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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

   １日　火曜日
北日本 3 北日本四政経懇話会１１月例会 となみ政経懇話会

5 新事業創造基金助成先を決定 センティア（砺波）

15 グラウンドゴルフ 砺波市協会第２回チャンピオン大会 大会結果

16 バスケットボール 県高校選抜優勝大会 大会結果

18～19 日本北陸書道院展 【秀作賞】武部律子（砺波市）ほか

22 ネット栽培面積拡大 砺波 農家で植え込み公開

23 子供歌舞伎 稽古頑張る 砺波・出町曳山祭 出演の５人 指導者と初顔合わせ

23 緑化功労の初田さん 砺波 国交大臣表彰 市長に報告

23 うまく出来た炭に笑顔 砺波 「砺波花とみどりの少年団」

29 散居景観守ります 砺波「カイニョお手入れ支援隊」 高齢者宅で屋敷林剪定

29 きょう県教育功労表彰式 ５５個人９団体

30 あすの砺波へ 市長選６日告示（上） にぎわい創出へ模索

30 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ４組

富山 2 県分は３２９億４３９万円 １１月の普通交付税

2 窪谷、初田さん大臣表彰 都市緑化功労者国土交通大臣表彰

19 わが町朝市夕市 （１～７日）砺波市

21 砺波・チューリップ球根 北部苑で園児、８００個植える

21 砺波・チューリップ球根 新型機械で植え込み

21 初田さん、大臣表彰報告 都市緑化功労で国土交通大臣表彰

22 出町子供歌舞伎 大役に決意 砺波の児童５人 団四郎さんと初顔合わせ

22 長寿の集いで交流 砺波・出町地区福祉協

23 カイニョすっきり 砺波でお手入れ支援隊 散居村継承へ 年度内に法人化

23 奨励賞に県関係５人 古典臨書展 坂下知子さん（砺波）ほか

24 教育功労者表彰 ５５人９団体たたえ 富山県教委、きょう式

25 地鳴り 携帯電話に迷惑行為多すぎる 春川正人 ６９歳（砺波市）

北陸中日 16 ネット栽培機械球根の植え込み 砺波でチューリップ

16 教育功労 ５５人９団体 県教委、きょう表彰式

読売 26 県功労表彰に４１人１０団体 柔道連盟、レスリング協会など

 27 ため池安全費 農家負担ゼロ 県補正予算可決 砺波の死亡事故受け

毎日 24 ５５人、９団体を表彰 きょう 県教育功労者が決まる

  ２日　水曜日
北日本 3 健康教育実践１２校を表彰 総合の部門 準優良校＝砺波南部小学校ほか

5 地域活性化へ決意 県内８商議所 新体制がスタート

5 富山けいざい短信 タイヤの無料交換サービス

6 県内商議所人事 砺波商工会議所

11 レシピ手帳 豆腐のきのこあんかけ(ＴＯＮＡＭＩ翔凛館料理長・門木勉）

13 北信越ホトトギス俳句大会 県内外から１２０人参加 砺波市 寺島皎ほか

15 バスケットボール 県高校選抜優勝大会 男子準々決勝 富山工９７－４５砺波

15 サッカー 高円宮杯県ユース Ｕ－１５リーグ １部第１４節 エヌスタイル５－０庄西中

16 秋の褒章 県内から１０人受章 黄綬 清雅堂田邉表具店代表 田邉勇さん（７５）

21 「金屋ゆず」豊作２０㌧ 砺波 暖冬で昨年の３倍

21 「無我夢中だった」 夏野市長４年間振り返る

21 美しい歌声に聞き入る 砺波 「くまの音楽堂」のライブ

21 児童が浦安の舞奉納 砺波 比賣神社大祭

21 庄川町菊花展 入賞者

21 創造コンテスト３児童活躍誓う 砺波 市長が激励

24 来春となみチューリップフェア大花壇 栽培１００年 花絵でＰＲ

24 あすの砺波へ 市長選６日告示（中） 「ネット栽培」で省力化

24 県内優良賞に安守さん（富山いずみ３） 高校生読書体験記

24 並木や花 光で彩る 砺波 チューリップ四季彩館 電球３万個点灯

26 第１３回わたしの新聞コンクール 板倉さん（立山利田小）ら金賞

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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富山 4 会頭に北村氏選出 砺波会議所 副会頭には米原氏

21 浦安の舞奉納 砺波・比賣神社

21 屋外にイルミネーション 砺波・四季彩館

21 各自治体が功労者表彰 砺波 砺波市文化の日表彰式

22 健康教育実践優良学校を表彰 県教委

23 来年のチューリップフェア 球根生産１００年祝う 大花壇のデザイン決定

24 秋の褒章 県内から１０氏 田邉勇氏 砺波市三島町

25 地鳴り 高齢に野生生物被害で過疎化 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 14 道一筋 輝く功績 秋の褒章 黄綬褒章 田邉勇（７５）

