童の下校時玄関前で声掛け

24 親子で木工に親しむ 砺波市太田のサンエー建工の感謝祭

28 むかわ町の支援継続 北海道地震  砺波市長 町長ら見舞う

富山 7 コント 砺波・越中之助

18 増山城跡周辺を清掃 砺波・栴檀野地区

18 堤防決壊想定 住民が避難 砺波・柳瀬で誘導訓練

18 丸太ボウリング 来場者が楽しむ 砺波・サンエー建工

21 高岡商コールド発進 県高校野球  きょう２回戦

21 利根川が優勝 小５男子３５㌔未満  第１回かがやき杯空手道選手権

25 保健師派遣の継続約束 北海道地震  砺波市長、むかわ町訪問

25 庄川出身者励ます 鵡川高校野球部の寮も訪問

北陸中日 13 秋季県高校野球大会 試合結果

13 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 大会結果

13 県高校秋季大会兼県高校弓道選手権大会 大会結果

読売 23 高岡商コールド勝ち 秋の高校野球県大会

朝日 25 ５校が全国大会に出場 小学校バンドフェス・マーチングコン

25 第７１回秋季県高校野球大会 大会結果

毎日 24 魚津  投手戦制す 秋の高校野球 県大会

 １８日　火曜日
北日本 9 仲間と集う 久保富吉氏「平成３０年春の叙勲受章」祝賀会（砺波市 老隆）

9 仲間と集う 東海大同窓会富山支部・白鴎会総会（砺波市 坂井勇雄）

15 県高校秋季選手権大会 弓道

15 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

19 増山城跡で住民が草刈り 砺波市栴檀野地区

19 認知症 地域で見守ろう 砺波 林地区住民が訓練  徘徊を見つけ声掛け

19 気合込め打ち合い 高瀬神社奉納剣道大会

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小５年  宮西哉眞仁君  千田桜世さん

26 復興し再び交流を 砺波市・むかわ町 夜高行燈中止

8 ページ



富山 9 地鳴り ゴルフ観戦中意気投合する  北清俊一  ６１歳（砺波市）

18 園児がナシ収穫体験 砺波・あぶらでん保育園

18 山登り＋カラオケ 元気のおすそわけ 小矢部の岡村さん 福祉施設慰問へ

18 徘徊高齢者の声かけ学ぶ 砺波で初の訓練

19 目指せ藤井七段 将棋教室始まる イオンモールとなみ

北陸中日 11 職人愛用 道具間近に 高岡・能作  鏝、漆刷毛など展示

朝日 23 同性カップル「パートナーシップ制度」 県内 導入の動きなし  １５市町村長に考え聞く

 １９日　水曜日
北日本 1 地価上昇３８地点に倍増 県内　商業地２６年ぶりプラス

10 県内基準地価　中心部外周でもアップ 増税前で住宅需要増

15 上野文化の杜から⑥ 国立科学博物館長 林良博 多彩な施設と催し 学生みこし練り歩き

18 サッカーＵ－１３県リーグ ２部 試合結果

18 サッカー県リーグ 試合結果

18 サッカー高円宮杯県リーグＵ－１５ 試合結果

18 ラグビー県セブンズ杯 大会結果

23 寸劇で詐欺被害防止ＰＲ 油田地区敬老会

27 １１月の散居村マラソンＰＲ 実行委が来社

27 シリアの「富山学校」に支援品 砺波高家庭クラブ贈る

富山 1 県内商業地２６年ぶり上昇 基準地価　０．１％増、新幹線効果持続

5 新高岡周辺、開発進まず 基準地価　下落率、０．４％に拡大

5 上昇は３８地点に倍増 富山、砺波、小矢部、舟橋

15 県庁所在３１市　商業地上昇 地方圏にプラス基調広がる

17 地鳴り 常にもの見る気構え大切に　春川正人　７１歳（砺波市）

27 砺波地区中学校新人陸上競技大会 大会結果

28 「ダビンチ」執刀医増加 砺波総合病院　手術ロボ　がん治療体制充実

28 「誇り持って働く」 訪中団が帰国報告

北陸中日 12 北陸３県の基準地価 ２０１８年７月１日現在

16 商業地２６年ぶり上昇 県内基準地価　宅地下落率は縮小

16 となみマラソン　１１月開催、ＰＲ 実行委が来訪

読売 26 県内の基準地価 砺波市

27 基準地価　商業地２６年ぶり上昇 新幹線効果　富山駅周辺顕著

朝日 25 商業地　２６年ぶり上昇 基準地価　観光客増・再開発で

毎日 24 絶景！！散居村マラソン　５種目の参加者募集 となみ庄川散居村縦断マラソン １１月１８日開催

 ２０日　木曜日
北日本 12 県内美術館・博物館の催し（９/２０～９/２６） 砺波市美術館　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

