
　　　　　　　２０１４年（平成２６）１１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　土曜日
北日本 1 天地人 「平成の大合併で」砺波、南砺両市はきょう１０周年を迎える

3 公明と政策協定 桜井氏　小矢部市長選で　嶋村砺波市議が同席

17 南砺福野高校創立１２０周年 きょう記念式典 ごあいさつ　校長　竹田誠

19 南砺福野高校１２０周年ＯＢインタビュー 西井謙治氏　仲間と「達成感」味わう

21 とやまキトキト１００選　第１５回秋冬の味覚 ５位　庄川ゆず、評　瀬尾学園総合カレッジＳＥＯ

23 老朽空き家除去へ 砺波市年内にも跡地を有効活用

23 １人暮らしお年寄り交流 砺波市出町地区の福祉推進協議会と民生児童委員協議会

24 金屋石採掘跡にしめ縄 庄川できょう祭事　男女組の神祭る

24 ゆるキャラの紙芝居 となみ元気道場が制作

31 県教育功労６８人１７団体 ４日に表彰式

31 県警・自動車安全運転センター第２期優秀安全運転事業所表彰 銀賞 トナミ運輸砺波支店

31 統合署所の建設計画説明 砺波地域消防組合議会全員協議会　来年３月着工

富山 3 １１月普通交付税富山県は３２４億円 砺波　１２億５７７９万円

28 功労者ら表彰式 砺波市

29 砺波市長会見 来年度一般会計２１０億円台　

29 〃 年内にも取り壊し第１号　空き家条例で市

29 継承祈ってしめ縄飾る 砺波　金屋石採掘場跡　きょう祭り　

29 南砺東分署と津沢出張所の概要説明 砺波消防議会全協

30 富山県立南砺福野高校創立１２０周年 ごあいさつ　富山県立南砺福野高等学校　校長　竹田誠

31 教育功労に６８人１７団体 県教委　４日に表彰式

34 きょう合併１０周年　成果と課題 砺波市　「小規模でも効果大」　インフラ整備、観光促進

34 砺波市と北海道むかわ町 高校野球で交流促進　訪問団が市役所に

35 地鳴り 妻の悲しみを見守るしかなく　浦外喜夫　６５歳　（砺波市）

35 〃 体の維持管理で寒さをしのぐ　石川祐惠　６６歳　（砺波市）

北陸中日 5 発言 カジノ解禁法嘆かわしい話　貝渕文夫　65　砺波市

16 県教委表彰６８人１７団体 表彰式は４日に県庁で

17 砺波ＰＲ紙芝居完成 チューリ君リップちゃん物語

読売 28 祝 創立１２０周年 南砺福野高等学校 ごあいさつ　校長　竹田誠

32 チューリップ公園ライトアップＰＲ 砺波市職員ら

34 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

34 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

34 〃 海潮砺波歌会

朝日 26 ゆるキャラ紙芝居制作 砺波

毎日 22 大塚監督（富山第一）ら６８人 県教育功労者１７団体も

　　　２日　日曜日
北日本 1 １０万の〝光の花〟満開 砺波ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

17 砺波工業と鵡川高（北海道）対戦 市合併10周年で野球交流

17 サッカー高円宮杯県ユース（Ｕ-15） 2部　雄山中2-0庄西中

17 テニス県秋季選手権18歳以下男子シングルス 準決勝　八倉巻恭平（早月中）6-2長山海（庄西中）

17 市内の小中学生真剣に打ち合う 砺波・卓球選手権

20 「故郷の豊かさ実感」 挿絵の藤森兼明さん　砺波市庄川町出身

23 上中野配水場が完成　砺波 庄川地域への送水管も整備

23 菊花大賞に島田さん（砺波） 第86回県高岡菊花大会　最高賞の菊花大賞は島田洋一さん

24 気になる店食べ歩いて 砺波南砺　にぎわい創出へ50店参加

28 秋の褒章　県内から１０人 保護司　吉江忠了（71）　　砺波市庄川町金屋

30 県内版画家作品一堂に 庄川美術館企画展　テーマや技法多彩

30 県高校英語プレゼン スピーチ部門　優秀賞＝木戸大輔（砺波２）

富山 1 砺波市合併１０周年１０万個　キラキラ 「ミッション」始まる

19 砺波市、施設を無料開放 「ザ・となみ・デー」

19 上中野配水場が竣工 砺波　市内９割以上に供給
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19 「金屋石」祭り伝統継承誓う 砺波・庄川

