
　　　　　　　２０１６年（平成２８）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　木曜日

北日本 2 富山駐屯地の拡張に３０００万円 防衛省

5 砺波商議所会頭に北村氏 日本ビルサービス会長の北村憲三副会頭（６８）＝柳瀬

15 越中エル・ドラド ふるさと人物伝 高級官僚から全日空中興の祖へ 若狭得治 １９１４～２００５

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館、砺波市美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

27 お年寄りの集いの場に 砺波駅南口 カフェきょうオープン

27 「説明で理解深まる」 砺波 議員報酬で市長 世論調査受け見解

27 利賀ダム建設継続を評価 市長「事業進展を期待」

27 ため池にロープ設置 砺波 進入防止策地元負担なし

27 砺波総合病院２年連続赤字 ２０１５年度決算

27 砺波市太田公会堂 太田ひまわりサロン

富山 3 県分に１億７９７７万円 ９月の特例交付金

3 県分は３２９億４３９万円 ９月の普通交付税額

20 新設講座 ９月 アピタ砺波・小矢部教室

25 砺波市９月補正予算案 ため池安全対策計上 市長会見 使用の６７ｶ所に

25 中神に１～４丁目 砺波市議会議案説明会

25 砺波総合病院２年連続赤字 昨年度赤字は１億９２５０万円

29 地鳴り 稲が黄金色に見ていて楽しい 河合泰 ８３歳（砺波市）

北陸中日 18 砺波市立総合病院２年連続の赤字に １５年度事業決算

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

   ２日　金曜日
北日本 3 山本創生相４、５日来県 ＪＡとなみ野など視察

20 小杉中など代表 北陸吹奏楽コンクール

20 県代表に５団体 全日本合唱コンクール

21 夏の夜を彩る伝統の祭が集結 となみ伝承やぐら大祭inとなみ駅前商店街

22 わが家のアイドル 本多愛佳（ほんだ あいか）ちゃん 砺波市太田

22 女性モチーフ２１点 富山 ほくりん会

25 防災の日に「救給カレー」 砺波 生徒ら便利な非常食に感謝

25 素朴な陶芸や藍染め紹介 砺波 池原のフェアトレードショップ「グレーパリィ」で

30 来春のとなみチューリップフェア 栽培１００年祝う展示多彩 花の大谷拡大３０㍍に

30 見守り活動で協定 砺波市と北日本会

30 国際ソロプチミスト新役員が抱負 それいゆ砺波 ２０周年記念し公演

富山 4 新会頭に北村氏 砺波会議所

27 来年・となみチューリップフェア ポスター披露 栽培１００年未来へ一歩

27 砺波で２１日人波作戦 砺波市交通安全対策会議

28 高齢者見守りで連携 砺波市と本紙４販売店

28 認証２０周年記念来月ダンス上演 ソロプチそれいゆ砺波

30 非常食カレー食べ災害時の食事考える 砺波の小中、幼稚園

31 地鳴り もったいないの一心で今も使用 犀川寮明  ６８歳（砺波市）

31 〃 何かを教える難しさを感じ 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 15 となみチューリップフェア 栽培１００年記念４月２１日開幕

18 県西部６市の米寿５００人祝う 高岡「１００歳目指して」

19 防災備えが大切 砺波 給食に非常食

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

  ３日　土曜日
北日本 2 呉西圏域連携に３０００万円 高岡市９月補正 一般会計９億５８４２万円

5 格安スマホ砺波に出店 ツタヤのトーンモバイル

20 宮島（砺波出身）らリオ入り 車いすバスケ代表

25 多彩な色合いの花や風景画 富山 北陸南画院の秋季展

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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27 みこしで豊作祈願 砺波 来春統合の五鹿屋幼稚園 最後の引き回し

27 会長に杉本さん 砺波 砺波ブロック自治会連合会 総会

32 温泉の研究 庄川で発表 ７～１０日 科学会大会

富山 2 県高岡看護専門学校 給付型の奨学金制度創設 西部６市に５年勤務条件

2 呉西連携５事業に３００１万円 市９月補正予算案で計上

3 県９月補正予算案 新規事業一覧 邑知潟断層帯、森本・富樫断層帯、砺波平野断層帯西部による地震被害想定調査事業１９００万円

3 選挙人名簿登録者数 有権者９０万５１２４人 砺波市４０，６０６人

5 新幹線開業 ２年目も増産 北陸の菓子メーカー

16 日本選手団が入村式 パラリンピック 宮島らに歓迎の踊り

22 最後の曳き回し、感謝込め 砺波 五鹿屋幼稚園のみこし

23 砺波工高生と運動会練習 砺波・鷹栖保育所

23 会長に杉本氏選出 砺波ブロック自治会連合会の総会

25 着物や帯を品定め 砺波で大リサイクル祭

27 地鳴り 活発な孫たち食欲も旺盛 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 地酒のうまさ世界に広がれ 大下敏雄 ６７歳 福井県坂井市