16 秋季県高校野球 第６日 高岡商 猛攻１１点

16 「代表の誇り持ち戦う」 福井国体  県選手団が結団式

16 いきいき富山古希クＶ 県生涯軟式野球古希後期大会

30 あす砺波で空き家講座 現状・対策学ぶ

31 「危ない交差点」県内には５ヵ所 損保協会ＨＰ最新版

富山 15 地鳴り 北海道の大地震 写真見て息のむ  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

24 限定酒６種お届け 米や仕込みにこだわり  若鶴酒造、頒布会の予約開始

24 患者ら青空ランチ 砺波誠友病院

25 説明会の報告書 来月に意見公募 砺波市  議会基本条例

27 富山児童文学賞に楠瀬さん（富山） 「キズバン」  童話コンクール入賞者決定

27 砺波、富山東、高岡商、不二越工 ８強 秋季高校野球

北陸中日 1 北陸の味と技  東京でアピール 〝よい仕事おこし〟フェア開幕

7 〝よい仕事おこし〟フェア 北陸の良品ぜひ  商談白熱

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

13 認知症のお年寄り 地域見守りへ訓練 砺波で８０人参加

読売 28 少年野球 となみ野リーグ（４月２９日、９月１６日）

28 散居村マラソンＰＲ 砺波で１１月１８日

朝日 21 砺波特産大門素麺 資料館オープン 全１８工程 ジオラマで再現  職人の子が制作「伝統残す一助となれば」
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21 第７１回秋季県高校野球大会 大会結果

毎日 24 高岡商など８強 秋の高校野球県大会

日本経済 35 点検地価 北陸新幹線３年光と影 中 富山  富山市「一人勝ち」鮮明  高岡は地価上昇地点ゼロ

 ２１日　金曜日
北日本 11 「ピアノの森」の世界再現 ２３日  砺波で野外コンサート

21 風景や造形など写真３８点 国展に出品している写真家グループの作品展

21 防災意識さらに啓発 市町村議会  砺波  夏野市長が強調

21 チューリップ切り花出荷数の目標達成 市議会全員協議会

21 齊藤副市長が陳謝 市の障害者雇用

21 認定こども園の名称「北部」「太田」 市議会全員協議会

21 論戦を振り返って 政策提案 積極的に

26 県在住３人再入選 新制作展

27 砺波市職員２人むかわ町に派遣 保健師２名

29 改憲 不祥事 丁寧な説明を ３選の安倍氏に県民 

富山 22 くらしの日記 孫からの電話  小倉慶子 ７３歳（砺波市苗加）

27 早期避難に重点置き訓練 市町村議会（２０日） 砺波市 むかわ町派遣の経験生かす

27 名称は北部、太田認定こども園に 市議会全員協議会

27 金管五重奏を楽しむ 砺波・庄南小  創校４０周年で公演

27 地蔵に長寿祈願 砺波誠友病院

27 藤田さんが優勝 第４２回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

27 藤井・吉田組が優勝 砺波市パークゴルフ協会第４回ペア大会

29 氷見高で研究発表 氷見高普通科文理探求コースの課題研究発表会

29 県高校弓道選手権 大会結果

29 大阪国際招待卓球選手権県予選会 大会結果

30 晩秋の砺波平野マラソン楽しんで ＰＲ隊が来社

32 むかわ町に保健師２人を砺波市派遣 北海道地震

北陸中日 12 議会だより ２０日 砺波市

13 北海道むかわ町に保健師２人を派遣 砺波市、第５班

読売 28 ８強出そろう 秋の高校野球県大会

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２２日　土曜日
北日本 24 １６チーム対戦決まる 石川歩杯＆ＮＩＣＥＴＶ旗争奪少年野球