21 県高校英語コンテスト スピーチ部門　優秀賞に木戸大輔君（砺波高２年）

21 初誕生 山本　結陽（やまもと ゆうひ）ちゃん　　砺波市庄川町青島

22 秋の褒章　県内１０氏、功績に光 吉江忠了氏（71）　　砺波市庄川町金屋

23 地鳴り ビジネスマンも新幹線に期待　　藤井　昭通　42歳（砺波市・会社員）

北陸中日 10 秋の褒章県内１０人 藍綬褒章　吉江忠了（71）＝保護司　更生保護に功績　砺波市

10 チューリップ電飾の花咲く 砺波で催し始まる

読売 29 秋の褒章１０人に栄誉 吉江忠了　71　　砺波市　（保護司）

　　　３日　月曜日
北日本 5 社説 砺波・千光寺展　精神文化に触れる好機

6 秋の叙勲　県内受章者 瑞宝小綬章　式部吉正　砺波市庄川町庄

6 〃 瑞宝双光章　坂井昭吉　砺波市庄川町三谷

12 県高校駅伝（男子第６５回、女子第２７回） 女子総合成績③砺波　１時間２１分５７秒

13 柔道　県高校秋季大会 【女子】48㌔級②中嶋志朋（砺波）、52㌔級②荒木千尋（砺波工）

13 バスケットボール　県高校選抜優勝大会 男子3回戦高岡商77-45砺波工、女子3回戦高岡第一88-51砺波

15 高校野球　砺波市・むかわ町交流大会 鵡川5-0砺波　鵡川17-3砺波工

19 とやま文芸散歩 砂田春汀　砺波市在住

23 幅広いジャンルの29点 砺波　本社砺波支社ギャラリー　城端美術協会20周年展

28 越中いさみ太鼓・春蘭（砺波）に栄冠 日本太鼓ジュニア県大会

28 実行委会長賞小堀さん（金沢） 南砺菊まつりきょう開幕　【北陸菊花大会】　【南砺菊花大会】

28 県内優良賞に赤尾さん（砺波高） 全国高校生読書体験記コンクール

富山 9 ふるさと振興に貢献　道を究め4029人輝く 瑞宝小綬章　式部吉正　砺波市庄川町庄

9 〃 瑞宝双光章　坂井昭吉　砺波市庄川町三谷

12 男子第６５回・女子第２７回県高校駅伝競走大会 女子　③砺波　１時間２１分５７秒

12 男女4強出そろう 第45回全国高校バスケットボール選抜優勝大会県予選第2日

12 県高校秋季柔道選手権 大会結果

12 県高校剣道選手権 大会結果

12 第22回立山科学グループ杯フレッシュテニス大会 大会結果

12 県秋季ジュニアテニス選手権 大会結果

12 第12回県社会人ラグビーリーグ 大会結果

12 高円宮杯県ユース（Ｕ－15）サッカーリーグ 大会結果

18 竹中むかわ町長が始球式 砺波市　合併10周年高校野球交流大会

19 稚児行列華やかに 庄川で親鸞聖人750回大遠忌法要

19 第１常会Ａ優勝 第１０回五鹿屋地区ペタンク大会

19 井波・庄川が消防訓練 南砺市消防団井波方面団と砺波市消防団庄川方面隊

19 ３市の消防が連携訓練 砺波地域消防連絡会の消防訓練

21 ミニバスケットボール第20回サザンクロス・カップ北陸交歓大会 砺波で熱戦開始

21 第８回高岡地区Ｊｒサッカー大会ラビットカップ最終日 決勝Ｔに熱戦   大会結果

23 月曜川柳　乱反射 浦外喜夫（砺波）

北陸中日 14 秋の叙勲 功績に光　県内５１人、ゆかりの１０人に 瑞宝小綬章　式部吉正（砺波市）瑞宝双光章　坂井昭吉（砺波市）

15 県高校秋季大会県高校秋季柔道選手権大会 大会結果

16 「金屋石」関心持って 砺波　祭事や講演でＰＲ

読売 25 秋の叙勲に６１人 瑞宝小綬章　式部吉正（砺波市）瑞宝双光章　坂井昭吉（砺波市）

25 県高校駅伝　富山商アベックＶ 女子<3>砺波

29 読売歌壇 栗木京子選　砺波市　小林圭子

朝日　 21 秋の叙勲　県内から５１人 瑞宝小綬章　式部吉正（砺波市）瑞宝双光章　坂井昭吉（砺波市）

毎日 24 秋の叙勲 県内から５１人受章

日本経済 30 秋の叙勲受章者 瑞宝小綬章　式部吉正（砺波市）瑞宝双光章　坂井昭吉（砺波市）

　　　４日　火曜日
北日本 13 ３市１１チーム競う 本社杯砺波地区少年サッカー

13 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ－15）リーグ 大会結果

13 ラグビー　県社会人リーグ 大会結果

18 市合併１０年祝い歌や踊り多彩に 砺波　市文化祭芸能発表会

19 勇壮獅子舞初の競演 砺波の宮村・三郎丸　病院前で患者励ます

26 チューリップフェアＰＲ 台湾・嘉義市砺波市長ら　切り花５００本配る
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27 砺波でクマ目撃 ３日午前６時２０分ごろ、砺波市井栗谷で

富山 17 敬老の集いと作品展 砺波・高波公民館

17 地区越え獅子舞初共演 砺波・宮村と三郎丸　互いに刺激、継承誓う

17 東、吉田さんＶ 南般若ＧＧ秋季大会

17 民謡・民舞で郷愁誘う 第４２回砺波市文化祭芸能発表会

19 わが町朝市夕市 砺波市

21 ミニバスケットボール第20回サザンクロス・カップ北陸交歓大会 木津（高岡）１８年ぶりＶ

21 第６７回全日本バレーボール高校選手権県予選 男子準々決勝　富山一2-0砺波工

21 高円宮杯県ユース（Ｕ－15）サッカーリーグ 大会結果

24 砺波でクマ目撃 ３日午前６時２０分ごろ、砺波市井栗谷の市道で

北陸中日 13 小矢部など３市合同で消防訓練 砺波地域消防連絡会消防訓練

14 九条救助隊が「博覧会」 砺波で９日会合イベント

14 もちや綿菓子お祭りの気分 砺波市福祉センター

読売 30 受賞者喜び新たに 小・中作文コンクール　県審査表彰式

30 砺波でゆずまつり １５、１６日

　　　５日　水曜日
北日本 3 健康教育で１３小学校表彰 県教委　総合の部門 努力賞 砺波東部　他

11 北日本新聞文化賞お祝いの会 地域社会賞　別所の郷山菜まつり実行委員会　

15 文芸同人誌の「千尋」３号刊行 作品収録同人　松田三千代（砺波）

19 旧中嶋家で報恩講 砺波　えんなか会郷土料理味わう

20 砺波市合併１０周年記念 バイク用ご当地ナンバーを交付

20 〃 赤飯弁当配り高齢者に声掛け

富山 2 健康教育実践で１３小学校表彰 県教委　総合の部門 努力賞 砺波東部　他

21 合併１０周年赤飯のお弁当 砺波市社福協みまもり配食

21 ご当地ナンバー交付開始 砺波市

21 報恩講に富大生 砺波・旧中嶋家

21 小中生４人金賞 砺波・税の作品展

北陸中日 15 砺波市合併１０年　二輪記念ナンバー チューリップ、庄川描く

15 報恩講 命の恵み感謝 砺波市花園町のチューリップ公園内にある旧中嶋家

読売 33 全市町村で未払い２０００万超 還付加算金　制度改善求める声も

朝日 31 砺波・南砺両市合併１０周年祝う 式典やイベント

毎日 22 若者 夢持てるように 農業記録賞・最優秀賞　梅本恵子さん（砺波）輝く

　　　６日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

19 獅子頭保管バトンタッチ 砺波・頼成下村　道具一式「宿替え」

19 駅からの移動ひと目で 砺波　市観光協 乗り物ガイド作製

19 ７月集中豪雨の被災農地を確認 砺波　市農業委

19 漆の深みたたえた花器や茶器２３点 砺波　林さん個展

21 第５回日本バッハコンクール富山地区大会 審査員特別賞　小学5・6年Bコース=石黒沙織（砺波北部６年）

26 古刹１３００年の至宝　砺波・千光寺展　中 古書　学僧育てた蔵書６０００冊

26 記者ぶろぐ 市民の力で金屋石に光

富山 2 社説 「富山で合宿！」好調　五輪に向け存在感示したい

27 第３９回富山県学生競書展 団体賞 表彰塾　砺波市・砺波東部教室　他

29 放棄地解消農地を視察 砺波市農業委

29 林暁さんが県内初個展 砺波市美術館で

30 新幹線客にアピール 砺波駅から観光地へ　「乗り物ガイド」作製

31 獅子舞道具宿替え ３年に１度　砺波・頼成下村　江戸時代から続く

北陸中日 16 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

朝日 31 シクラメン出荷本格化 砺波市東保の松浦園芸

毎日 22 高校ラグビー７チーム激戦 県新人戦９日開幕

　　　７日　金曜日
北日本 2 庄川左岸農地の防災事業推進を 砺波市長ら国に要望

3 アウトレット地域の力に 小矢部市長選９日告示　市街地再生が課題　
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26 散居の暮らし満喫 砺波　東欧の留学生地元住民と鍋味わう