16 砺波平野など断層調査 県補正予算案 地震防災拡充図る

16 県選挙人名簿 ９０万５１２４人 砺波市 ４０，６０６人

17 砺波の五鹿屋幼稚園 ワッショイ！最後のみこし

   ４日　日曜日
北日本 7 連携強化し救命率向上 県ドクターヘリ運航１年

13 強く早く 体張り全力 パラリンピック車いすバスケットボール 宮島徹也

16 リオで輝け県関係選手 宮島（砺波出身）ら練習に汗 車いすバスケ

17 県内外８チーム熱戦 芳野杯ミニバスケゴール下激しい攻防

17 庄東と庄川できょう決勝 砺波市秋季学童野球

18 読者のひろば 国語力向上の一助 砺波市 上野亮平（無職 ７３歳）

21 砺波の伝統芸能一堂に となみ伝承やぐら大祭 獅子舞・浄瑠璃など発表

21 庄川の自然満喫 砺波 県民歩こう運動推進大会

21 交通事故死、同期比３人増 砺波 砺波市交通安全対策会議

21 流しそうめんで交流 砺波 太田地区の地元高齢者が集う井戸端・交流サロン

24 自然描いた軌跡紹介 砺波市美術館 紫藤さん展開幕

24 幻想的 光の地上絵 庄川水記念公園恋プロナイト

富山 28 キャンドルの地上絵 砺波・庄川水記念公園 ２０１６個で「こいっぴ」

29 やぐら大祭にぎわう 砺波 太鼓や獅子舞、夜高行燈

29 ３３年ぶり大例祭 砺波・秋元の観音堂

30 山田さん２連覇 健康麻将交流大会第６回小杉ふれあい杯

31 県勢９チーム進撃 高岡で万葉杯小学生バレー

32 子持ちアユ香ばしく 砺波・庄川の専門店

32 ６００人が心地よい汗 庄川で県民歩こう運動

北陸中日 5 発言 歌い踊り食べ納涼祭を満喫 福岡みよ子 ９０ 富山県砺波市

12 県内企業ここがスゴい！ 中小１６０社を掲載 就活生向け冊子 県が作製

17 滑川市武道大会 空手道、剣道

読売 26 病院の実力 ～富山編１０３ 大腸がん 直腸手術繊細な技術必要

26 少年野球 となみ野リーグ

   ５日　月曜日
北日本 25 砺波と南砺ステージ共演 となみ野フェス 演奏・飲食など楽しむ

26 軽快なリズム来場者を魅了 砺波でジャズの祭典

26 紫藤さん作品解説 砺波市美術館

富山 3 わがまち散歩 砺波市高波（江波） 団結心と獅子舞に誇り

14 第２８回県学童水泳大会 山川、吉岡が県学童新

15 おやべ４時間リレーラン 成績 ４時間一般

15 第６回全国ママさんバレーボール冬季大会県大会 決勝 喜楽2-1成美

17 森散策やクラフト作り 砺波で県内３保育園児、家族

17 「融和」のまちづくり探る となみＪＣ 南砺でとなみ野フェス

17 「食・職・色」に大勢来場 南砺市商工会青年部 ＳＹＯＫＵの祭典

17 Ｄチーム優勝 第１６回富山新聞社杯東般若ゲートボール大会
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21 高岡万葉杯小学生バレーボール 女子 野村（高岡）初優勝

25 １時間の雨量立山・芦峅で２７．５㍉ 砺波市で１４．５㍉

朝日 27 喜楽クラブ３年ぶり優勝 ママさんバレー冬季県予選

   ６日　火曜日
北日本 14 水泳 県学童大会 大会結果

18 砺波工業高生園児と交流 砺波 鷹栖保育所の園児と

19 市町村議会 砺波 公共施設２０％縮減へ 管理計画１１月策定

 19 〃 全員協議会 認定こども園運営方針示す

19 〃 砺波総合病院 高度ながん治療放射線装置導入 

23 交通事故防止誓う 県交通安全県民大会 ３６５人２４団体表彰

25 庄川で全身焼けた男性遺体 ５日午前１０時半ごろ、砺波市庄川町金屋の青山霊苑で

富山 21 わが町朝市夕市 砺波市

23 市町村議会（５日） 砺波市 子どもの貧困対策調査

23 〃 ２園給食、民間委託 認定こども園名称「出町」「南部」

23 校区全４地区青パトを配備 砺波北部小、出発式

26 事故防止の誓い新た 富山で交通安全県民大会

27 地鳴り 大きく実らせ焼きナスで 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

28 全身焼けた身元不明の男性遺体 砺波

北陸中日 16 １２議案などを提案 砺波市議会開会

17 ファイル１１０番 霊苑に身元不明遺体

読売 30 砺波でチューリップフェア 来年４月２１日から 栽培開始１００年

朝日 33 ニュース短信 砺波市議会が開会

   ７日　水曜日
北日本 14 リオパラリンピック２０１６ 南米初 あす午前開幕

18 読者のひろば 松村先生の功績 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

20 児童に青パト紹介 砺波 北部小校下の４地区

 21 人気チューリップずらり 砺波 四季彩館 ６０品種の球根販売

21 ３施設で電気設備点検 砺波 北陸電気管理技術者協会

24 災害時の対応放送に求める エフエムとなみ番審

25 庄川左岸のマツ５本伐採 富山河川国道事務所

富山 21 球根 総選挙上位１５品種 １００円ガチャガチャ 砺波 チューリップ四季彩館

21 タグラグビー楽しむ 砺波・庄川小４年生

読売 30 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市 源通ゆきみ

30 〃 川柳 砺波市 西能さとみ

30 〃 文芸サークルから 海潮砺波歌会

毎日 1 リオパラリンピック パラリンピックあす開幕

   ８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、砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

 22 風景画の力作そろう 高岡 砺波市の洋画家、吉川信一さんに習う「グループ彩華（さいか）」

25 庄川で温泉科学会大会 全国から会員４０人 多彩な研究発表

26 公民館活動の在り方考える 富山で県大会

26 県在住３人再入選 新制作展

27 庄川の男性遺体、身元特定 砺波署は７日、市内の男性（８６）だったと発表

富山 4 辛口 玄「浸透を」 串田若鶴酒造社長来社

31 初誕生 赤倉凛ちゃん 砺波市平成町

33 事件・事故 砺波の焼死体は８６歳男性

北陸中日 17 温泉見れば火山が分かる！？ 温泉科学会砺波で大会

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 30 ロンドンを超える 車いすバスケ 宮島徹也選手２７ 「チームに勢いを」

30 バレーボール 第６回全国ママさん冬季大会県予選（決勝） 喜楽ク２－１柳町ク

30 水泳 第２８回県学童大会

   ９日　金曜日
北日本 3 観光ビジネス理解深める 富山みらい創造塾 ８０人参加
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16 金曜ｍｅｅｔｓ ｖｏｌ．６ 山田香織さん（４８） 砺波市・料理研究家