24 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

27 仲間と集う ＮＥ北陸地区ＯＢ会（砺波市 川原千尋）

28 自動ブレーキ搭載車体験 市対策会議  高齢者に交通安全教室

28 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

29 戦国時代に思いはせ 小中学校  当時ちなむ給食味わう

34 となみチューリップフェア 「花の大谷」で雪や桜  来春概要発表  入場３０万人目標

34 文化功労の大臣表彰  江幡（魚津）・新藤さん（砺波） 地域文化功労者の文部科学大臣表彰

35 研修医 県内病院７８人希望 マッチング中間集計  過去２番目の多さ

37 岡部昇榮氏が死去 ９９歳  元砺波市長 県議３期

富山 26 戦国の給食味わう 砺波の小中、幼稚園  増山城まつり前に

26 交通安全 県内各地で訴え 砺波  横断幕やのぼり旗

27 砺波でふれあい昼食 砺波市鷹栖地区福祉推進協議会

28 きょうオープンデー 県砺波青少年自然の家

30 来年のチューリップフェア ４月２２日から１４日間  高さ５㍍ツリー新設

33 岡部昇榮氏が死去 元砺波市長、９９歳

北陸中日 15 訂正 ２１日付１２面 議会だより

読売 24 チューリップ「魔法」演出 砺波のフェア  来年４月２２日から

24 岡部昇榮氏 ９９歳 ２１日死去

25 武士の食事いかがかな？ 砺波、１６校で「戦国給食」

 ２３日　日曜日
北日本 22 仲間と集う 雄神小昭和３６年度卒同級会（砺波市　坂井栄作）

24 ずっと元気でいてね 鷹栖地区福祉推進協議会「ふれあい昼食会」

25 季節の花々で色鮮やかな２００点 第２３回東昌子押花会・押花アート展
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25 地域の問題　住民が共有 柳瀬地区　空き家や防災考える