15 栽培１００年モチーフ 大花壇デザイン発表 となみチューリップフェア

読売 28 秋の褒章 １０人に栄誉 黄綬褒章 表具師 田邉勇さん ７５（砺波市）

朝日 25 秋の褒章に県内から１０人 黄綬褒章 田邉勇さん （表具師・卓越技能）７５ 砺波

毎日 24 秋の褒章 県内から１０人 黄綬褒章 田辺勇 ７５

日本経済 32 秋の褒章受章者 富山 黄綬 田辺勇 ７５ 清雅堂田邉表具店代表

   ３日　木曜日
北日本 3 産業教育功労県内２１人表彰 御下賜金記念・伝達式

5 ５商議所の正副会頭来社 商工業の価値高める 砺波・北村会頭

11 秋の叙勲 県関係受章者 旭日双光章 日本公衆電話会北陸統括支部長 中村喜一さん（７５）砺波市狐島 他

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

17 北日本新聞文化賞 お祝いの会 来賓、地域社会賞、スポーツ特別賞

18・19 第２１回県中学校文化祭 音楽 美しい響き、科学 身近な疑問題材に研究

24 色鮮やかな菊２００点 砺波市菊花展

25 私たちも獅子舞に 砺波 林第１区 女児４人初参加

25 築山にシバザクラ１万株 砺波 砺波市花と緑と文化の財団

25 税の優秀作品表彰 砺波 砺波市の小中学生による税に関する作品

26 富山平野を守る 常願寺川砂防１１０年 ⑤ 急流に多くの雨と雪

30 あすの砺波へ 市長選６日告示《下》 観光 海外からの誘客加速 受け入れ態勢課題

30 大橋さん（石川）最高賞 北陸菊花大会

30 あすから台湾で砺波の観光ＰＲ 市、旅行会社訪問も

31 優秀安全運転の１４事業所を表彰 県警

31 クマ出没情報 砺波と利賀で成獣１頭目撃

32 譲れない信念胸に 北日本新聞文化賞等贈呈式

富山 2 防災三期事業を要望 庄川左岸

5 障害者就労支援砺波に事業所 ダイエードリームライツ

26 新設講座 １１月 となみラモーダ アピタ砺波スタジオ

29 秋の叙勲 県内から５１人 旭日双光章 中村喜一氏、瑞宝単光章 江村一義氏、森井隆之氏

31 長男以外初 はやし方に 砺波・林第一区 小学生 獅子舞奉納

31 友好訪中団が帰国 南砺・松村謙三顕彰会

31 中田小児童、水の恵み学ぶ 庄東用水土地改良区（砺波市）の農業用水施設見学会

31 楽しい油絵、水彩画展示 富山銀砺波チューリップ

31 南砺菊まつり、きょう開幕 第５１回北陸菊花大会

31 砺波で税の作品を表彰 砺波市租税教育推進協議会と市納税貯蓄組合

31 砺波で地球のステージ 青少年を育てる集い「地球のステージ」

34 産業教育に功績２１人をたたえる 県庁で伝達式

35 地鳴り 庭木の雪つりけっこう手間 角栄一 ６４歳（砺波市）

北陸中日 13 大豊作こぼれる笑顔 砺波 １２、１３日ゆずまつり

16 秋の叙勲 県内から６９人 叙勲受章者の皆さん

17 砺波市の課題 市長選を前に 上 庄川地区振興 正念場の温泉地磨き

17 砺波東部小児童優雅に浦安の舞 比売神社秋季大祭

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 28 秋の叙勲 県内から５１人 叙勲受章者

29 市長選 砺波市の課題 上 散居景観、地域で保全を

朝日 27 秋の叙勲 県内から５１人 旭日双光章 中村喜一（電気通信事業）７５ 砺波 他

27 １１０・１１９ 北陸道で誘導員がはねられ死亡

毎日 26 県内から５１人 秋の叙勲
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日本経済 28 秋の叙勲受章者 富山 旭日双光章 中村喜一 75 日本公衆電話会富山市部長 砺波 他

   ４日　金曜日
北日本 16 県チャンピオン大会 山下・平尾さん栄冠 グラウンドゴルフ

16 サッカー第２１回北日本新聞社杯砺波地区少年大会 大会結果

16 新体操 県高校新人大会 大会結果

16 全国珠算学校連盟検定合格者 第３０２回３級～１級珠算検定試験 準１級、準２級、２級、３級

16 文部科学省後援第３７５回全珠連検定試験合格者 珠算 準２級、３級

19 仲間と集う 高岡ウオーキング協会 

22 色鮮やか手作り婦人服 砺波 「秋冬のハンドメイド服 中野絹代」ギャラリーみかん堂で

22 収穫の工夫や苦労取材 砺波 砺波市庄東小学校児童

23 林地区の歩み後世に 砺波 生活様式・行事… 冊子刊行

23 ３５０人稽古の成果披露 砺波 １４団体参加し「民謡の世界」

23 球根植え込み交流 砺波 砺波市北部こども園と鷹栖保育所の園児

富山 14 戦後の歩み冊子に 砺波・林公民館 「むかし」シリーズ第４弾

14 患者に勇壮な舞 砺波・宮村獅子舞保存会

17 １４団体３５０人華やかに 砺波で「民謡の世界」

17 となみ野フェスなどの活動紹介 となみＪＣが報告会

19 吉岡監督から基礎教わる 砺波北部スポーツ少年団

読売 25 市長選 砺波の課題 下 本庁舎遅れる耐震化

朝日 27 となみ野ダブル市長選 上 南砺の課題 庁舎統合で議論百出

   ５日　土曜日
北日本 2 夏野氏無投票再選か 砺波市長選あす告示

5 新会頭３氏役員に選任 県商議所連合会

5 富山けいざい短信 若鶴が限定酒を予約販売

5 〃 年末融資特別相談会

21 花園懸けきょう激突 砺波 富山第一 高校ラグビー県大会決勝

24 見事な枝ぶり２０席 上市 日本皐月協会富山支部の秋季さつき盆栽展示会

24 仲間と集う 砺波登高会自由山行

26 光る匠の技 逸品そろう 高岡 県伝統的工芸品展

26 きょうから篆刻と書展 砺波 第７回槇冬菫・篆刻と書のサークル展

26 花とアクセサリー競演 砺波 きょうから本社砺波支社 藤井さん教室作品展

27 蓮如上人の直筆再現 砺波浄光寺 彫刻家・南部さん（井波）制作

27 増山城魅力伝え続ける 砺波 本社地域社会賞受賞 曲輪の会市長に報告

27 用水の働き学ぶ 砺波 高岡市中田小学校の４年生４７人が

31 貴重な文化財後世へ 砺波市教委 入道家など６４カ所点検

32 講演会など事業報告 となみＪＣ

34 砺波の食堂で５人食中毒 砺波市表町の飲食店「食堂６３３（ろくざんさ）」

富山 1 夏野氏が無投票再選か 砺波市長選あす告示

3 県西部の道路や河川など視察 自民県連政調会長ら

21 文化財の状況調査 保護へ砺波市教委

22 あすからフェアでますずしコロッケ イオンとなみで販売

23 第７０回北信越大学バドミントン選手権最終日 砺波市の県西部体育センター

23 銅器や漆器 逸品が並ぶ 高岡で県伝統的工芸品展

23 デスク日誌 必須の「飛び道具」

25 砺波の食堂で食中毒 ５人訴え、３日営業停止

25 地鳴り 獅子頭と共に今季で引退 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 砺波の飲食店で男女５人食中毒 砺波市表町の飲食店「食堂６３３（ろくざんさ）」