22 仲間と集う 東山見、雄神地区共済友の会合同旅行  （砺波市 上野弘吉）

24 増山城跡望み釣り楽しもう 砺波 ２５日に大会

24 大正琴 本番へ息合わせ 南砺 琴清会 １８日に２０回目演奏会

24 新聞エコバッグ教室 善福寺デイサービス聚楽（砺波市東中）

32 リオで輝け 県関係選手 力発揮したい／チームに貢献 藤井・宮島が意気込み

富山 1 パラリンピック開幕 熱闘リオもう一度 宮島、藤井選手が出場

18 くらしの日記 語らう場の変化 春川正人 ６９歳

22 高岡戸出と砺波 きょう救急の日 訓練励む

23 ロビー展 社会福祉法人手をつなぐとなみ野福祉作業所南天桐作品展

26 広島Ｖコイ 砺波でファン後押し 庄川水記念公園

27 地鳴り 梨を守ろうとカラスと勝負 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

読売 23 Ｆｒｉｄａｙ富山 美術館・博物館情報

毎日 22 ギャラリーだより 郷土作家シリーズ１３「紫藤孝展」

 １０日　土曜日
北日本 15 きょうから熱戦 秋季県高校野球

16 ＲＩＯパラリンピック２０１６ 車いすバスケットボール 日本黒星発進

18～19 未来へ可能性きらり 入賞・入選９５９点 第４１回県青少年美術展 きょう開幕

22 自画像のポイント解説 上市中央小 藤森兼明さんが教室

22 読者のひろば 社会正義に反する 砺波市 宝田実（自営業 ５５歳）

22 仲間と集う 般若中第３０回卒同窓会（砺波市 田中千尋）

24 押し花アート多彩 砺波 四季彩館で作品展

25 時女さん書道講座 受講生の力作紹介 砺波 本社砺波支社カルチャー１５周年

富山 17 ＲＩＯ２０１６ パラリンピック 車いすバスケ 黒星スタート

25 市町村議会（９日） 南砺市 呉西中枢都市圏事業高岡、射水に集中せず

25 砺波の子ども稲刈り 東野尻幼稚園統合で最後に

25 〃 出町小５年生学校田で収穫

25 砺波南部小で手洗い学ぶ 砺波食品衛生協会の手洗い講座

25 高波Ａが優勝 第１２回砺波市老人クラブ連合会カローリング大会

27 きょうから秋季県高校野球 ２５日まで熱戦

29 地鳴り モネの色彩参考に花壇を 安カ川仁省 ６５歳（砺波市）

北陸中日 23 本紙の２販売店が高齢者見守り協力 砺波市と協定

読売 26 砺波の小学生稲刈りに挑戦 砺波市立出町小学校の５年生７２人

26 ＲＩＯ２０１６ 砺波出身 車いすバスケ宮島が奮闘 初戦トルコに敗れる

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １１日　日曜日
北日本 16 リオパラリンピック２０１６ 第３、４日 車いすバスケットボール 日本連敗

22 秋季県高校野球第１日 砺波工16-2片山学園

28 児童が稲刈り体験 砺波 砺波市出町小学校の５年生７１人

29 加越線の記憶たどる 庄川水資料館企画展

29 重篤な患者治療に特化 砺波総合病院 今後の体制で意向

29 「楽しむ」テーマの書 南砺 浅田玉翠さんが指導する４教室の交流書道展

31 新作家具２００点超高岡で展示販売 高校生らのデザイン展も

34 多感な心象にじむ９５９点 県青少年美術展が開幕

富山 25 第６９回秋季県高校野球大会第１日 砺波工16-2片山学園

25 バレーボール熱戦火ぶた 県高校秋季大会

27 加越線の写真や資料 砺波・庄川水資料館

27 迫力の音色響く 砺波市安川の砺波ロイヤルホテルで

北陸中日 19 秋季県高校野球大会 砺波工16-2片山学園

19 県学童水泳大会 成績結果

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県予選 試合結果

読売 28 少年野球 となみ野リーグ Ｂリーグ 福野4-0庄川

29 秋の高校野球県大会開幕 砺波工16-2片山学園

29 ＲＩＯ２０１６ 車いすバスケ宮島途中出場

朝日 31 秋季県高校野球が開幕 砺波工16-2片山学園
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毎日 26 秋の高校野球 ４６チーム出場 富山で県大会開幕

 １２日 月曜日
新聞休刊日

 １３日　火曜日
北日本 16 秋季県高校野球 第２日 砺波1-4富山第一

16 バスケットボール ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ予選 ＰＳＣダブル60-58庄西ク

17 リオパラリンピック２０１６ 第４、５、６日 車いすバスケットボール 日本初勝利

18 朝日・全国ビーチボール 女子３０歳以上でＳＦＣ（砺波）が優勝

18 突きや蹴り激しい攻防 スーパーファイティング北信越空手道選手権

25 祝金婚夫婦 支え合って半世紀 藤森榮次さん（７５）京子さん（７２） 砺波市庄川町青島

27 〃 ４２９組おめでとうございます 砺波市 ２２組

30 心込め節目の剣詩舞 剣楓会 砺波で来月３５周年大会

31 熊本城の復旧応援 増山城戦国祭り実行委

31 市町村議会 砺波 女性防災士の育成支援 避難所運営で活躍期待

31 〃 「べるもんた」活用働き掛け 市観光協・旅行会社に

32 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波北部小６年 白江一翔（しらえ かける）君

富山 16 パラリンピックＲＩＯ２０１６ 第４、５日 車いすバスケ意地の１勝

21 わが町朝市夕市 砺波市

22 第６９回秋季県高校野球大会第２日 砺波1-4富山第一

22 県高校秋季大会 バレーボール、ソフトテニス

24 砺波東部小５年、稲刈り 県砺波農林振興センター職員が指導

25 市町村議会（１２日） 砺波市 ３世代同居の推進 庁内横断で検討委

25 〃 氷見市 ため池にロープや看板、浮き輪を設置して事故防止対策

25 自画像楽しんで 芸術院会員・藤森さん指導 小矢部・蟹谷小

25 中居、初田さんＶ 第５回砺波市＆小矢部市グラウンドゴルフ親睦交流大会

26 第６２回前田杯バレーボール大会一般の部 男子③砺波倶楽部

27 組み合わせ決まる 富山新聞社旗寿野球県選抜

27 県勢５部門制す 第３３回全国ビーチボール競技大会最終日

29 地鳴り よく耳にするクマ出没の話 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 19 砺波市 女性防災士増に力 避難所の更衣や授乳 プライバシー確保