32 古刹１３００年の至宝　砺波・千光寺展　下 市民　調査重ね秘宝に光

32 基地周辺住民の福祉向上要望へ 砺波で市議会議長会協

33 橋の点検技能高める 県内自治体職員

富山 2 農地防災事業の推進を 庄川左岸協が農水省に要望

23・ 24 富山こどもフェスティバル入賞・入選者紹介 富山国際会議場であす開幕　

31 呉西地区生涯野球古希リーグ オールスター４２選手紅白に分かれ熱戦　射水

31 島田さん、福澤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

32 基地交付金確保など国に要望 砺波で議長会基地協

北陸中日 14 音を聞きながら橋の損傷を診断 県道路メンテ会議

読売 29 市政の課題　下　小矢部市長選 産院 人口減打開へ誘致　市内の妊婦6割が砺波市の病院

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

富山県駅伝特集 5 県駅伝９日号砲　 ⑪砺波　桃色

7 〃　　　 小学生駅伝１２チームメンバー

　　　８日　土曜日
北日本 3 産業教育表彰に１２人 南三樹雄（砺波工業高教頭）

17 近代美術館　　きょうから美術連合展 写真連盟（堀田信一委員長）

25 中野の「流送」後世に 砺波　あす写真や道具展示

25 おおしま手づくり絵本コンクール 奨励賞　五嶋綾花（砺波南部小２）

25 ふれあい市準備着々 砺波　販売用リース完成

25 味わい深い篆刻や書 砺波市美術館市民アトリエ

26 被災地に球根１万球 砺波市　宮城・名取市へ

26 読者のひろば 根気、やる気学ぶ　　　砺波市　　小西　文子（主婦　７０歳）

富山 27 印象的な瞬間とらえ 砺波で写真展

27 「税の啓発品」配布を依頼 砺波間税会

28 手づくり絵本コンクール　大島絵本館２３日表彰式 奨励賞　五嶋綾花（砺波南部小２）

28 被災地にチューリップ 砺波市　あす名取で球根植え

31 地鳴り 孫の遊びについて行けず　　浦　外喜夫（砺波市）

北陸中日 16 射水の手づくり絵本コンクール 奨励賞　五嶋綾花（砺波南部小２）

18 リース作り 砺波・ふれあい市準備

読売 29 よみうり文芸　　　俳句　　　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　　西能さとみ　　源通ゆきみ

30 学生科学賞県予選 最優秀作品　砺波市立庄西中２年　吉田愛悠さん

毎日 22 東日本大震災 砺波はチューリップの球根　あす宮城で植え込み作業

　　　９日　日曜日
北日本 1 密教美術一堂に 「千光寺の至宝展」砺波市美術館で開幕

17 ソフトボールで交流 第６回富山カップ小学生女子交流大会予選リーグ

17 高校野球　県１年生大会 砺波工業12-0高岡商業

17 陸上競技　高体連記録会 大会結果

17 サッカー　Ｕ－17県リーグ 高岡工芸1-0砺波工業、南砺福野2-1砺波

24 庄川ゆず満喫の旅 砺波の女性グループ企画　収穫体験に足湯も

24 読者のひろば 高岡のよさ再発見　砺波市　別所武　（無職　７５歳）

25 古刹の四季写真で紹介 となみ散居村ミュージアム　千光寺展３館連携企画

30 庄下分団（砺波）優良賞 第２４回全国消防操法大会

31 舞台・作品感性豊か 県高校文化祭が開幕

31 とやまキトキト１００選　ご当地キャラ 砺波市　チューリ君・リップちゃん、ユズ太くん・ユズ香ちゃん

31 南条小（高岡）が特選 県小学生火災予防発表

富山 21 砺波巡り女性が企画 「こ・ら・れ」初のツアー　徒歩と市営バスで庄川ゆず、魅力紹介

21 五十嵐さん輝く 富山新聞社杯・総合優勝　砺波・太田で菊花展

21 東般若Ｂ優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会の第８回庄東ブロック室内ペタンク大会

21 砺波社福協１０周年祝う ３人を特別表彰

21 鷹栖小でおもしろ実験室 砺波市鷹栖児童育成会などのふれあいフェスティバル2014「おもしろ実験室」

25 陸上・第２回高体連記録会 大会結果

北陸中日 11 高体連陸上競技記録会 大会結果

18 千光寺神髄に迫る 砺波の３館共同企画展

読売 33 密教美術など４５点 砺波で至宝展
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　　１０日　月曜日
休　刊

　　１１日　火曜日
北日本 21 高校野球　県１年生大会 砺波工7-0高岡

21 ソフトボール　第６回富山カップ小学生女子交流大会 経田Ｂ-ＷＩＮＧＳ2-1ダイヤモンドキッズ

21 バレーボール　県６人制秋季一般男女選手権 男子②砺波倶楽部

21 バドミントン　県高校新人選手権 大会結果

21 バスケットボール　全日本クラブ選手権県予選 大会結果

23 第３２回県駅伝競走大会 総合成績　準優勝＝砺波２時間１６分３２秒

25 チャリティ頒布展の収益金本社通じ預託 砺波　市美術協会

26 宮城へ球根１万球 砺波　チューリップ市職員届ける

26 仲間と集う 砺波中「参々会」　（富山市　黒田康郎）

26 〃 庄川中第７回昭和２９年卒喜寿同級会　（砺波市　飯田陽久）

27 庄下分団市長に全国７位を報告 砺波　消防操法ポンプ車の部

27 親子２０組がリンゴサトイモ収穫体験 砺波　「ヴァローレ」を展開する丸圓商店

31 えと「羊」の彫刻に挑戦 庄川美術館で実技講座

31 砺波・富山第一中部日本大会へ 県高校演劇大会最優秀賞

31 世界の消費税率ひと目で 砺波、南砺、小矢部３市の間接税納税協力団体「砺波間税会」

31 租税教室グッズの配布を依頼 砺波法人会

32 古刹１３００年の歴史学ぶ となみ散居村バスツアー　山門・観音堂など巡る

33 佐藤さん（速星中3）金沢国税局長賞 税に関する作文　高校生の部　髙西奏さん＝砺波１年

34 県少年少女自作童話大会 努力賞　西東綾乃（砺波南部小６）

富山 23 連覇の砺波に優勝旗 砺波地区寿野球　大石さんＭＶＰ

23 庄川に栄冠 第１４回板橋杯争奪剣道大会砺波地区中学校団体優勝大会

23 第５７回県高校新人バドミントン選手権 大会結果

23 県高校秋季ラグビー大会 大会結果

24 昴が優勝 第３回栴檀野親睦ゲートボール大会

25 租税グッズ寄贈 砺波法人会

25 空き缶と餅を交換 社会福祉法人手をつなぐとなみ野砺波事業所の「もちもち・かんかん祭り」

25 砺波では親子５３人 食品スーパー「ヴァローレ」の食育体験

26 名取で球根植える 砺波市職員　チューリップ

26 わが町朝市夕市 砺波市

27 全国７位、市長に報告 砺波・庄下分団　操法大会

29 地鳴り ねいの里まで散策会に参加　高田建一　５７歳　（砺波市・会社員）

29 〃 旧庄川町出身の医師井村さん　伊東悠太郎　２８歳　（東京都目黒区）

北陸中日 18 砺波の庄下分団操法大会優良賞 東京で全国大会

18 「九条救助隊」会合親子連れらが参加 砺波の伝統館

19 一年生県高校野球大会 砺波工7-0高岡

19 全日本クラブバスケットボール選手権大会県予選 大会結果

20 被災地にチューリップ 砺波市職員　宮城訪れ植え込み

読売 31・32 第３２回県駅伝競走大会 富山県駅伝総合・区間成績

朝日 35 ニュース短信 砺波で九条救助隊博覧会

　　１２日　水曜日
北日本 3 老朽化対策推進など要望 庄川左岸用排水協

3 高圧ガス保安で表彰 ＪＡホームとなみガスセンター（砺波市）

5 増床で売り場２倍に じゅん（砺波市豊町、石野數行社長）

21 郷土資料館移転を検討 砺波市　散居村ミュージアムへ

21 山本さんの１００歳お祝い 砺波

22 男性僧侶の出会い支援 砺波萬福寺　来月２０日に「寺コン」

28 県産リンゴ食べて 頼成営農組合（砺波市）

28 砺波工が準優勝 全国高校ロボット競技

28 青年サークル応援手旗を作製 となみ散居村マラソン

29 認知ケアに広域対応 県砺波厚生センター

29 朝日や黒部　砺波でクマ目撃 砺波市庄川町前山の林

29 砺波で１０６５戸停電 １１日午後２時５５分ごろ
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富山 21 田辺さんが旅先描く 富山銀砺波チューリップ