17 文化財保存状況は？ 砺波市教委 保護強調週間で点検

読売 27 こんにちは、よっさんです。 よっさん（砺波市）

27 元気いっぱい わが家の王様 成長の記録 山下綾乃ちやん、結希乃ちゃん 砺波市苗加

29 砺波、南砺市長選 無投票か あす告示 

29 砺波で５人食中毒 砺波市表町の飲食店「食堂６３３（ろくざんさ）」

朝日 22 となみ野ダブル市長選 下 砺波の課題 住みよい街曲がり角

22 無投票の公算大 ２市長選あす告示

22 ニュース短信 砺波の食堂で食中毒

毎日 24 砺波市長選あす告示 無投票の公算が大きい
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   ６日　日曜日
北日本 1 砺波市長選きょう告示 無投票で再選が決まる公算が大きい

13 富山第一３年ぶり花園 砺波に31-14 終盤突き放す

17 頂点へはつらつプレー 北日本新聞社旗争奪県少年野球 決勝Ｔ開幕

17 中学生に野球指導 砺波で雷鳥軍団

17 県高校選抜バスケ 砺波市の県西部体育センターで準決勝

17 高校野球 １年生県大会 Ｂブロック準決勝 石動6-8砺波工

20 がんばってます 富山の職場 となみ観光交通 砺波市一番町 

20 宿泊利用者数６０万人で記念品 砺波 砺波青少年自然の家

20 地元商品いかが 砺波 イオンモールとなみでフェア

21 散居村の個性生かせ となみ野田園空間博物館協 １０周年記念し講座

21 日本画と水墨画最後の習作展 南砺 石﨑さん指導の教室

21 ざっくばらん NPO法人とちのみ支援会相談役 林國夫さん（８４歳）

27 本殿さん（呉羽２年）男子個人優勝 県高校将棋 男女３人全国大会へ

富山 1 ２市長選きょう告示 砺波市 夏野氏、再選の公算濃厚

2 社説 チューリップ１００年 「世界進出」見据え盛り上げを

3 元旦直送酒味わって 砺波の若鶴酒造予約開始

23 柏樹、泉野さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

23 五鹿屋Ｂ優勝 第１９回砺波市カローリングクラブ大会

23 本社杯総合Ｖに林さん 砺波で太田菊花展

24 チューリップ球根やおかき… 砺波の名産品ずらり 市農商工連携協がフェア イオンと連携、地元店初

24 竹林の維持管理考え 砺波 かぐや姫の里の集い

24 県勢７チーム決勝へ 第１０回高岡地区Jｒサッカー大会ラビットカップ第１日

24 散居村の保全考える 砺波でシンポ

24 砺波と南砺の中学生球児指導 サンダーバーズ教室

25 富山一優勝 ラグビー３大会ぶり１０度目 富山一31-14砺波工

25 県高校秋季・新人大会 剣道、バドミントン

26 宿泊６０万人を達成 砺波青少年自然の家

27 地鳴り 何もないことを祈りながら訓練 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

27 〃 寒い朝の笑顔１日スタート 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

北陸中日 20 竹林の管理法を学ぶ 砺波 植樹祭用搬出作業も

21 富山一高Ｗ全国切符 ラグビー３年ぶり９回目 砺波に31-14振り切る

21 県高校野球１年生大会 石動6-8砺波工

読売 25 富山第一３年ぶりＶ ラグビー県大会

朝日 23 富山第一全国へ ラグビーも花園へ 砺波から５トライ

毎日 24 富山第一花園つかむ 砺波善戦もＶ逃す

   ７日　月曜日
北日本 1 夏野氏無投票再選 砺波市長選

1 本社が号外発行 北日本新聞は６日

1 天地人 保育園児や住民たちが球根を植え込んだ記事が載っていた

3 「政治不信」足遠のく 過去４番目低投票率

8 地域の魅力さらに向上 夏野砺波市政２期目へ

20 富山商１３年連続男女Ｖ 県高校駅伝

22 高校野球 県１年生大会 伏木・福光2-9砺波工

23 ヘミニス金沢優勝 小矢部市サッカーフェス

23 東海北陸６県の７０人競う ターゲット・バードゴルフの第１２回東海・北陸ブロック大会

23 ペタンク 砺波市東野尻地区同好会杯争奪地区民競技大会 大会結果

23 北日本新聞社旗無争奪県少年野球 比美乃江スターズ2-3庄東スポ少野球部

24 進めよう共生社会 富山 婦中 藤井選手らトーク

27 伝統の獅子舞継承を 砺波２地区で公民館まつり

 27 地元産のリンゴ家族連れら収穫 砺波 丸圓商店がツアー

27 異素材使った生け花に理解 砺波 草月会県支部四季の会

31 クマ出没情報 砺波・上市でクマ目撃

富山 1 砺波市長に夏野氏再選 「もうひとつ上へ」を実行

2 月曜インタビュー 砺波市長選再選の夏野氏

13 福岡ビクトリーＶ 第３回栴檀野親睦ゲートボール大会
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13 第１常会Ｂ優勝 第１２回五鹿屋地区ペタンク大会

13 空き缶と餅を交換 社会福祉法人手をつなぐとなみ野の「もちもち・かんかん祭り」

15 藤井、宮島選手が講演 リオ出場 富山でフォーラム

17 県高校秋季・新人大会 剣道

17 富山商１３年連続男女Ｖ 女子④砺波１時間２５分４秒

19 月曜川柳 乱反射 川辺久松（砺波）

20 「無投票の重み感じる」 砺波市長選

20 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 1 砺波市長に夏野氏再選 「もうひとつ上の砺波」を「皆さんと一緒に目指したい」と決意