読売 32 全国ビーチボール県勢５部門制す 女子 ３０歳以上 ＳＦＣ（砺波市） 優勝

朝日 31 第６９回秋季県高校野球大会 砺波1-4富山第一

毎日 26 秋の高校野球県予選 砺波1-4富山第一

 １４日　水曜日
北日本 13 リオパラリンピック２０１６ 第６、７日 車いすバスケットボール 日本最終戦敗れ９、１０位決定戦へ

14 ソフトテニス 県高校秋季選手権 試合結果

14 ソフトテニス 砺波地区小学生秋季大会 大会結果

14 テニス 県秋季選手権 試合結果

14 バレーボール 前田杯大会 一般の部 大会結果

14 バレーボール 県高校秋季大会 大会結果

14 グラウンドゴルフ第１１回県年金受給者協会大会 大会結果

20 藍染めなど味わい深く 砺波 鷹栖出の佐武朝子さんの染色作品展

21 市町村議会 砺波 デマンドタクシー実証運行 来年１０月高齢化率高い地区

21 〃 市内の全小学校に防犯カメラ設置

21 ペタンク 第５回県年金受給者協会砺波支部大会

富山 17 パラリンピックＲＩＯ２０１６ 第６、７日 車いすバスケ９、１０位戦へ

20 市町村議会（１３日） 砺波市 障害者用の駐車場増設 砺波総合病院、５～８台分

21 昔ながらの農業体験 砺波・庄川小５年生

25 ＬＥＤ、竹でカラス対策 砺波・出町 「博士」杉田教授が助言

25 デスク日誌 手探りのスタートに

26 ３６中学９高校を表彰 カギかけ防犯コンテスト

北陸中日 16 乗り合いタクシー実証実験を実施へ 砺波市、一部地域で

16 カラス撃退法専門家に聞く 砺波・出町地区の住民

読売 29 イラスト 土江田玲子（砺波市）

30 高齢者らの見守りで砺波市がＹＣと協定 砺波市役所で締結式
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30 秋の高校野球県大会 富山第一4-1砺波

31 宮島３得点 車いすバスケ

 １５日　木曜日
北日本 5 ウイスキー蒸留所改修 若鶴酒造 来年６月完成 見学コースも整備

13 北日本歌壇の集い 砺波市 安念智栄子、中井溥子

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館、砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

22 県高校サッカー２５日開幕 全国懸け４１校熱戦

26 リポート２０１６ チューリップ球根出荷増 県内栽培面積は減ったけど…

26 新聞エコバッグ教室 石坂公民館(砺波市東保)

27 市町村議会 砺波 「早期措置」の橋１３カ所 ５年以内改修望ましく

27 〃 地滑り被害県道来年３月に開通 井栗谷大門線

30 散居村縦断マラソン「多くの人に参加を」 実行委メンバー来社

31 クマ出没情報 砺波市

北日本こども 1 夏休みに取材したよ インデックス

5 ふるさと情報砺波 チューリップ四季彩館、砺波市美術館

13 伝統料理にチャレンジ 総合カレッジＳＥＯ 瀬尾先生に教えてもらいました

16 聞きもらさない チューリップ四季彩館

富山 4 若鶴酒造 ウイスキー蒸留所を産業観光施設に 愛好者から資金募り改修

27 市町村議会（１４日）砺波市 来年３月までに開通 井栗谷の県道通行止め

29 全国へ４１校熱戦 県高校サッカー ２５日に１回戦

30 晩秋の砺波楽しんで 散居村マラソン ＰＲ隊が来社

32 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 4 平和の俳句 砺波市 藤井健治

18 となみマラソン参加を呼び掛け 実行委、本紙富山支局で

19 第９５回全国高校サッカー選手権県大会 ４１校対戦相手決まる

19 高岡砺波スマートＩＣ隣接地域 「産業団地に」市長意欲

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 28 全国高校サッカー ４１校全国目指し熱戦 県大会２５日開幕