25 地元の特産品はいかが イオンモールでフェア

25 古布使った多彩な布絵 梅原さん（埼玉）作品展

25 きょうもにっこり 砺波高校養護教諭　高田あかねさん（高岡市　２５歳）

29 ピアノに合わせ児童文学を朗読 ふみの会

30 季節の草花丁寧に　画家・小原さん指導 庄川美術館実技講座

31 強制わいせつ疑いで男逮捕 砺波署

富山 9 地鳴り 娘のすてきな贈り物に感謝　小竹律子　７１歳（砺波市）

22 手作りマスコット　ドライバーに渡す 砺波・高波児童クラブ育成会

23 無差別の部　中本さんＶ 砺波・高波囲碁大会

23 近藤、齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会９月度月例大会

23 砺波の特産品ＰＲ イオンでフェア

25 富山東ー高岡商　富山一ー高岡一　４強 きょう準決勝　第７１回秋季県高校野球大会

25 県高校新人陸上競技対校選手権第１日 大会結果

25 西から東から 震度６強の恐怖

北陸中日 1 特報とやま　“明治生まれ”県内息づく 存命男性はゼロも

5 発言 今求められる人づくりとは　春川正人　７１　富山県砺波市

9 eスポーツ富山にプロチーム発足 北陸から頂点へＦＩＧＨＴ！！

10 「大人に響く」童話朗読会 砺波の寺で１１０人耳傾ける

11 ３００万本　魔法の世界 来年のチューリップフェア 見せ方に工夫満載

11 秋季県高校野球大会 試合結果

読売 24 病院の実力　～富山編１２６　胃がん 腹腔鏡手術　回復早く

24 秋季高校野球　４強出そろう 県大会

毎日 24 地域文化功労者表彰　芸術部門で江幡さん 文化財保護分野　砺波市立砺波散村地域研究所名誉所長　新藤正夫さん（８５）

24 秋の高校野球 県大会 富山東ＶＳ高岡商　富山第一ＶＳ高岡第一　４強出そろう

 ２４日　月曜日
北日本 14 秋季県高校野球準決勝　あす決勝 富山第一コールド勝ち　逆転サヨナラ高岡商

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会秋季大会　

17 県高校サッカー開幕　 龍谷富山など２回戦へ

25 ６団体が北陸大会へ 第３１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

25 クラフト体験に笑顔 県砺波青少年自然の家「オープンデー」

25 砺波増山城祭り　甲冑まとい戦国気分 児童ら５０人武者行列

25 「やらやら」３２年ぶり奉納 江波神社改修記念　例大祭で威勢良く

25 トーク・ライブ楽しむ 葬祭ホールで秋まつり

25 安心安全へ決意新た 私設消防団鷹栖共和会　創立１００年で放水

25 石仏巡り古里を知る 雄神探訪歩こう会

29 月夜の森　ピアノが染みる チューリップ公園　野外コンサート幻想的

富山 9 地鳴り 小箱の香水　夫の心みる　紫藤道子　８４歳（砺波市）

9 月曜川柳　乱反射 小倉慶子（砺波）　向山晴夫（砺波）

20 児童の武者行列堂々 砺波・増山城跡で祭り

21 雄神地区の石仏巡る 砺波で探訪会

21 ３２年ぶりに餅まき 砺波・江波神社　屋根など修繕祝い

21 斉藤、中村さんＶ 栴檀野ＧＧクラブ第１８回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

22 砺波・栴檀山地区　土砂崩れに備え 砺波市栴檀山地区　住民避難訓練

25 事件・事故 強制わいせつ容疑者逮捕

北陸中日 12 弓矢放って気分は合戦 砺波で増山城戦国祭り

13 演技、演奏に躍動感 砺波でマーチング・バトンフェス

13 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

13 全国高校サッカー選手権県大会 試合結果

13 県高校新人大会　陸上　男子　女子 大会結果

読売 23 城端４年ぶりＶ となみ野少年野球

 ２５日　火曜日
北日本 1 天地人 砺波市　災害時相互応援協定

3 昨年度の実質公債費比率　県内６市町村で悪化 許可団体は５年連続ゼロ

12 高岡第一・砺波４強 県高校ラグビー
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12 高岡商VS富山第一きょう決勝 秋季県高校野球　３位決定戦も