15 「もう一つ上の砺波へ」 市長選再選 夏野さん決意新た

15 対話大切に市政加速 夏野さんに聞く

15 １年生高校野球大会 伏木・福光2-9砺波工

読売 25 藤井・宮島選手が富山でトークショー ボッチャ・車いすバスケ

25 ２市長、無投票当選 砺波は夏野氏再選

25 地域資源の魅力市内外に 無投票で当選が決まった砺波、南砺の両市長選

朝日 29 ２市長選 無投票 砺波は夏野氏再選

毎日 2 選挙 ６日 砺波市長

22 全国高校駅伝県予選 高校駅伝県予選・女子成績

22 夏野氏無投票再選 砺波市長選 育児支援充実訴え

産経 5 選挙 ６日 砺波市長

日本経済 2 選挙 砺波市長に夏野氏再選

   ８日　火曜日
北日本 19 森瀬さん（砺波）の「剣龍」採用 日本盆栽大観展ポスター うねった幹見る人圧倒

19 「文化の違い受け入れて」 砺波 砺波ＲＣ出前授業 鷹栖小で留学生講演

19 岸渡洪水調整池貯水機能を確認 砺波 北陸農政局

19 友達と一緒楽しいね 砺波 庄東小通学合宿始まる

19 竹材の利活用に理解 砺波 「かぐや姫の里の集い」が、県民公園頼成の森などで

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 中嶋志瑠君

富山 21 わが町朝市夕市 砺波市

23 現場の安全管理を確認 砺波市建設業協会

23 切り花出荷へ作業 砺波・権正寺営農組合 チューリップハウス増設

26 「人と風土」初の作品群 写真家 高道宏 追悼展

   ９日　水曜日
北日本 17 とやま文芸散歩 平木丈子 砺波市在住

20 読者のひろば 園児たちと交流 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

23 急性期機能を柱に 砺波 砺波総合病院の新改革プラン

29 クマの目撃相次ぐ 砺波など３市

30 県が注意喚起 砺波管内で下水道工事

富山 25 庄東小児童が通学合宿 県砺波青少年自然の家

25 改革プラン方向性説明 砺波総合病院経営改善委

25 北陸電気保安協で砺波工生職業体験 職業体験は１０日まで

25 岸渡洪水調整池試験貯水で満水 砺波

26 医療最前線 ３７ 桐沢医院（砺波市）院長 山下泉さん（６１）

26 健康と長寿の祭典が開幕 富山

29 地鳴り 竹細工の作品祭りで展示へ 竹部誠孝 ７５歳（砺波市）

29 〃 「暮らしの会」和気あいあい 成瀬幸子 ７４歳（富山市）

29 〃 「カンナ街道」今から楽しみ 栗田恭子 ７４歳（射水市）

29 コント 砺波・越中之助

30 クマ目撃情報 砺波

読売 28 よみうり文芸 海潮砺波歌会

朝日 28 フォーラムとやま 募集 氷見線・城端線で行くおいしい地酒めぐりツアー

  １０日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し 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 読者のひろば 富山知ってもらう 砺波市 北島嘉孝（ケアマネージャー ４５歳）
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22 山田さん１００歳おめでとう 砺波 砺波市五郎丸の山田はついさん

23 庄川の流れ太鼓に 砺波・八幡太鼓ジュニア若鮎 オリジナル曲「勇水」

27 梅原さん（魚津・西部中３） 土居野さん（砺波・庄川中１） 税に関する作文で国税庁長官賞

28 活性化への功績表彰 富山で県老人ク大会

富山 27 手洗いの大切さ学ぶ 砺波東部小で講座

31 第２２回１年生県高校野球ブロック大会 Ｂ決勝 伏木・福光2-9砺波工

31 高円宮杯ユース（U15）サッカーリーグ ３部チャレンジA 出町２－０ジョカトーレ

33 地鳴り 引き出しの中の手帳処分できず 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 19 県内の高齢者らが作品展や健康相談 富山でイベント