28 となみ庄川マラソン実行委メンバーＰＲ 読売新聞富山支局

28 球根入ったガチャガチャ 砺波・チューリップＰＲ

毎日 26 全国高校ラグビー ７チーム「花園」目指す 県大会２５日開幕組み合わせ決まる

26 蒸留所改修観光拠点に 砺波・若鶴酒造 ネットで資金募る

 １６日　金曜日
北日本 3 県議会 来秋までに地震被害予測

24 リオパラリンピック２０１６ 第８、９日 車いすバスケットボール 日本９位

24 軟式野球 県生涯古希後期大会 大会結果

24 ３６チーム成果競う 県年金受給者協ゲートボール

28 ロビー展 北陸銀行砺波支店

29 診療情報ネット 連携検討 砺波・高岡医療圏 広域的な病診期待

29 浴場の庭園に平等院の模型 砺波 木戸さん製作

34 中秋の名月に太鼓演奏楽しむ 砺波市文化協会

富山 3 来秋までに地震被害調査 県議会一般質問 砺波平野、邑知潟、森本・富樫対象に

20 浴場中庭にミニ鳳凰堂 砺波・木戸さん、北部苑で製作

21 市町村議会（１５日）砺波市 砺波総合病院が方針 紹介や逆紹介率向上

23 上野君（砺波東部小）が最高賞 ＭＯＡ砺波児童作品展本社賞３点

25 地鳴り 疲れず歩けた感謝の一日 西川良子 ６３歳（砺波市）

25 〃 健康のため玄米に大豆 春川正人 ６９歳（砺波市）

北陸中日 19 「鳳凰堂」男風呂庭園に 砺波・北部苑に寄贈 木戸さん１０ｶ月かけた力作

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

24 蒸留所改修費ネットで募る 若鶴酒造 返礼品にウイスキーなど

25 ＲＩＯ２０１６ 宮島途中出場イランに勝利 車いすバスケ・９位

朝日 25 富山産故郷で栄冠 チューリップ原産トルコ・国際園芸博 切り花５品種入賞

毎日 26 みんなで砺波走ろう マラソン呼びかけ １１月２０日開催
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 １７日　土曜日
北日本 3 県西部６市で統一 子ども医療費助成 来年４月圏域内受診無料に

3 となみ政経懇話会 ９月例会 地震に強い住宅必要 古村氏（東京大地震研副所長）が講演

16 きょう２回戦８試合 秋季県高校野球

16 西川県協会長がＶリーグ新理事 日本バレーボールリーグ機構

26 満開ヒマワリ園児が楽しむ 砺波 高波幼稚園の園児が

27 新体育センター敷地拡大の見通し 砺波

 27 ざっくばらん 県園芸研究所花き課研究員 山川美樹さん（高岡市・２４歳）

27 季節の花と一緒に七五三の記念撮影 砺波 チューリップ四季彩館

30 記者ぶろぐ 子ども見守る大樹

33 風車 砺波市役所のサクラ

富山 27 市町村議会（１６日） 砺波市 来年度採用予定１９人

27 「税の絵」応募はがき届ける 砺波法人会女性部会

27 北陸コカ・コーラ預託 ２８万１９２７円を砺波善意銀行に

28 砺波の稲作に関心 ＪＩＣＡ研修生ミュージアム訪問

28 第７０回県バスケットボール男女総合選手権 男子３回戦 Ｐ・Ｓ・Ｃ・ＤＯＵＢＬＥ60-58庄西ク

29 ３４競技に３６０選手出場 来月１日から岩手国体 岩手国体県選手団

29 きょう２回戦８試合 秋季県高校野球

北陸中日 17 越中春秋 デマンド

17 砺波善意銀行に２８万２０００円を寄付 北陸コカ・コーラ

 １８日　日曜日
北日本 1 天地人 砺波市の増山城跡

13 秋季県高校野球 第３日 砺波工7-9高岡第一

16 ２４チーム熱戦 砺波市長杯ミニバスケ

22 仲間と集う 出町中昭和４１年卒同窓会（砺波市 源通一郎）

24 安全教育の指導法学ぶ 砺波 砺波市児童クラブ連合会

24 店舗周辺をきれいに 南砺、砺波、小矢部市で食品スーパー「サンキュー」を展開する三喜有

 25 表現技法の変遷武部さんが語る 砺波 庄川美術館で洋画展

25 小中１２校から１１４点 砺波 砺波市小・中学校科学作品展

25 アフリカ視察団が農業学ぶ 砺波 となみ散居村ミュージアムを訪れ

25 多彩な日本画並ぶ 砺波 北日本新聞砺波支社カルチャー教室

25 一瞬を捉えた写真４２点 砺波 フォトクラブとなみ野

富山 24 ６種目で体力調査 庄川体育センターで

25 自由研究の成果披露 砺波

25 家族が農業体験 砺波 アグリＴＯＮＡＭＩ２１のコシヒカリオーナー「稲刈り体験ツアー」

25 福澤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会清流杯

25 交通事故防止の注意点説く 松本建設（砺波市）の第３２回マツケンセミナー

25 祖父母に感謝のランタン 砺波市出町児童センター

26 敬老の日発表会ダンスなど披露 となみ・ラモーダ

27 第６９回秋季県高校野球大会第３日 砺波工7-9高岡第一

27 岩手国体県選手団 サッカー

29 地鳴り 稲刈り終えみんなに感謝 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 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 砺波工7-9高岡第一

19 県高校秋季大会兼県高校弓道選手権大会 大会結果

読売 27 秋の高校野球県大会 高岡第一9-7砺波工

朝日 22 第６９回秋季県高校野球大会 砺波工7-9高岡第一

毎日 24 秋の高校野球県大会 砺波工7-9高岡第一

 １９日　月曜日
北日本 9 追想 ありし日 女性の地位向上に力を注いだ元県理事 朝倉悦子さん（砺波市表町）

17 硬式野球 県少年選手権 氷見市硬式4-3となみのマリナーズ

17 ソフトボール 県ミズノ杯争奪女子選手権 決勝 ダイヤモンドキッズ11-0宮野Ｓｈｉｎｅ Ｄｒｅａｍｓ

18 １３３ペア激しいラリー なんとオープンバド

18 ３回戦８試合雨できょうに順延 秋季県高校野球

23 税への理解深めて 砺波 砺波法人会女性部会

 23 バザーの売上金預託 砺波 北陸コカ・コーラボトリング
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23 オーナーが稲刈り体験 砺波 コシヒカリオーナーの稲刈り体験ツアー