12 サッカー　高円宮杯ＪＦＡＵ－１５県リーグ 試合結果

14 硬式野球　県少年選手権 試合結果

15 決勝は出町VS庄川 砺波　秋季学童野球

15 ２０１８　福井しあわせ元気国体 出場県選手（上）

15 陸上　県高校新人大会　男子　女子 大会結果

19 金管楽器の多彩な調べ となみのブラスアンサンブル

19 華やかな踊りで魅了 アラキバレエスタジオ　第１２回バレエコンサート

19 児童ら軽快に獅子舞 砺波市太郎丸八幡宮　秋季大祭

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　寺駿介君

23 名月思い芸術鑑賞 市文化協会　舞や茶席でもてなし

富山 7 地鳴り ３年日記で母思い出す　戸田祐子　５６歳（砺波市）

16 砺波市文化協会 観月会

16 鷹栖共和会１００周年で放水 砺波市鷹栖地区　私設消防団「鷹栖共和会」

16 ロビー展 アラキバレエスタジオ第１１回発表会展　北陸銀行砺波支店

16 ロビー展 となみ野切り絵教室作品展　わくわく小矢部

17 前田、朝倉さん優勝 第７回砺波市＆小矢部市グラウンドゴルフ親睦交流大会

17 三合Bが制す 第１６回般若地区老人クラブ連合会長杯争奪ペタンク大会

18 ３２チーム、来月６日から熱戦 呉西地区新人少年野球大会

毎日 28 全国高校ラグビー　県大会開幕 高岡第一、砺波が快勝

 ２６日　水曜日
北日本 5 日本酒頒布会予約受け付け 若鶴酒造

5 桝田酒造店と若鶴酒造入賞 中国の日本酒品評会

13 レシピ手帳 ナスと鶏肉のお手軽バンバンジー風（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

16 ２０１８福井しあわせ元気国体 出場県選手（下）

17 秋季県高校野球　決勝 富山第一打撃戦制す　猛攻１７安打１０得点

17 高岡商　逆転負け １年生バッテリー力及ばず

22 「事故防止を」タマネギ配る 秋の全国交通安全運動

23 鷹栖小５年生　昔の脱穀体験 砺波市鷹栖小学校５年生

23 砺波市人事 １０月１日

27 「県解体協会圧力で保険契約できず」 砺波の建設会社が提訴

27 平成３０年度地域文化功労者文部科学大臣表彰 文化財保護　新藤正夫（砺波市立砺波散村地域研究所名誉所長）砺波市

28 ストップ特殊詐欺被害 ３００万円詐取の大学生再逮捕　容疑で入善署　勧誘の女逮捕

29 えびす食中毒訴訟　和解協議は難航 控訴審

富山 2 個人住民税　特別徴収実施率 過去最高８７．３％　一斉指定で浸透進む

4 桝田、若鶴を表彰 中国の日本酒品評会

15 地鳴り また周囲で農業やめる　犀川寮明　７０歳（砺波市）

24 最高賞に佐伯君（出町小５年） ＭＯＡ砺波児童作品展　本社賞　松田、横井さん、宮崎君

24 課長級で1人昇任 砺波市人事

26 特産タマネギ運転手に配る 砺波交安協庄下支部

27 富山一５年ぶりＶ 高岡商に１０－６

28 奨励賞に堀、山田さん　一陽展 第６４回一陽展

28 平成３０年度地域文化功労者文部科学大臣表彰・富山 文化財保護　新藤正夫（砺波市立砺波散村地域研究所名誉所長）砺波市

29 砺波の学生ら２人　３００万円詐取の疑い 入善署逮捕

30 和解協議、結論出ず えびす食中毒控訴審

31 石川の北陸道で高齢男性が逆走 砺波付近で停止

北陸中日 14 富山第一が優勝 県秋季高校野球　１０－６高岡商破る

31 高齢男性　北陸道逆走 能美で目撃、砺波で確保

読売 26 富山第一５年ぶりＶ 秋季高校野球県大会　高岡商を逆転

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 28 フォーラムとやま　となみ庄川散居村縦断マラソン １１月１８日号砲　参加者ら募る

28 催し となみチューリップ球根まつり

29 秋季県高校野球　夏の雪辱果たす 富山第一猛攻で頂点

毎日 26 秋の高校野球　県大会 富山第一５年ぶりＶ
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 ２７日　木曜日
北日本 3 論戦の焦点　「１億円産地」に明暗　県の園芸振興 高収益作物を広域化

17 俳人協会県支部俳句大会入賞作品 高点入賞句

18 県内美術館・博物館の催し（９/２７～１０/３） 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 朝市夕市 県内 砺波市