21 応援手旗作り　盛り上げ ２３日・砺波市合併記念マラソン

21 人生の先輩に生き方聞く 砺波工高３年生

21 高道グラウンド現状維持 「当分の間」砺波で行革市民会議

23 サトイモ「重たい」 給食特派員　出町小児童が収穫　砺波

23 イベントガイド 特産ユズずくめ　１５、１６日に庄川

25 デスク日誌 砺波の水はおいしい

27 地鳴り 北海道の親戚と砺波市大門調べ　　浦　登喜夫６５歳（砺波市）

28 黒部や砺波など各地でクマ目撃 砺波市庄川町前山の山中

北陸中日 14 クリアファイル租税普及へ贈る 砺波間税会

朝日 28 ベルマークだより 【１０月の運動】設備購入資金を取得　砺波市　砺波東部小

　　１３日　木曜日
北日本 3 県西部６市長ら要請 「かがやき」高岡停車 ＪＲ東・国交省訪問

5 来年１月に台湾進出 ＣＫサンエツ　黄銅精密部品など販売

5 自社ブランド製販強化 IAAZAJHD（砺波市庄川町青島） 小矢部にショップ開設　

5 運営主体はイオンモール イオン砺波　スーパー核に専門店

13 とやま文芸散歩 平木丈子　砺波市在住

16 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

20 サッカー　Ｕ－17県リーグ Ｄリーグ第２節　桜井4-0砺波工

23 パレードで防火呼び掛け 砺波　出町少年消防クラブ

24 若手作家の感性光る１７点 井波美術館　砺波、小矢部、南砺市の若手作家でつくるNPO法人　

25 庄川ユズ５年ぶり豊作 15、16日水記念公園　購入量制限せず販売　

29 庄川の金屋神明宮来年遷座二百年祭 実行委ＰＲ看板を設置

30 認知症パンフ評価 砺波厚生センターなど　保健推進賞を受賞

富山 3 運行計画の変更困難 かがやき新高岡停車　同盟会要望にＪＲ東

3 景観広告大賞に松匠 うるおい環境賞も決定

4 イオンモール砺波来年６月末に開業 砺波市中神で

5 決算　９月中間期（１２日） 売上高、過去最高　ＣＫサンエツ

28 納税、啓発活動を表彰 砺波税務署は４人

29 あおっし－人気 砺波 青島保育所にゆるキャラ　

29 砺波、高齢者におはぎ 砺波市のボランティアグループ「ふれ愛電話かっこうの会」

29 議会日程（１２月定例会） 砺波市

30 青井中美展きょう開幕 本社優秀賞　舟戸葵さん（砺波市庄川中３年）

31 砺波工「ホーク」準優勝 宮城で第２２回全国高校ロボット競技大会

31 初誕生 音頭樹李（おんどう　じゅり）ちゃん　砺波市広上町

31 〃 森 咲綾（もり さあや）ちゃん  砺波市豊町

北陸中日 17 前向き回答得られず 県西部市長「かがやき」新高岡停車要望

17 砺波工ロボ全国準Ｖ 「頑張った成果」生徒胸張る

17 砺波の有志 散居村マラソンへ作製 応援手旗で大会に活気

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

18 まつり 庄川ゆずまつり

　　１４日　金曜日
北日本 16 バドミントン　呉西地区小学生大会 男子団体①砺波東部スポ少　他

23 となみを学ぶあす合同例会 砺波散村地域研究所と富山地学会の合同例会

23 巣箱の中を観察　 砺波　庄東小

23 ４人を納税表彰 砺波税務署は４人

24 「砺波やさい」シールでＰＲ 地産地消会議　消費拡大へ作製

25 市民の歌手話で合唱 砺波サークルかざぐるま　３０日・となみ野音楽祭　会員ら初練習

25 本紙「天地人」を音読し書き写し 砺波　北日本新聞砺波東部販売店が主催

25 「消費税再増税はタイミング大事」 砺波　高橋嘉悦大教授が講演

25 ざっくばらん フォトグラフとなみ野会員　川堰あけみさん（砺波市・７４歳）

25 「ペコロスの母に会いに行く」上映 砺波　１６日・となみ映画サークル

33 県内強風・落雷ダイヤ乱れる 泊で風速22.8㍍　
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富山 22 巣箱を観察、野鳥学ぶ 砺波・庄東小で森林教室

23 再開３０周年で講演 北陸銀庄川支店

23 砺波産野菜にシール 市地産地消推進会議　ＰＲへ 旬のカレンダーも制作

23 砺波高の３人表彰 砺波税務署の「税に関する高校生の作文」の表彰式

23 砺波・出町小で租税教室 砺波税務署の租税教室

25 日本経済の現状語る 砺波　高橋嘉悦大教授が講演

27 園児描いた笑顔で応援 砺波のマラソン　市役所にポスター

27 初誕生 改井鈴奈（かい　れいな）ちゃん　砺波市幸町

29 地鳴り 銭湯通いで自分を見直す　嶋田道子　６６歳　（砺波市）

北陸中日 16 地層や方言砺波学ぼう 地学会と合同例会で講演　あす散居村ミュージアム

18 つきたてもちとアルミ缶を交換 砺波で催し

30 落雷で７８１世帯が停電 砺波太田地区　県内全域で雷注意報

読売 32 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　　１５日　土曜日
北日本 23 庄川プール廃止妥当 砺波　行政改革市民会議　市長に報告書提出

23 会計制度見直しで本年度収支厳しく 砺波総合病院

23 特産給食で１０周年お祝い 旧市町の自慢　メニューに

24 新商品開発へ農商工連携 砺波　１７事業所が推進協議会

30 本社地域社会賞受賞夏野砺波市長に報告 別所の郷山菜まつり実行委

30 功労２６人を表彰　県年金委員・健保委員大会 健康保険委員功労者　橋本昇（砺波工業）

富山 29 砺波総合病院が今年度赤字見通し 経営改善委で報告

29 庄川プール廃止の報告書を市長提出　 砺波市行革市民会議

31 ふるさと味わう給食　砺波 合併１０周年ユズや大門素麺

33 農商工連携協が発足 砺波、新商品の開発図る

35 地鳴り 外仕事で出会う畑の生きもの　　　　小倉　慶子７０歳（砺波市）

読売 30 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　別所　武

30 〃　　　　　　　　俳句　　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　源通ゆきみ　西能さとみ