23 米寿おめでとう 砺波 やなぜ苑利用者６人祝う

23 ざっくばらん 高岡南ライオンズクラブ幹事 田邉ゆかりさん（砺波市・６１歳）

26 県高校ロボット競技大会 ②砺工レンジャー（砺波工）他

富山 1 南砺で麦屋節コンクール 小３以下 平野さん（砺波市）

19 岩手国体県選手団 体操（新体操） ホッケーなど

21 県勢４チームリーグ決定戦へ となみカップＵ－１１少年サッカー

21 ３回戦は順延 秋季県高校野球

21 魚津工の「夢幻」優勝 県高校ロボット競技

北陸中日 13 県高校秋季大会バレーボール競技 大会結果

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 男子③砺波倶楽部

朝日 25 ５団体が全国大会へ 北陸小学校バンドフェス・北陸マーチングコン

25 雨で８試合順延 秋季県高校野球

 ２０日　火曜日
北日本 3 ため池耐震不足６割 県内震度７で決壊の恐れ

11 軟式野球 中部日本都市対抗県大会 上滝エンジェルス7-5砺波市役所

11 バレーボール 全日本９人制総合男女選手権県予選会 男子 準決勝 北陸電力2-０砺波倶楽部

11 ラグビー 県社会人リーグ 第４節 砺波ＲＦＣ28-0富山ＲＦＣ

11 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－15）リーグ １９日、砺波総合公園ほか

17 鍛錬の成果競う 高岡 市剣道大会

 17 気合込め対戦 南砺 高瀬神社奉納剣道

17 盛崎さん（高岡）最優秀賞 砺波 第２６回散居節のど自慢大会

18 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波北部小６年 中村彩惺（なかむら あせい）君 畑山優空（はたやま ゆら）さん

富山 17 わが町朝市夕市 砺波市

19 名工・竹内源造が鏝絵 唐破風の屋根、扉修復 砺波市文化財 千光寺土蔵

19 四季彩館で七五三写真 砺波

19 ロビー展 関侊雲仏所 川端貴子、菊池藍作品展 富山銀行庄川支店

21 となみカップＵ－１１少年サッカー大会最終日 アズー高岡 県勢初Ｖ

22 童話コンクール入賞決定 富山児童文学賞に平井さん（富山）

23 地鳴り 秋冬野菜に備え畑仕事 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

25 高山線と城端線列車運休や遅れ 雨量が規制値を超え

朝日 23 チューリップ人気順に販売 砺波 球根１５種

23 ８試合雨で順延 秋季県高校野球

 ２１日 水曜日
北日本 1 天地人 砺波市チューリップ四季彩館で企画普及係として働く嶋田武明さん（４４）

11 県内基準地価 県内の基準地価一覧 砺波市

20 弓道 県高校選手権 大会結果

20 県柔道連盟昇段審査会合格者 大橋健矢（出町中）ほか

22 読者のひろば 秋の夜長を楽しむ 砺波市 横井君子（主婦 ７３歳）

23 認知症 理解広げたい 本人・家族・支援者らが全国リレー ２３日には県内５ルート

24 となみ野アート 佐々木喜美子日本画展

25 ２病院維持 赤字縮小目指す 南砺市民、南砺中央両病院改革について

25 百歳体操継続１年たたえる 砺波 「十楽会」表彰

31 台風１６号 列島に記録的大雨 県内 土砂崩れや交通乱れ

富山 1 基準地価 富山市３年連続プラス 県平均 下落率０．３％に縮小

3 タイムライン ８市町で策定 ５市町村２０年度までに

5 富山の基準地価 新幹線効果 駅北に波及 住宅需要に高まり

11 北陸三県の基準地価 砺波市

19 絵画部３人奨励賞 伏黒さん会員推挙 第６２回一陽展

25 病院で踊りや肩たたき 砺波・東部保育所年長児

25 干し柿教えた２０年を冊子に 南砺・窪田さん、福光東部小へ

25 百歳体操継続１年十楽会に表彰状 砺波市

26 県柔道連盟第２回昇段審査会合格者 大橋健矢（出町中）ほか

29 地鳴り 当たったら何に使うか  犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 12 基準地価 砺波市
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19 「百歳体操」継続１年で十楽会表彰 砺波市

読売 27 はてな？ 秋風にゆらゆら 砺波市・別所武 ７７、野田節子 ６９

28 県内の基準地価 砺波市

朝日 28 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

 ２２日　木曜日
北日本 17 北日本俳壇の集い 特選 安藤やすを  佳作 二俣れい子

23 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

23 情報かわらばん となみ野

23 県内朝市夕市 砺波市

29 市町村議会 砺波 補正予算など１１議案可決

29 論戦を振り返って 事業の運用 柔軟に

33 赤色基調の油彩画 花や風景３５点並ぶ 富山 谷井さん個展

34 優美な調べ堪能 高岡・木津で「弦楽の夕べ」

34 県内３人に奨励賞 一陽展

36 死亡ひき逃げ県職員不起訴 地検高岡

富山 30 市民２００人人波作戦 砺波市

31 となみセントラルとLCが合同例会 地区ガバナー迎え

31 千賀さん優勝 第２回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

31 市町村議会 ２１日 砺波市 人権擁護委員の３氏推薦に同意

33 きょう３回戦８試合 秋季県高校野球

33 となみRG全国へ 北信越ジュニア新体操選手権

33 国体へ奮闘誓う 各地で選手団 砺波

35 地鳴り カメラも町屋もまだまだ使える 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 砺波市議会が１１議案可決 砺波市議会九月定例会