19 井波彫刻あふれる遊び心 砺波市美術館 木村正和さん作品展

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

  １１日　金曜日
北日本 1 冬の女王色鮮やか 砺波 シクラメン出荷最盛期

13 「今の自分を等身大で表現」 演歌歌手・やしまひろみ

23 先人をしのび「お斎」味わう 砺波 旧中嶋家で報恩講

23 人生の先輩から学ぶ 砺波 砺波工業高校で

27 国道１５６を花いっぱいに 砺波・チューリップ街道実行委 球根や花苗植える

富山 4 ５５年熟成のウイスキー 若鶴酒造、２２日から先着販売

20 報恩講、伝統料理味わう 砺波・えんなか会 富大生も参加

21 写真愛好家、３１点出品 砺波市美術館

21 火の用心 砺波 出町小児童行進で啓発

21 〃 砺波・出町中、防災学ぶ トイレや間仕切り組み立て

21 柏樹、福澤さん栄冠 砺波市パークゴルフ協会グランドチャンピオン大会

21 天王地さんＶ 第２２回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

22 国道にチューリップ 来春フェアへ 砺波で球根植え

北陸中日 19 満開夢見りゃ寒空なんの チューリップフェアへ球根植え

19 板金業・竹内さん 造園業・宗景さん 職能開発大臣表彰

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

30 平成２８年度職業能力開発関係厚生労働大臣表彰 技能検定関係 宗景昭（日本造園組合連合会県支部長）

特 3 第３４回富山県駅伝特集 栄光の軌跡（第１７回以降の１位～６位。第１８回までは男女別順位）

5 〃 ⑪砺波 選手・スタッフ一丸に

7 〃 県小学生駅伝メンバー ⑪砺波

   １２日　土曜日
北日本 3 竹内氏と宗景氏に厚労大臣表彰 職業能力開発関係厚生労働大臣表彰

15 北日本歌壇の集い 高岡会場 砺波市 中井溥子 安念智栄子

15 県内外４０人作句で交流 全国俳誌「人」の２０１６年度後期鍛錬会 

24 読者のひろば 走り切る厳しさ 砺波市 島田栄（農業 ６８歳）

25 北日本新聞カルチャー教室 砺波支社

26 ゆず湯 香り爽やか 砺波 麦秋苑 市社会福協施設で順次実施

27 障害者が製作した陶芸・木彫品販売 砺波 社会福祉法人マーシ園による展示即売会

27 道路除雪功労５人表彰 県砺波土木センター

29 砺波クリスマスこどものつどい２０１６ １２月３日（土） 砺波市文化会館

31 若き天才ピアニスト 牛田さん２６日演奏会 砺波市文化会館

32 小中高８校たたえる 大谷科学賞 創造性育成へ活動

32 きょうのｗｅｂｕｎ主なニュース 庄川水記念公園で庄川ゆずまつり

富山 20 特産の果実  浮かぶ 砺波でゆず湯

21 除雪功労者５人表彰 砺波土木センター

22 自作のカレー初販売 南砺のマーシ園 イオンとなみで

23 北海道むかわ副町長「ゆずまつりで交流」 砺波市役所を訪問

24 自然、人に向き合い続け 写真家髙道宏さん追悼展 砺波市美術館できょう開幕

24 小中高８校が受賞 県庁で大谷科学賞表彰式

  １３日　日曜日
北日本 24 県中学校選抜体育大会 バドミントン、バスケットボール、新体操

24 空手道 県中学生選抜大会 形の部/組手の部 女子１年生①三島桜妃（庄西）

24 北日本新聞社旗争奪県少年野球 木津ジャガーズ0-4庄東野球スポ少、石田マリーンズ11-0砺波東部野球スポ少

24 グラウンドゴルフ 第１９回ＪＡとなみ野組合長杯大会 ①油田３４８②庄下③野尻
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26 読者のひろば 様変わり城端線 南砺市 水上宗一郎（無職 ９０歳）

28 手作りの小物や服並ぶ 砺波 「小さな手作り展」が砺波市中村のチューリップ四季彩館で

29 袋いっぱい豊かな香り 庄川ゆずまつり開幕 大豊作購入量制限なし

29 増山城は何度も拡張？ 砺波 博古研究会 県内外の城郭研究報告

29 農作物販売にぎわう 砺波 となみ野農業まつり

31 ご当地グルメにぎわう 氷見で能越道交流会

32 県内作家の意欲作紹介 庄川美術館「かがやき☆はんが展」

33 柳町小（富山）特選 県小学生火災予防研究発表

33 クマ出没情報 砺波で目撃相次ぐ

富山 13 富山こども新聞 １砺波・庄川名産金屋ゆず豊作

27 高岡商高の演奏楽しむ 砺波東部小でコンサート

27 「ふるさとの恵み」求め農業祭にぎわう となみ野 タマネギ、庄川 ユズ

27 すごろくで防災学ぶ 砺波南部小とＰＴＡ、初の学習会

29 第３８回県中学校選抜体育大会 水泳・競泳、新体操、バスケットボール、バドミントン

29 第１１回県中学生空手道選抜大会 女子 形/組手 １年①三島桜妃（剛信館・庄西）

32 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 19 自慢 農産物いかが 庄川でまつり即売 特産ユズ「おいしい」

19 〃 砺波、小矢部農業まつり 詰め放題に挑戦

19 手作り木彫や洋裁７００点 南砺の障害者施設 砺波で展示即売会

19 県中学生空手道選抜大会 女子 形の部/組手の部 １年 三島桜妃（剛信館・庄西）

読売 30 写真家・高道宏さん追悼 砺波で作品１３４点展示

30 新体操 県中学校選抜体育大会

  １４日　月曜日
新聞休刊日

  １５日　火曜日
北日本 2 議員報酬増 議会側の動き見守る 砺波市長再選 夏野氏来社

2 夏野氏に当選証書 任期は２８日から４年間

5 子会社工場で夜勤全廃 ＣＫサンエツ 福利厚生充実 社員寮も整備

5 富山けいざい短信 県内３校に教育用備品寄贈

17 ラグビー 県高校秋季新人大会 １回戦 富山工72-0砺波工

17 サッカー Ｕ-17県リーグ 試合結果

17 卓球 大阪国際招待選手権カデットの部県予選会 女子②宮野琴果（般若中）

17 バレーボール 県中学校選抜体育大会 男子①庄川（砺波）

17 テニス MUFGジュニアトーナメント県予選大会 女子①長山真凜（砺波市TA）

18 富山市８連覇 県駅伝競走 

18 小中学生が機敏なプレー 卓球の松本杯第６１回砺波市選手権

19 県勢全部門制す ビーチボールの北信越アルプスカップ

27 球根栽培１００年花で表現 来春のとなみチューリップフェア 市民ら花壇に植え込み

27 干支・酉の木彫作り 砺波 庄川美術館で実技講座

27 むかわ町（北海道）から研修団 砺波 姉妹都市 ＪＡ女性同士が交流

28 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 山本美伶さん

31 自慢のレシピで調理 ウィズガスコンテスト 親子６組北陸大会へ

33 ばちさばき勇壮 砺波で「富山の太鼓」 

33 小嵐さん（高岡南高１年）ら最高賞の知事賞 富山 「高志の国文学」情景作品

33 中学生が避難所の設営体験 砺波 出町中学校で防災に関する出前講座

34 佐々木さん（魚津）上級優勝 県高校秋季囲碁  初級 島崎さん（砺波工）

34 女性が取り組む地域活動に理解 県婦人会のつどい

36 田辺さん（平米小６）最優秀 県少年少女自作童話大会

富山 2 切れ目なく子育て支援 本社で再選の夏野砺波市長

2 夏野氏に当選証書 任期は２８日から４年間

2 貸家新築、１０年で最多 上半期 １３７４戸、投資需要高まる

18 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会１０月句会

21 わが町朝市夕市 砺波市

23 砺波 南砺 飛躍へ 夏野砺波市長再選

24 発展へ市民協働 夏野砺波市長に聞く 「第２ステージ」掲げ

26 ひまわり分団が防火診断 砺波市消防団の女性分団
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26 砺波税務署で３人表彰 納税表彰式