30 〃　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選 【秀逸】砺波市　源通ゆきみ　西能さとみ

毎日 24 時流に息づく現代書 砺波・あすまで　富山奎星書作展

　　１６日　日曜日
北日本 18 サッカー　高円宮杯県ユース(U-15)リーグ ３部育成Ａリーグ第７節　呉羽5-1出町

18 サッカー　Ｕ-17県リーグ Ｄリーグ　滑川4-1砺波工

18 バスケットボール　県中学校選抜大会 男子②出町、女子②出町

18 新体操　県中学校選抜体育大会 女子団体①庄西、個人総合①中井望葵（庄西）　他

18 空手道　県中学生選抜大会 女子 組手２年①中谷優希（庄西）

19 県ＪＡグループ　食農体験バスツアー 親子で楽しく収穫

20 福祉のお仕事　 介護の中堅職員　特別養護老人ホーム砺波ふれあいの杜（砺波市）

28 旬の農産物ずらり 砺波　ＪＡ農業まつり

28 読者のひろば 元気を「土産」に　砺波市　柏樹直樹　（農業　７９歳）

29 思う存分ユズ購入 庄川でまつり　豊作で制限なく即売

37 第２５回県高校将棋選手権大会 級位認定戦　Ｃ組①田中達也（砺波工２）

37 設立５周年を祝う 県ハーモニカ協会　砺波でフェス

37 出合い頭衝突で３人重軽傷 １５日午後６時５分ごろ、砺波市三郎丸の県道交差点で

富山 24 花いっぱいに 砺波市社福協

24 砺波元気道場「参考に」 北海道むかわ町から青年訪れ交流

25 間伐竹を活用園芸の支柱に 砺波・雄神地区

26 砺波の恵み「豊作」 野菜や果物並ぶ　農業まつり

26 〃 ６㌧用意 色、香りよし　ゆずまつり

27 第３６回県中学校選抜体育大会バドミントン 大会結果

27 第３６回県中学校選抜体育大会新体操 女子団体①庄西１１．９３２点　個人総合①中井望葵（庄西）

27 第９回県中学生空手道選抜大会 【組手】　女子　２年　①中谷優希（庄西）

28 砺波平野の重要性語る 散村研、富山地学会が例会

29 事件事故 砺波で車衝突、３人重軽傷

29 地鳴り 子や孫たちと鍋料理楽しむ　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

29 〃 庭で育った秋を堪能　石川祐惠　６６歳　（砺波市）
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北陸中日 10 地産素材で新商品目指す 砺波市が推進協議会発足

読売 28 県中学校選抜体育大会 新体操　女子団体 庄西、個人総合 中井望葵（庄西）

28 〃 空手　女子　組手　２年中谷優希（庄西）

29 冬の香り庄川ユズ きょうまで砺波でまつり

29 車衝突、３人重軽傷 １５日午後６時５分ごろ、砺波市三郎丸の県道交差点で

毎日 26 ジャンルの枠超えアートセッション 砺波・南砺ゆかり 若手作家合同展

　　１７日　月曜日
北日本 16 ソフト協会も表彰 【優秀選手表彰】　県中学選手権 敢闘選手＝脇本紗希（庄川）

16 高校野球　県１年生大会 新湊4-3砺波工

16 サッカー　Ｕ-17県リーグ Ｅリーグ　砺波6-3富山国際大

17 園児・小中学生技競う 砺波で県柔道大会　県内・石川から２３３人

17 第２２回扇状地マラソンＩＮにゅうぜん 【ハーフ】女子②宮脇朝美（砺波）、⑨永井恵子（砺波）

17 〃 【５㌔】中学男子⑩北山大智（砺波）

26 第４０回県高校秋季囲碁大会 初級優勝　井關君（砺波工１年）

26 放送部門優秀賞６人と３校選出 県高校文化祭

26 総理大臣表彰祝う 砺波・高波花と緑の推進協

27 砺波でバイクの男性重傷 １５日午後８時４５分ごろ、砺波市太郎丸の国道１５６号で

27 クマ出没情報  １６日 【砺波市】目撃 庄川町金屋 午後７時ごろ

28 住居侵入と窃盗疑いで石川の男逮捕 砺波、上市両署と県警の合同捜査本部

富山 18 ＡＥＤの操作体験 砺波・頼成

19 市谷が優勝 第２６回庄東地区親善ゲートボール大会

21 第３６回県中学校選抜体育大会水泳 男子50自②大門（庄西）

21 第３６回県中学校選抜体育大会バレーボール 女子　準々決勝 奥田2-0出町、水橋2-1庄西

21 第１回中学校ゴルフ選手権 男子　ネット　①山田涼太朗（庄西）

22 優秀、優良賞決まる 第２６回県高校文化祭放送部門発表会

23 事件事故 ミニバイクと車衝突、男性重傷

24 砺波、立山でクマ目撃 １６日午後５時５分ごろ、砺波市庄川町金屋で

北陸中日 14 ファイル１１０番 住宅で現金盗んだ疑いで逮捕

15 ユズ香りうっとり 砺波・庄川　物販など行列

15 県中学選抜体育大会　バドミントン 男子　団体　③庄西

15 〃　　　　　　　　　　新体操 女子　団体　①庄西、個人総合①中井望葵（庄西） 他

15 〃　　　　　　　　　　水泳 男子／自由形50ｍ②大門駿介（庄西）

15 〃                     〃 女子／個人メドレー200㍍③岩崎央佳（出町）

15 １年生県高校野球大会 新湊4-3砺波工

15 高松宮杯県ユースＵ-15サッカーリーグ 第七節　呉羽5-1出町

15 扇状地マラソン大会 女子　ハーフ一般②宮脇朝美（砺波市）

　　１８日　火曜日
北日本 16 ソフトテニス 県冬季小学生大会 男子 ６年シングルス①鈴木尚人（砺波東部ジュニアク）

16 〃 男子 ５年②高藤遼征・石橋颯（庄川スポ少）  他

16 バスケットボール 全日本クラブ選手権 女子準々決勝  TONAMI・CLUB95-45らいなあ’S

16 ラグビー　県高校秋季大会 準決勝　富山第一31-12砺波・高岡

16 第２５回砺波市フレッシュテニス大会 団体戦①DEMACHI　　他

21 図書館に子育てエリア 砺波市女性議会　夏野市長が考え示す

22 はがき収益金役立てて 砺波　南部っ子児童会　デイ施設へ贈る

23 自作ロボット世界一狙う　２１～２３日ロシア大会 県内から２チーム参加　

23 合併１０周年おかき　市のPRに使って 砺波　北越・御菓蔵

28 美の祭典第９回　越中アートフェスタ 高岡と魚津、砺波の３市を巡回

富山 19 文芸喫茶 海潮砺波歌会１０月例会

23 砺波市女性議会本会議 新砺波図書館で夏野市長　児童センター併設も検討課題

23 地元のお菓子贈る 合併１０周年の市に記念のおかき３５００袋　砺波の北越、御菓蔵

23 散居村のクリアファイル となみ野田園空間博物館推進協議会

23 はがき、切手集め寄付金に 砺波・南部っ子児童会　市内施設に贈る

　　１９日　水曜日
北日本 1 顔face 沼田昭進さん　

19 無事故願いヒョウタン 砺波・沼田さん関係機関に１３０個贈る　飲食店などに配布
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19 ユズ湯いい香り 砺波　福祉施設で順次実施