17 秋の交通安全運動スタート １００人の人波 砺波で訴え

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

26 死亡ひき逃げ疑い県職員を不起訴に 地検高岡支部

読売 31 県職員を不起訴 砺波市で今年２月に起きた死亡ひき逃げ事件

 ２３日　金曜日
北日本 14 となみ政経懇ゴルフ 安達さん（南砺）が優勝

14 硬式野球 県少年選手権 Ｅグループ 高岡ヤングベースボールクラブ２－２となみ野ヤンキース

14 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 出町３－１レオーネFC

14 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

18・19 越中座記念イベント パンフェス！ とべーぐる 砺波マチナカ店、ビット

20 読者のひろば ヤングコーナー 都市のあるべき姿 砺波市 佐藤優佳（高岡高３年 １８歳）

22 久野LCガバナーが来訪 南砺 ライオンンズクラブ（LC）国際協会３３４-D地区の久野好輝ガバナー

22 洋画や日本画 彫刻の力作並ぶ 高岡 末広美術展

23 鏝絵生かし まちづくりを 射水 あすから小杉でサミット

23 創立１０周年迎えさらなる飛躍誓う 砺波 県中小企業家同友会支部

23 ＮＺ産チューリップ華やか 砺波 四季彩館 ガラスのタワーに展示

31 風車 砺波青少年自然の家のオープンデー

富山 19 受講生と講師が２６点 南砺で福彩＋α水彩画展

19 四季彩館、キクで秋演出 砺波、ハロウィーンも装飾

19 家族が工作や運動 県砺波青少年自然の家

19 徳万C優勝 第１４回般若地区老人クラブ連合会長杯争奪ペタンク大会

北陸中日 5 発言 想像も付かぬ「１０万年管理」 会社員 石丸秀幸 ５７ 富山県砺波市

12 友情の石像美術館 砺波 松村さん 工房跡 来春開館へ

12 華やか英国園芸 中央植物園企画展 世界最古植物学雑誌を展示

12 となみ野支部が１０周年記念例会 県中小企業家同友会

13 Ｕターン就職 勧めて 県、学生父母向けセミナー

 ２４日　土曜日
北日本 11 越中座記念イベント パンフェス！ とべーぐる（富山市ほか）、ビット（砺波市）

22 わが家のアイドル 永山逞大ちゃん ３歳 砺波市杉木

24 正調麦屋節伸びやか 五箇山麦屋まつり のど自慢コンクール
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24 タワー変身 光のアート クロスランドおやべ きょう点灯

24 戦国武将と給食 砺波 市内小中・幼稚園 増山城跡にちなみ

24 風景描いた力作５３点 砺波 マドカグループの会員展

 25 総合計画案「妥当」と答申 砺波 市審議会

25 自作童話砺波市大会 角野さん（砺波東部小６）最優秀

30 郷土の魅力再発見 バスツアーに１１２人

30 施設入居者や児童が作品見学 グループホーム庄の里の入居者ら

富山 16 １０月イベント一覧 五鹿屋地区民大運動会ほか

16 １０月新設・体験講座 となみ・ラモーダスタジオ アピタ砺波スタジオ

25 砺波の保全策 安曇野が視察 「屋敷林」縁に交流

25 戦国時代の味「おいしい」 増山城祭りへ砺波で給食

25 総合計画案を答申 砺波市

27 ４種目で大会新 陸上 県高校新人大会

28 夜空に光のアート 小矢部で試験点灯

29 地鳴り 少子化問題早く解決を 西川良子 ６３歳（砺波市）

北陸中日 14 地場証券「富山の陣」 今村が来春進出 競争激化へ

18 まちづくり指針案基本方針絞り答申 砺波市長に審議会

19 上杉謙信の食「おいしい」 砺波の小中などで戦国給食

19 老松さんら最優秀 砺波ボランティア作文、標語審査

読売 31 Ｓａｔｕｒｄａｙとやま よっさん（砺波市）

32 クロスランドタワー 今夜虹色に

 ２５日　日曜日
北日本 20 県高校ラグビー 花園懸けきょう開幕 第９６回全国高校ラグビー県大会

24 秋に合わせた陶器と布作品 砺波 表町のギャラリー和音で

25 作文・標語の入選者表彰 砺波 砺波市ボランティアフェスティバル

25 散居の景観継承しよう となみ野田園空間博物館創立１０周年式典

31 鏝絵文化次世代に 射水で全国サミットまちづくり提言

31 菅笠手に２５０人町流し華やか まつり締めくくり

富山 25 砺波でボランティアフェスティバル 庄川水記念公園で

 25 散居村保護へ思い新た 砺波で創立１０周年式典 となみ野田園空間博物館

25 男子は浅長さん 女子斎藤さんV 砺波市パークゴルフ協会月例大会

26 ダイヤモンドキッズ４強進出 第２９回北信越小学生男子・女子ソフトボール大会第１日

27 県高校新人大会・秋季大会 新人・陸上

28 飯田、有沢さん入選 水彩画の第１８回水彩人展

29 地鳴り ツバメの子育てに見習う 河合泰 ８３歳（砺波市）

29 コント 砺波・越中之助

北陸中日 5 発言 汗流し畑仕事秋へ準備完了 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

19 「美しい砺波平野景観保全議論を」 博物館１０周年講演

朝日 8 声 春の暴風耐え収穫の秋    農業 島田 栄 （富山県 ６８）

 ２６日　月曜日
北日本 10 県現代俳句協会秋季吟行大会 ６位 砺波市 沖田泰子、９位 砺波市 沖田泰子

11 追想 ありし日 調査・研究に生涯をささげた富山民俗の会前代表 佐伯安一さん（砺波市久泉）

18 グラウンドゴルフ 砺波市グラウンド・ゴルフ協会秋季大会

19 陸上 県高校新人大会 大会結果

19 バスケットボール ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ県予選 ２５日、県西部体育センター

23 戦国ロマン思いはせ 砺波で増山城祭り・釣り大会イベント多彩に

23 児童ら自転車で６８キロ完走 庄川水記念公園から

23 情緒豊かに３８曲披露 三味線教室「和の会」２０周年記念し公演

 23 庄川芸能協会が成果発表 砺波 砺波市文化祭の第３４回庄川芸能発表会

富山 16 増山城跡戦国気分浸る 砺波で祭り 武者行列や歩きながらクイズ挑戦

17 砺波・やなぜ苑でまつり 砺波市柳瀬の特別養護老人ホーム「やなぜ苑」で

17 庄川沿いをサイクリング 庄川スポーツクラブアユーズのサイクリング

18 １回戦で火ぶた 第９５回全国高校サッカー選手権」県大会第１日

18 全国目指し熱戦 第９６回全国高校ラグビー県大会第１日

20 初段６人、二段１４人 素人そば打ち認定 利賀で大会
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21 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

21 地鳴り 台風被害は少ないように 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 16 ハロウィーン心躍る 砺波・四季彩館 秋の花木で演出