27 市民奉仕球根３千個植え込み 砺波チューリップ公園 フェアに向けて

27 般若Ｂ優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１０回室内大会

27 特養ホームいなみで文化祭 砺波の竹の子グループによる「きよしのズンドコ節」も披露

27 南砺でＧＡＰ研修会 砺波農林振興センターの砺波地域ＧＡＰ研修会

27 ＪＡむかわ町女性部と交流 砺波市の姉妹都市

28 文芸や作文など児童生徒４９人表彰 高志の国文学館

29 庄川、氷見北部Ｖ 第３８回県中学校選抜体育大会 バレーボール

29 富山商、砺波工Ｖ 第２２回１年生県高校野球大会県大会

29 県高校秋季・新人大会 ラグビー １回戦 富山工72-0砺波工

31 地鳴り 満足した公民館祭り 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

31 コント 砺波・富之助

北陸中日 17 北海道の女性部と活動発表など交流 ＪＡとなみ野

17 再選の砺波市長にも 砺波市長選の当選証書付与式

17 県高校秋季ラグビーフットボール大会 準々決勝 富山工72-0砺波工

17 １年生県高校野球大会 砺波工13-4富山第一（8回コールド）

17 大阪国際招待卓球選手権カデットの部県予選会 女子②宮野琴果（般若中）

17 県中学選抜体育大会バレーボール競技 男子①庄川（砺波）

17 県中学選抜体育大会バスケットボール競技 大会結果

読売 33 県駅伝 総合・区間成績 総合成績 県小学生駅伝

34 県駅伝 富山が８連覇 終盤独走で大会新

  １６日　水曜日
北日本 3 県産の農産物直売１５年度３４億７５００万円 ６年前倒しで目標達成

3 農地整備の促進野上氏に要望書 砺波土改協

15 水泳 県中学校選抜体育大会 大会結果

19 仲間と集う 庄川中第４回卒同級会 （砺波市 坂口茂男）

19 〃 なでしこ会 砺波市「夢の平コスモス畑」

19 〃 佐野緑町寿会 砺波市「となみ散居村ミュージアム」

21 高齢者宅で防火診断 砺波 市消防団ひまわり分団

22 読者のひろば 孫たちを見守る 砺波市 小西文子（主婦 ７２歳）

25 県産食材おいしく変身 砺波御菓蔵 おかきに野菜たっぷり

25 ＪＲで地酒巡りいかが ２６日氷見・城端線で移動

25 ７㍍の太巻き作り 砺波 ＪＡとなみ野女性部

25 米大統領選を解説 砺波 砺波法人会

25 伸びやかな歌声披露 砺波 女声合唱団「ブルーハーモニー」

28 一部一部の重みを 北日本会総会 島田会長（小杉販売店）再任

28 功労者３０人表彰 県年金・健康保険委員会大会

28 事故防止に貢献の２個人２団体表彰 県交通安全母親大会

28 記者ぶろぐ 「本物の暮らし」の力

富山 21 高校生が農業法人訪問 砺波、南砺

21 トランプ氏当選を解説 砺波法人会講演会で加藤氏

22 サンタや雪だるま 子どもの絵画並ぶ アピタ砺波

22 富山市、大会新Ｖ８ 第３４回県駅伝大会

23 Ｕ17県サッカーリーグ 試合結果

23 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 試合結果

24 事故防止活動の充実３０回記念大会で誓う 県交通安全母の会連合会

25 地鳴り 優れた音楽聴き感性を豊かに 安カ川仁省 ６５歳（砺波市）

北陸中日 19 チューリップ１００「周年」と「年目」で差 砺波市 祝賀ムード演出 球根組合は静観「節目でない」

19 ２個人２団体表彰 県交通安全母親大会

読売 32 よみうり文芸 俳句 砺波市 林田英伸、西能さとみ

32 第３８回県中学校選抜体育大会 バスケットボール

  １７日　木曜日
北日本 3 新高岡定期便化を要望 北陸新幹線「かがやき」 国交省に県西部６市長

3 統計功労者・事業所を表彰 統計調査員ら５３個人７事業所の功績をたたえた

13 天位に河田（黒部）・秋村さん（富山） 弦短歌会９周年の集い 植松代表を再選

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館
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15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