20 コメリと物資供給で協定 砺波　市が災害時に備え締結

21 「庄川挽物」絵付け挑戦 木工協組が高岡・中田小で教室　ものづくりの楽しさ体験

21 紙芝居を読み聞かせ 砺波　となみ元気道場 合併１０周年記念し制作

21 認知症初期にケアを 南砺　県砺波厚生センター研修会

26 美の祭典第９回越中アートフェスタ 創意あふれる４９４点　きょう作品審査 22日開幕

26 柳瀬さん（砺波出町中）最高賞 選挙啓発ポスター

26 小矢部・空中カフェ生放送で意見交換 エフエムとなみ番組審

26 名古屋だより 古里の味に舌鼓　東海となみ野会

27 県が松本建設指名停止 １８日から２週間

28 「県内で窃盗数十件」 石川の男供述

29 衆院解散県民どう名付ける？ 砺波市庄川町の櫻野晃三さん、『アベノミクス解散』『消費税解散』

富山 2 松本建設を指名停止 県は１８日付で

23 園児の踊りや歌拍手 砺波誠友病院

23 建設現場の安全確認 砺波でパトロール

23 絵付けで文化に触れ 伝統工芸「庄川挽物木地」　高岡で初中田小児童が体験

23 ひょうたん、安全願う 砺波署　沼田さん、１３０個寄贈

23 紙芝居で郷土愛育む 市キャラクター登場　となみ元気道場が制作

23 災害時物資供給で協定 砺波市とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

24 中小企業対策の充実を 富山で県大会　優良組合など表彰

28 砺波で突風か １８日午前１１時２５分ごろ

29 ほたるいか 砺波市社会福祉庄東センターで１８日、ゆず湯の提供が始まる

北陸中日 16 県発注工事で事故松本建設指名停止 ２週間の指名停止

17 砺波市とコメリ物資供給で協定 大規模災害時

18 安全願うひょうたん 砺波の沼田さんが手づくり

朝日 30 催し 頼成の森 感謝の集い

　　２０日　木曜日
北日本 3 となみ政経懇話会　１１月例会 一極集中の解消を　藤井氏（京都大大学院教授）が講演

14 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

18 全国珠算学校連盟第１６５回段位暗算検定試験 ３段＝棚田千尋（出町中）

18 同第２９０回３級～１級珠算検定試験 １級＝寺島裕弥（出町中）、準１級＝下津佐奏来（庄南小）他

21 齊藤さんの１００歳祝う 砺波市徳万の齊藤ひろさん

21 小矢部・砺波市議会初の合同議員研修会 大規模出店地など見学

21 お年寄り宅に手作り芋おはぎ 砺波　さわらびグループ

22 ますずし風味おかき商品化 砺波　御菓蔵が発売

22 読者のひろば 大切な復興の道筋　砺波市　北島嘉孝　（ケアマネージャー　４３歳）

22 仲間と集う 般若中昭和４２年卒同級会　（砺波市　池田真澄）

28 野菜栽培に温泉 柴田さん最優秀 北陸農業青年プロジェクト

29 たち建設を県が指名停止 １９日から１カ月

富山 27 ２週連続舞台稽古に熱 砺波子供歌舞伎曳山振興会　三味線教室の子ども１０人　

27 食育 子ども、生産者と舌鼓　学校給食となみの日　栽培の苦労学ぶ

27 高齢者におはぎ届ける 砺波市庄川地区の「ボランティアさわらびグループ」

27 １００歳の齊藤さん祝福 砺波市徳万の齊藤ひろさん

28 第３６回県中学校選抜体育大会バスケットボール 男子Ａ決勝 西條54-37出町、女子Ｂ決勝 滑川69-56出町

29 タマネギ通年栽培 キジハタ種苗増産 県農林水産技術センター　８機関、研究成果を発表

31 事件事故 バール隠し持った疑いで逮捕　砺波署

北陸中日 16 還付加算金未払い５年間で６万９００円 砺波地方介護保険組合

16 砺波のたち建設１ｶ月指名停止 県が処分

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

毎日 24 県推薦校に富山中部 センバツ２１世紀枠　学業と部活動両立

　　２１日　金曜日
北日本 21 農家レストランへ恩返し 砺波・大門に来春開店　富山大生準備手伝う

21 理想の蔵書数３５万冊 新砺波図書館整備検討委　中間報告を了承

21 向さんにこやかに１００歳 砺波市五谷の向善治さん
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21 豊作の金屋ゆず来月２２日まで販売 砺波市庄川町示野の「道の駅庄川」など市内３カ所で