朝日 32 住民ら武者行列「戦国祭り」開く 砺波・増山城跡

毎日 26 全国高校ラグビー 県大会開幕 砺波、高岡第一準決勝へ

 ２７日　火曜日
北日本 15 ソフトテニス 県小学生秋季大会 男子４年以下 ③丸山慈央・中谷来稀（庄川スポ少）

15 グラウンドゴルフ 油田クラブ通年コンペ 大会結果

19 運動の楽しさ教え１０年 砺波「キッズスポーツ道場」 低学年対象多彩な競技

19 医療や福祉窓口一覧に 高波地区福祉推進協便利ポスター作成

19 シメジ配り「ベルト締めて」 砺波 栴檀野幼稚園の園児

19 砺波市人事 10月1日

 20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波北部小６年 小川ひかりさん、井上ねねさん

23 増山城の魅力熱く語る 春風亭昇太砺波でトーク 市長から名誉城主に認定

25 県内の２人再入選 自由美術展

25 県内２人再入選 水彩人展

富山 23 わが町朝市夕市 砺波市

24 医療、福祉の連絡先一覧 砺波・高波 便利ポスター制作

25 砺波市が１日付人事 課長級１件など計３５件

29 地鳴り 早とちりには注意して行動 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

 ２８日　水曜日
北日本 1 増額の是非改めて議論 砺波市議会自民会

15 北日本文芸 歌壇 佳作 砺波市 藤井哲夫、山森和子、山田泰子 他入選

15 〃 俳壇 佳作 砺波市 藤井哲尾、石崎和男、中邨宗承、廣橋玉枝、宮浦のぶあき、源通ゆきみ、小野田裕司

18 第４６回砺波地区中学校新人大会 大会結果

22 まつりで住民と交流 砺波 特養ホームやなぜ苑

23 砺波高校歌パンフ表紙スケッチ人気 砺波 市美術館・紫藤さん展

 28 １００万本のコスモス散居景観見に来て 来月となみ夢の平スキー場

28 チューリップ球根生産 ダニ防除新方法確立 県園芸研究所県花卉球根農協農家の負担軽減

29 飲酒検知拒否容疑で男逮捕 砺波署

29 平成２８年度学校保健および学校安全文部科学大臣表彰 学校医 山本郁夫（砺波市立庄東小学校）

富山 27 平成２８年度学校保健および学校安全文部科学大臣表彰 学校医 山本郁夫（砺波市立庄東小学校）

28 内川沿いにガラス工房 砺波の齊藤さん、空き家改修 「創作通じ魅力伝える」

28 １００万本のコスモス見て 来月１日開幕 砺波のＰＲ隊来社

29 事件・事故 呼気検査拒否疑いの男逮捕

北陸中日 13 となみ夢の平でコスモスめでて 実行委、本社でＰＲ

16 ファイル１１０番 呼気検査を拒否した疑い

16 平成２８年度学校保健および学校安全文部科学大臣表彰 学校医 山本郁夫（砺波市立庄東小学校）

17 がんばれ県勢！！ 希望郷いわて国体 県選手団名簿 上

読売 31 絵手紙 土江田玲子（砺波市）

32 コスモスと景観楽しもう 夢の平で来月１日から

32 少年野球 となみ野リーグ

毎日 26 コスモス鑑賞に来て！！ 来月、砺波・夢の平スキー場

 ２９日　木曜日
北日本 3 県教育委員に村上・藤重氏 公安・久和氏 監査・上田氏

20 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館、砺波市美術館

21 情報かわらばん となみ野

21 県内朝市夕市 砺波市

29 用水と排水一体管理 砺波 庄川合口用水会館が完成

30 とやまニュースのツボ 政務活動費 ずさんな管理改革を

 34 花と緑のポスター原画・標語コンクール 標語 佳作 市川凜（砺波南部小１）、川田華暖（砺波南部小６）

富山 29 福祉作業所南天桐 三郎丸に移転新築 砺波

29 庄川合口用水会館で竣工式 砺波 庄川左岸管理も予定

29 砺波工高生、赤ちゃん抱く 砺波工高で、赤ちゃんふれあい体験

33 砺波地区中学校新人大会 大会結果
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北陸中日 20 庄川合口用水会館が完成 庄川左岸農地防災事業所の中央管理所が新たに入居する予定

21 作業スペースゆったり 砺波 作業所「南天桐」完成式

21 がんばれ県勢！！ 希望郷いわて国体 県選手団名簿 下

22 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

 ３０日　金曜日
北日本 5 日本酒の限定頒布会 若鶴酒造（砺波市三郎丸）

20 ２０１６希望郷いわて国体 出場県選手

22 読者のひろば 心の監視カメラを 砺波市 犀川啓子（主婦 ７４歳）

25 認知症適切な服薬助言 砺波・高齢者カフェで相談会

25 独自視点で捉えた３６点 砺波 国画会写真部とやま展

30 絵画や書学びの成果 ２８講座３００人合同作品展 合同作品展出品講座・講師名

31 福岡町の用水に男性遺体 砺波市鷹栖出、無職、折田信義さん（７０）

33 小矢部で窃盗容疑男２人を再逮捕 県警

 富山 24 大玉転がしなどで交流 県手をつなぐ育成会などのとなみ地区ふれあい育成スポーツ大会

27 初誕生 尾田愛瑠（おだ あいる）ちゃん 砺波市鷹栖

29 事件・事故 高岡の用水に男性遺体

北陸中日 29 高岡の用水内で砺波の男性死亡 砺波市鷹栖出、無職折田信義さん（７０）

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

28 農業用水と排水管理施設が完成 庄川合口

朝日 30 コスモス一望リフトから 砺波のスキー場

31 ニュース短信 県条例違反容疑で逮捕された病院職員を懲戒免職

毎日 26 市民病院療法士南砺市が懲戒免 条例違反容疑で逮捕

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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