20 読者のひろば サザンカ見ごろ 砺波市 黒田和也（会社員 ３９歳）

22 出町小管楽器クの全国大会出場激励 砺波 砺波ＲＣなど

23 県内外の写真家自由な発想紹介 砺波 ２３日までアートペーパー展

27 砺波税務署は３人 納税表彰式

富山 1 ガラス超し紅葉華やか 砺波市美術館

3 土地改良へ予算確保 砺波協議会が要望書

26 不審者対応訓練で生徒が護身術学ぶ 砺波・出町中

28 浅野さん（高岡中田）大賞 青井中美展きょう開幕

北陸中日 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

読売 28 野球 第２２回１年生県高校大会 ブロック決勝 Ｂ 砺波工9-2伏木・福光（８回コールド）

28 〃 県大会 砺波工13-4富山第一（８回コールド）

29 クリスマスへ出番心待ち 砺波市東保の松浦園芸

29 大花壇 節目のデザイン 来春チューリップフェア

29 かがやき定期列車化国交省に要望書提出 新高岡駅停車

朝日 26 県功労表彰に４１人と１０団体 県合唱連盟理事長ら

27 ♬音とリズム全国で弾け 砺波・庄西中 心は一つ全力で楽しむ

  １８日　金曜日
北日本 3 となみ政経懇話会１１月例会 １８日（金）正午

4 来年度会長に簑輪氏 富山商議所青年部

4 中小支援要請を決議 富山で県大会 中小企業団体県大会

5 若鶴酒造クラウドファンディング 目標の２５００万円クリア ウィスキー蒸留所改修費

16 第２３回秋を彩る北日本いけばな展 出品者名簿

17 「歓喜の歌」心一つに 来月２５日富山で「第九」 ３８０人 発声・発音に磨き

17 来月４日 県オペラ協会公演「笠地蔵」 心温まる物語披露

20 ソフトテニス 県冬季小学生大会 大会結果

24 読者のひろば 冬の料理恋しく 砺波市 上野亮平（無職 ７４歳）

26 りんごフェアへ品質確認 高岡 高岡、砺波の両市で開かれる「県産りんごフェア」

26 ポスターで水質保全訴え 高岡 下水道に関するポスターの作品展

27 子ども三味線太夫と初共演 砺波 ２３日に出町浄瑠璃大会 教室の５人 稽古に熱

27 散居モデル地域に神島自治会を答申 砺波 砺波市景観まちづくり審議会

27 ロビー展 北陸銀行砺波支店（～３０日）。

31 となみ映画サークル 「福福荘の福ちゃん」上映 ２３日 市文化会館

富山 2 県都市計画道路見直し率は５３％ 審議会で県報告

3 新幹線新高岡駅利用促進を要請 県西部議長に市議会

22 土居野さんに長官賞伝達 中学生の「税についての作文」で

23 砺波市と神島、景観認定 砺波市景観まちづくり審議会

25 ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント県予選 女子単①長山真凜（砺波市ＴＡ）

25 初誕生 吉江明日菜ちゃん 砺波市鍋島

26 県産リンゴ 高岡に出荷 甘み高め ２２日からフェア

26 市民ガイドが研修会 金沢と富山西部６市

26 次年度会長に簑輪氏 富山会議所青年部が臨時総会

27 地鳴り 庄川のゆずまつり満喫 原田公久 ６８歳（富山市）

北陸中日 15 わたしのアングル １１月度優秀作③ 『グリーン一色』池永守夫（金沢市）

15 観光ガイド 質高め合う ボランティア研修 金沢・富山から参加

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

30 全国植樹祭に向け砺波で関連イベント ２０日 植樹などの関連イベント

毎日 26 ギャラリーだより 越中福岡の菅笠展 ２９日（火）まで

  １９日　土曜日
北日本 13 第１３回高岡・山町ポエム大賞 優秀賞 小竹萌々花 鷹栖小６年 他

18 美の祭典第１１回越中アートフェスタ 平面入賞者

19 〃 立体入賞者

20 〃 平面奨励賞

27 Ⅹマスムード高まる 砺波 チューリップ四季彩館ポインセチア鮮やか

27 不審者への対応学ぶ 砺波 砺波市出町中学校
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27 善意の色紙集まる 小矢部 

27 収穫の恵み届けて 砺波 出町青葉幼稚園の園児たち

27 復興願い球根贈る 砺波市

30 「養殖業海外に活路を」 となみ政経懇話会 １１月例会

30 庄川・井波の名所巡る 本社バスツアー ものづくり現場も

30 旅行代理店関係者に北陸の冬の味覚発信 東京で美食フェア

31 庄川の山林でも女性遺体 １８日午後３次５０分ごろ、砺波市庄川町前山の山林で

富山 22 郷土料理や地物舌鼓 学校給食となみの日

23 Ⅹマスの庭飾り付け 砺波・チューリップ四季彩館

23 石村九大名誉教授全国の屋敷林紹介 砺波で写真展

23 出町青葉幼稚園児が寄託 砺波市役所を訪れ

23 小矢部、善意の作品に入札 小矢部市善意作品頒布会

24 チューリップで被災地元気に あす宮城・名取で植え込み

24 大賞に藤木、佐野さん 越中アートフェスタ富山できょう開幕

26 格調高い写真愛好者見入る 砺波市美術館 高道宏追悼展

26 県遺族会７０周年祝う 富山で記念式典

26 砺波の森瀬さん総理大臣賞受賞 日本盆栽大観展

27 事件・事故 砺波の山林で女性遺体

北陸中日 5 発言 〝亀の家〟訪ね近所ウロウロ 福岡みよ子 ９１ 富山県砺波市

19 地域に安心の居場所を 各地の取り組み紹介 南砺

19 ファイル１１０番 砺波で身元不明の遺体

  ２０日　日曜日
北日本 16 地場産食材おいしい 砺波 市内小中学校生産者と給食味わう

20 「花のまち」アピール 砺波 庄下地区 国道沿いに球根植える

20 謙信との戦い背景探る 増山城（砺波）松倉城（魚津）守山城（高岡）

21 庄川の版画展でハーモニー披露 砺波 出町中合唱部

21 味わい深い油彩・水彩画 砺波 本社砺波支社カルチャー １５周年記念し作品展

27 出町（砺波）初の金賞 全日本小学校バンドフェス

27 森瀬さん（砺波）に内閣総理大臣賞 日本盆栽大観展

富山 27 花の街道へ球根植え 砺波・高坪自治会 チューリップフェアに備え

27 砺波、黒部で調査開始 散村地域研究所が例会 今年度から人口動態など

27 Ⅹマス飾り作りで交流 砺波市庄川生涯学習センターで

28 日本酒づくり杜氏から聞く 砺波でイベント

31 地鳴り 選挙カーからの名前連呼に疑問 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

31 〃 冬に備えてミミズの糞塚 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

31 〃 高齢者運転無理せずに 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 12 散村景観を共同研究 砺波と黒部 富大と２研究所が連携