22 市長が施策など説明 砺波市老人クラブ連合会

22 読者のひろば 花と対話しながら　　　　砺波市　　長久ヒサ子（無職　８７歳）

23 砺波市庄東住民の作品一堂に 「庄東アートフェスタ」同市美術館

28 砺波の特産品抽選で当たる ２３日　散居村マラソン

富山 21 キャップ３万個贈る 北陸銀砺波支店

21 新砺波図書館 「市街地に遠くない場所」市長意向　予断持たず、来年度検討

21 向さんの１００歳祝う 砺波市五谷の向善治さん

25 チューリップで彩り 来春開業の農家レストラン　砺波

25 高校生が農作業体験 砺波、南砺

25 営業再開３０年メッセージボード 北陸銀行庄川支店

25 賞品に多彩な特産品 散居村マラソン　砺波の魅力紹介

26 庄川温泉で野菜づくり 砺波の泰栄農研　キャベツ「味濃く肉厚」

北陸中日 17 農家レストランを応援 砺波　富大生、調査研究のお礼

　　２２日　土曜日
北日本 1 高岡古城公園国史跡に 文化審答申　４００年前の水濠・郭残る

19 第４９回北日本文学賞　宮本輝氏選 １次選考通過４３３編　砺波市=金戸実、埜村努

22～ 25 美の祭典第９回越中アートフェスタ 自由な創作 光る感性

30 グラウンドゴルフ　砺波市油田地区通年コンペ 総合①中居洋（三郎丸）、個人男子①大江正和（中村） 他

35 危険な空き家取り壊し 砺波市　福祉施設に活用へ

35 還付金未払い５年で１６３万円 砺波市

35 収穫の恵みどうぞ 砺波　出町青葉幼稚園児 地元高齢者に配布

35 麦秋苑秋季囲碁大会 Ａクラス①平野寿辰（高波）、Ｂクラス①伊藤博芳（東般若） 他

36 感謝の思い込め市長らにおはぎ 砺波　五鹿屋幼稚園児

37 木目生かした工芸ずらり 砺波　きょうから林さん個展

38 向山さん最優秀 県下消防職員意見発表　優秀賞＝富田絵理奈（砺波地域消防組合消防本部）

富山 17 ふるさと味わう給食 砺波市合併１０周年記念　献立にユズや大門素麺

32 コブクザクラ可憐 砺波・庄川　並木２５０本冬の道彩る

33 野菜や果物「届けて」 砺波・出町青葉幼稚園

33 空き家跡を福祉作業所に 砺波市が来年度、寄付受け　市議会全協で説明

33 市税還付加算金支払不足５００件 砺波市　総件数は５００件

33 花やツリー聖夜ムード チューリップ四季彩館、県花総合センター

33 五鹿屋の園児、おはぎ贈る 砺波

34 大賞に牧田さん、森崎さん 越中アートフェスタ　きょう開幕

34 温泉で野菜栽培北陸最優秀を報告 砺波、柴田さん

34 庄川特産ユズＰＲ 生産組合長、市に寄贈

34 最優秀賞に向山さん 第34回県下消防職員意見発表会　優秀賞・富田絵理奈（砺波）

35 児童ら青い海描く 射水で図画作品展　海上保安協会新潟地方本部長賞 清原希紘（砺波市庄南小４）

35 吉田さんが２冠を報告 全国障害者スポーツ大会優勝を報告　砺波市大窪の吉田博美さん

35 初誕生 南あさひちゃん　砺波市十年明

北陸中日 5 発言 折衷好む気質研修生が証明　貝渕文夫　６５　砺波市

16 還付加算金の未払い１６３万円 砺波市、５年間で

18 砺波の魅力水利にあり 散村地域研、富山地学会例会　田林明・筑波大名誉教授語る

18 たんぼにおえかき収穫の米でおはぎ 砺波の園児

27 北陸文芸 歌壇（岩田記未子選）一席　砺波市　源通ゆきみ、

27 〃 俳壇（井村和子選）佳作　砺波市　源通ゆきみ、（松本松魚選）二席　砺波市　源通ゆきみ

27 〃 柳壇（北村幽犀子選）三席　砺波市　源通ゆきみ

読売 33 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ、俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

　　２３日　日曜日
北日本 1 長野で震度６弱 県内１０市町村震度３　砺波市は震度２を観測

1 衆院選へ論争スタート 維新の党の江田憲司共同代表は砺波市での講演

3 野党結集富山から 維新の党の県総支部設立総会が、砺波市の平安閣で開かれた

3 民主の一部と選挙後合流協議 江田氏　砺波市の講演で

7 日曜特番　とやま いじめ対策自治体に差　問題連絡協設置５市のみ

16 県学童選抜少年野球 Ｄブロック　３位決定戦　砺波8-5富山南部
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33 美しいラン２９０点ずらり 県中央植物園

34 幻想チューリップタワー となみ散居村マラソン前夜祭　光の映像次々と

35 とやまキトキト１００選 「しんきろう」人気　第１８回テーマ「自然・生物」

富山 1 長野で震度６弱 県内各地で震度３　震度２砺波市

1 「民主の一部と合流協議」 砺波で維新・江田共同代表

17 県秋季ミニバスケット ８２チーム白熱プレー

17 球児が守備や打撃の基本学ぶ 砺波で野球教室

17 大阪国際招待卓球選手権県予選（カデットの部） 男子①老松陸斗（出町中）、女子①原舞琴（出町中）他

19 赤米おにぎり味わう 砺波・太田で収穫祭

北陸中日 10 維新、県総支部を設立 設立総会が、砺波市三島町の砺波平安閣で

11 大阪国際招待卓球選手権大会県予選会 男子①老松陸斗（出町中）、女子①原舞琴（出町中）他

12 放置林手入れ竹を利用加工 砺波の振興会

読売 33 野党が選挙協力を調整 １４衆院選　維新の党は、砺波市内で党県総支部の設立総会

朝日 23 第３３回全日本小学校バンドフェスティバル 出町、多彩な楽器使い銀　福野・富山大付属は銅

23 維新が県総支部砺波で設立総会 江田代表が講演

毎日 24 １区吉田氏が出馬会見 砺波市内で開かれた同党県総支部設立総会前に記者会見

24 伏木海陸が指南 県野球協議会が教室　砺波地区の小学生球児に

　　２４日　月曜日
北日本 9 学びや上空２０１４ 出町中学校（砺波市）　新校舎で感性育む

14 追想 ありし日 桃井千秋（もものい　ちあき）さん　砺波市秋元

21 旧市町の象徴走って結ぶ 砺波・散居村縦断マラソン　3345人軽快なピッチ

21 トップ目指し熱戦 砺波　ビーチボール県選手権

21 アタック繰り出す ソフトバレーフェスティバルｉｎとやま

21 フレッシュテニス　太陽スポーツ杯 ４０歳以上①水口貴洋・川西美幸（砺波）

21 卓球　大阪国際招待選手権県予選会 男子①老松陸斗（出町中）、女子①原舞琴（出町中）他

23 伝統の出町浄瑠璃響く 砺波で発表大会　小学生から７０代出演

23 自然の素材で羊の置物 砺波　頼成の森感謝の集い　親子連れ挑戦

25 押し花で季節表現 砺波　ハートフル作品展

富山 12 第３１回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３４回北信越大会県予選第２日 ４強　女子　庄東クラブ、出町ＭＢＣ

16 地元住民が交流 砺波の福祉施設

17 工作で森の恵み感謝 砺波・頼成の森で集い

17 となみ野快走 散居村マラソンに３３４５人

19 出町浄瑠璃堂々の舞台 砺波

23 月曜川柳　乱反射 舘田信子（砺波）

北陸中日 14 森の恵みで飾り作り 砺波・頼成の森 感謝の集い

15 ハーフなど３３００人疾走 となみ庄川散居村マラソン

15 ６４種のシクラメンクリスマスを演出 砺波でツリー展示

朝日 29 １０市町村で震度３ 砺波震度２

　　２５日　火曜日
北日本 11 バレーボール　富山市協会杯一般男女選手権 男子②砺波倶楽部

12 ミニバスケットボール　県秋季大会 男子準々決勝 芳野57-37庄東、女子決勝 木津34-28庄東

16 読者のひろば 興味深い千光寺展　富山市　村澤清人（行政書士７４歳）

17 １個人２団体表彰 砺波　市児童ク連合大会

富山 17 第３１回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会 中学２年は藤永、埴山Ｖ

17 児童クラブ発展誓う 砺波で大会

19 わが町朝市夕市 砺波市

21 第３１回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３４回北信越大会県予選最終日 女子決勝　木津34-28庄東

21 第２１回富山市バレーボール協会杯一般男女選手権 男子②砺波倶楽部

21 デスク日誌 新図書館整備に白熱議論　砺波市女性議会の本会議

23 地鳴り ギンナンの食べ方学ぶ　柴田照子　６５歳　（砺波市）

北陸中日 15 児童クラブ 砺波に元気 研究、演奏、作文を表彰

16 華やか赤色Ｘマス 四季彩館　ポインセチアなど展示

　　２６日　水曜日
北日本 21 テニス　県秋季グレード大会ミックスダブルス Ｄ決勝　坂本えみな（水橋高）・長山海（庄西中）6-1山崎英吏子・串岡正人

21 バスケットボール　全日本クラブ選手権県予選 男子３回戦　庄西クラブ93-63駅北ファイターズ
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21 剣道　砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

24 砺波・越中三助焼窯元 えと置物作りピーク　羊の毛並み繊細に表現

24 中嶋さんに最優秀賞 事業所部門は鷹栖小 砺波　市緑のカーテンコンテスト

25 優良１３業者を表彰 砺波土木協会

NIE 1 第１１回わたしの新聞コンクール かべ新聞1364人、新聞感想文2614人、家族de新聞スクラップ1117人応募

4・5 〃 かべ新聞、家族de新聞スクラップ入選者

5 〃 講評　「絆」温かく伝える　県中学校長会副会長　大浦由吉秀

8 〃 新聞感想文入選者、学校賞

富山 1 第63回富山県農村文化賞 新屋敷地区農村環境保全向上推進協議会（砺波市林） 他

23 見守り、ありがとう 砺波・庄川小　集会で隊員と交流

23 慈善団体「庄船会」解散で残余金寄付 地元庄川の育成会に

23 最優秀賞に安達建設 砺波土木協会の優良土木工事表彰

27 民家土蔵の唐破風修復 砺波で鏝絵師石﨑さん「珍しい」　腐食部分に漆喰施す

27 県弓道連盟第200回段級審査合格者 合格者一覧

28 土に生きる　第６３回富山県農村文化賞　１ 新屋敷地区農村環境保全向上推進協議会（砺波市林）

　　２７日　木曜日
北日本 20 県内美術館・博物館催し 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 県内朝市夕市 砺波市