24 仲間と集う 出町中平成元年卒３年５組安達渉先生ご定年祝い（砺波市　水木功）

26 文化交流の成果語る 日本青年会議所日ロ友好の会　文化交流事業

27 赤ちゃん抱っこ体験 砺波工業高校「赤ちゃんふれあい体験授業」

27 北海道地震で被災　姉妹都市・むかわ町 砺波で支援の輪広がる

32 堀・山田さん（富山）　一陽展で奨励賞 絵画部門

32 県内２人再入選 きょうから水彩人展

32 ２９日から法律相談会 県司法書士会

33 金属製フック当たり鼻骨折 高岡市早川　若野鋳造所

富山 2 １億円産地づくり事業 収益性高い品目に集約

4 設備管理室に改称 サンエツ金属

15 地鳴り 人手不足対策　抜本的改革を　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

15 地鳴り 古文書体験会で書状２通を書写　黒田和也　４１歳（砺波市）

24 赤ちゃんに触れ子育てに理解 砺波工高生が体験授業

24 秋まつり楽しむ 砺波・祖泉会堂

25 ロビー展 砺波市庄川クラフト会作品展　北陸銀行庄川支店

28 北海道地震で被害のむかわ町　姉妹都市・砺波がコーナー 折れた記念盾やパネル展示

29 事件・事故 クレーンフック当たり鼻骨折

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

13 富山の秋の味覚満喫 本社企画　金沢からバスツアー

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

31 高速逆走、砺波で保護の男性 「福井にいるかと…」認知症か、摘発見送る方針

読売 28 大人の部活　増山城跡を案内　魅力発信 曲輪の会（砺波市）

毎日 24 北海道地震　姉妹都市の状況報告 砺波市役所で写真展

 ２８日　金曜日
北日本 23 北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇 入選作品

24 仲間と集う 柳瀬児童クラブ・老人会（砺波市 廣橋 豊）

27 協力しながらスポーツ となみ地区ふれあい育成スポーツ大会

27 全国大会出場者を激励 出町小学校と出町中学校

27 シートベルト着用呼び掛け 砺波市交通安全協会栴檀野支部

27 小品展売上金の一部預託 県洋画連盟砺波地区 県善意銀行に

富山 24 公園遊具の点検学ぶ 砺波で講習会

24 パン食い競走楽しむ 砺波ふれあい育成大会

24 議会基本条例案 意見を受け付け 砺波市議会、１日から

25 合唱や吹奏楽の全国大会へ意欲 砺波・出町小、出町中

26 カンナ栽培断念 砺波チューリップ公園 猛暑影響、成長悪く 来年、ヒマワリなど検討

北陸中日 5 発言 大豆に転作も稗取りに懸命 島田栄 ７０ 富山県砺波市

読売 24 砺波の四季彩館 ハロウィーン色 季節展示「百花繚乱～秋・ハロウィン～」が始まった

24 第５５回県高校新人大会 男子 やり投げ 大会結果

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２９日　土曜日
北日本 15 県中学駅伝きょう号砲 男子 雄山４連覇なるか  女子 速星と堀川が軸に

15 第４８回砺波地区中学校新人大会 大会結果

25 エッセーまとめ出版 大沢野の丸渕さん

27 民意と歩む 素案で意見を公募 市議会基本条例  来月から１ヵ月間

27 遊具点検のポイント確認 公園遊具の日常点検講習会

27 大賞に石田さん（日本画）ら きょうから市美術展

31 特別メニューをお得に 砺波・南砺 「グルめぐり」スタート

34 富山の魅力再認識 映画「散り椿」公開 県内ファン続々

富山 1 県内求人２．０２倍 全国６位  ２６年ぶり２倍台
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15 地鳴り わが家の竹に福を招く力か  北清俊一  ６１歳（砺波市）

26 １０月イベント一覧 【６日】第２４回サザンクロスカップ北陸交歓大会 ほか

26 スポーツ 第４回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権大会

27 イベント 松尾敏男展  １０月２７日～１２月２日・砺波（主催）

30 砺波・南砺食べ歩き ８５店特別メニュー  グルめぐり始まる

30 まちなかに知性の拠点 高岡 １日から御旅屋セリオ  本持ち寄り、図書室開設

30 大賞に４人、きょう開幕 砺波市美術展

31 基本条例に併せ議会報告会など要綱策定 砺波市議会改革委

31 和合、寿クラブ 庄川、雷鳥が優勝 第１３回県親善交流ゲートボール大会

読売 25 広告 富山いいとこ再発見の旅

毎日 26 短歌 綺羅短歌の会９月歌会作品

 ３０日　日曜日
北日本 3 障害者雇用と勤労　３人５事業所表彰 支援機構富山支部

16 女子　速星圧巻のレース　区間新３人　２位に大差 女子総合成績

17 男子　大沢野　３区で逆転 男子総合成績

17 ソフトテニス　県小学生秋季大会 大会結果

17 ソフトテニス県小学生シングルス研修大会 大会結果

17 ペタンク　油田秋季大会 大会結果

26 仲間と集う 林小同級会「亥子の会」（砺波市　横川和義）

29 砺波の街中巡る 「お月見！大人の町歩き」

29 ボランティア活動に理解 砺波市ボランティアフェスティバル

29 荘厳な雅楽と庭園の美共演 頼成の八田さん宅

29 平日限定マルシェ親子連れでにぎわう 道の駅庄川

34 高齢者叙勲　９月の受章者　県関係分 旭日単光章　元庄川町議　澤田純三さん（８８）砺波市庄川町青島

34 高齢者叙勲　９月の受章者　県関係分 瑞宝単光章　元南砺消防組合消防司令　宮村毅さん（８８）砺波市矢木

富山 30 力作１３４点並ぶ 砺波市美術展開幕

31 地震と豪雨で善意呼び掛け 砺波市赤十字奉仕団

31 排水管の内壁に絵やメッセージ 砺波・親子ら工事現場見学

31 標語入賞者６人表彰 砺波・ボランティアフェス

31 第４分団に栄冠 高波地区高齢者学級カローリング大会

32 子ども読書環境を充実 県内１１団体が連絡協議会

33 五島・渋谷組　河村・古澤組V 第１１回県小学生ソフトテニスフレンドシップ大会

33 吉川、中村さん優勝 金沢市パークゴルフ協会城南、兼六支部日帰り遠征交流大会

北陸中日 10 とやま遺産　砺波・庄川合口ダム 大扇状地に水の恵み

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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