23 院内奉仕１０年飛躍誓う 砺波　砺波総合病院「りんどうの会」つどい

24 自宅改装し〝名取川美術館〟 砺波の工芸家 来月上旬初作品展　来場者と直に触れ合い

24 わが家のアイドル 竹田琉生矢（たけだ　るきや）ちゃん　１歳11ｶ月

25 自然の風景切り取る 砺波　写友となみ

富山 25 富山文芸　１１月賞 俳壇　佳作　砺波市表町　源通ゆきみ

29 りんどうの会１０周年祝う　 砺波の病院ボランティア

31 城端・氷見線　駅を美少女化 ブリやチューリップをイメージ　カード１０種考案

北陸中日 18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 31 農商工連携販路拡大狙う 砺波市が協議会設置

朝日 25 県内１５市町村で還付加算金未払い ２００９年度から総額２４６８万円

　　２８日　金曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇　天　砺波市　吉田晃子、佳作　砺波市　平岡和代  他

13 〃 俳壇　地　砺波市　廣橋幸子、佳作　砺波市　中邨宗承　他

13 〃 柳壇　佳作　砺波市　倉田外丸、入選　砺波市　吉川博

19 現在地で整備検討 砺波　保養所やまぶき荘新施設　市長見解

19 図書館建て替え現在地では難しく 砺波　駐車場確保に課題

19 補正２億６２５０万円可決 砺波　臨時消防組合議会

19 ロビー展 県信用組合出町支店

19 柿とリンゴの収穫体験 砺波　十年明の大島友則さん、油田保育所園児を招く

21 合唱団１２０人心一つに ３０日・合併１０年祝うとなみ野音楽祭　大曲披露へ練習に熱

21 出町子供歌舞伎へ三味線の腕磨く 砺波　砺波子供歌舞伎曳山振興会が開催

27 第５回「いっしょに読もう！新聞コンクール」 奨励賞に中山慧羽（けいう）君（砺波東部小３年）

富山 20 企業に広がる森づくり サポートセンター　登録者４３５５人に拡大　４９企業、５０団体

27 補正予算など可決 砺波消防組合議会

27 林と東野尻決勝大会進出 第６回ロングラン親善ゲートボール大会第１日

27 園児、あおい病院訪問 砺波市庄下保育所の年長児２３人

27 油田保育所の園児が収穫 十年明、農業大島友則さん(66)の果樹園で体験

31 やまぶき荘を全面改築 砺波　１７年春開業、健康拠点に

31 新砺波図書館建設地「熟慮」 検討委が中間報告

32 「生涯現役」目指す 富山　健康と長寿の祭典開幕

33 地鳴り 職場の避難訓練緩さに気付く　藤井昭通　４２歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 新砺波図書館の基本理念を提示 検討委中間報告

17 砺波「やまぶき荘」平屋全面改築提言 市長に検討委意見書

30 新聞感想コンクール最優秀舟橋の島木琴子さん 奨励賞　中山慧羽（砺波東部小３年）

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館
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　　２９日　土曜日
北日本 2 城端線増便を要望 砺波・南砺市議会

2 叙勲（２８日） 瑞宝双光章　元北陸農政局外浦北部開拓建設事業所次長尾栢永行氏　砺波市高波

23 山本さん１００歳の笑顔 砺波市鷹栖の山本マツさん

23 中核農家引退記念　市へもち米３００ｷﾛ 砺波市苗加の小倉征一さん（７６）

23 山林会会長賞受賞を報告 雄神地区振興会　市長と懇談

23 県内外から善意の書や絵画 砺波善意色紙頒布会

23 サンエー建工に消防団協力表示証 市役所で交付式

31 クマ出没情報　２８日 【砺波市】◇目撃△栃上　午後５時半ごろ（成獣１頭）

31 砺波で電柱火災、４７０戸一時停電 砺波市中神県道沿い

富山 14 くらしの日記 歩いて健康に　　　　浦　外喜夫　６５歳（砺波市庄川町小牧）

富山こども 19 発見！キラリキッズ　フェンシングで全国３位 室永　優くん　　砺波市庄西中３年

富山 29 砺波の小倉さん　農業に従事、半世紀 代替わりを機にもち米３００キロ寄付

29 サンエー建工に消防団協力の表示 砺波市が交付

29 砺波で善意色紙頒布会 砺波市のチューリップ四季彩館

29 １００歳の山本さん祝福 砺波市鷹栖の山本マツさん

30 １９人１７団体たたえ 県老人クラブ大会

31 初誕生 若林　巧泰（たくと）ちゃん　　　砺波市千代

31 高齢者叙勲（２８日） 瑞宝双光章　元北陸農政局外浦北部開拓建設事業所次長尾栢永行氏　砺波市高波783

31 大日本山林会　会長賞を報告 砺波・雄神森林振興会

32 土に生きる　第６３回富山県農村文化賞　　４ 農事組合法人　田中営農組合（砺波市東保）

33 地鳴り 孫の発表会成長見て感心　　浦　外喜夫　　65歳（砺波市）

北陸中日 18 善意の色紙など頒布会が始まる 砺波・四季彩館

読売 30 高齢者叙勲（12月1日） 瑞宝双光章　尾栢永行氏（元北陸農政局外浦北部開拓建設事業所次長）砺波市高波

30 USO放送 砺波・越中之助

31 出荷のピークを迎えたシクラメン 砺波市東保の松浦園芸

31 配線ミスで発火、停電 ２８日午後４時３０分頃、砺波市中神で

32 よみうり文芸　　　俳句　　長沼三津夫選 砺波市　　源通ゆきみ

　　３０日　日曜日
北日本 15 弓道　段級審査会合格者 ２段=杉本瑛祐、金田隼、歸山大芽、池田咲葵(砺波工高) 他

23 大矢四郎兵衛像を修復 砺波・鷹栖出身実業家　神明社で完工式　先達の功績たたえる

24 「砺波de踊ってみた」動画収録 砺波　ぶらっくすわんさん

31 美の祭典第９回越中アートフェスタ ８日間で８８１７人来場　来月３日から高岡巡回展

富山 18 とやまde踊ってみた　砺波版見て ぶらっくすわん　宮島さんら収録

19 会社経営者ら仕事を語る 砺波工高就職懇談会

22 修理完了、功績たたえ 砺波・鷹栖大矢四郎兵衛の銅像

23 地鳴り 目を見張る絶景パノラマ　横山多美子　７０歳　(砺波市)

北陸中日 12 女子高生踊って刊行ＰＲ 砺波市ゆるキャラと共演

14 中越鉄道開業大矢四郎兵衛 銅像修復功績次代へ　出身地砺波で完工式

読売 33 １４衆院選　下 対決の構図　自共の争い投票率懸念も

      　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、朝刊単独紙となりました。
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