17 県中学校選抜大会 水泳、バスケットボール、バドミントン

17 ＭＵＦＧジュニアテニストーナメント県予選大会 女子①長山真凜（砺波市ＴＡ）

朝日 9 砺波市立出町（富山）が金賞 第３５回全日本小学校バンドフェスティバル

28 野村・富山大付が銀 全日本小学校バンドフェス

毎日 24 県高校秋季ラグビーフットボール大会 高岡第一35-5砺波工

  ２１日　月曜日
北日本 16 サッカー Ｕ-17県リーグ Ｂグループ第３節 富山工5-1砺波、Ｆグループ第３節 八尾2-1砺波工

18 砺波平野 駆け抜ける となみ庄川散居村縦断マラソン 県内外から３０００人

23 ざっくばらん 県砺波青少年自然の家社会教育主事 西田誠さん

23 震災復興にチューリップ 砺波から宮城へ球根６０００個

27 全国植樹祭成功へ一丸 砺波・頼成の森 児童と石原良純さん森づくり

30 関谷さん（大門）現代の名工 砺波の新光硝子工業工場長

富山 12 ３０８１人が砺波快走 ハーフ一般女子４０～４９歳 地元宮脇が優勝

13 石原良純さんら植樹 市町村のリレー、最後の砺波へ

13 大島、熱々のそば舌鼓 そば打ち名人の松田俊夫さん=砺波市芹谷=が実演

17 優勝の福光を表彰 砺波地区寿野球

17 ８３チームが熱戦 第３３回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３６回北信越大会県予選第１日

18 民謡の心 歌声に乗せ 高岡城峰会・となみ昇栄会 ２０周年記念おさらい会

19 現代の名工に射水市関谷さん 新幹線フロントガラス加工
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19 チューリップ球根名取で植え込み 砺波市、復興願う

19 地鳴り 日本史の教授務めた大叔父 黒田和也 ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 5 発言 縁あった人を大切にしたい 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

14 旬の人 さくらの家矢木職員 中村小百合さん（37）

14 良純さんも苗木植える 植樹祭ＰＲリレー最終回

15 のどかな散居村駆ける 庄川縦断マラソンに３１００人

26 現代の名工 射水の関谷さん栄冠 一発勝負 「かがやき」など曲面ガラス 「会社の姿勢評価された」

読売 25 「現代の名工」に関谷さん ガラス熱加工工 円熟の「曲げ師」

朝日 10 安佐中・府中緑ヶ丘中（広島）が金賞 第２９回全日本マーチングコンテスト

28 「現代の名工」に関谷智宏さん ガラスの曲師 技積み重ね 新幹線のフロントガラス手がける

28 庄西中・高岡商が銅賞 全日本マーチングコン 「感謝込め 最高の演技」

毎日 26 現代の名工 ガラス熱加工 関谷智宏さん 新幹線や２１美 手がけ

  ２２日　火曜日
北日本 3 ５人と６団体を表彰 本年度のスポーツ部門功労表彰 ２２日に県庁で表彰式

23 豊作の庄川ゆず市に魅力をＰＲ 砺波 眞田金屋ゆず生産組合長

23 児童と高齢者ふれあい 砺波 庄川生涯学習センターで

23 黒部と散居村共同研究 砺波 となみ散居村ミュージアムで

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 田上雄登君、若森有咲さん

28 ６人３校が優秀賞 県高校文化祭放送部門

31 小矢部砺波ＪＣＴで火災 北陸・東海・能越道に影響

富山 21 わが町朝市夕市 砺波市

23 古刹の土蔵修復完了 砺波・千光寺、市文化財 職藝学院が工事

23 金屋ゆず生産組合市に獅子柚子贈る 砺波市役所窓口展示へ

23 ロビー展 清水捨造さんの伝統工芸士木彫り彫刻展

25 男女４０チーム激突 砺波で県小学生バレーボール

28 小矢部砺波ＪＣＴ大型貨物車から火 北陸道一時通行止め

北陸中日 16 チューリップ球根復興願い名取市に 砺波市が仮設に贈る

17 千光寺・土蔵よみがえる 砺波 御幸門ともに完工式

17 ほのぼの懐かしさ子ども木彫人形 高岡のギャラリー

17 庄川ゆずまつり来場者が３割増 実行委報告

28 北陸道で車両火災一時的に通行止め 小矢部砺波ＪＣＴ

読売 30 マラソン 第３回となみ庄川散居村縦断マラソン

  ２３日　水曜日
北日本 1 Ｍ７．４ 東日本に津波 福島沖震源 県内９市町村 震度２

3 初の１０億円突破へ 県とＪＡ タマネギがけん引

3 「食と農」楽しく実践 ＪＡ県女性協 富山で発表会

5 ブラックフライデー 県内イオン３店 ２５日からセール

11 とやま文芸散歩 高島 裕

19 らいちょう 第２８回県高校文化祭ニュース（下） 将棋 放送 あとがき

20 読者のひろば 使い切りたいユズ 砺波市 横井君子（主婦 ７４歳）

23 最後のおはぎ どうぞ 来春統合・五鹿屋幼稚園児 砺波

23 ため池１４カ所にフェンス 砺波市議会全員協 ６月の死亡事故受け

23 不燃ごみ回収 砺波 分別式に統一へ 市女性議会で報告

23 きょうから谷さん個展 砺波 砺波市平成町のＰＬＵＳで

26 川原小土曜学習と舟橋子ども教室に 文科大臣表彰

富山 1 Ｍ７．４ 仙台で津波１．４㍍ 県内で震度２

22 市町村議会（２２日） 砺波市 ため池フェンス２６カ所に設置

22 呉西６市ごみ処理連携で来年度調査 砺波市女性議会

23 砺波市長らにおはぎ渡す 「たんぼにおえかき」の園児

23 全盲の穴澤さん演奏 砺波３校でバイオリン

23 やしまさん、砺波で「やる気節」を熱唱 「第３回心を伝える会 やしまひろみと仲間たち」

23 翔凛館で救命講習 砺波、従業員が備え

24 新湊支部が団体優勝 木谷綜合学園珠算大会

25 食や農周知へ宣言 ＪＡ県女性組織協議会長賞 となみ野女性部東野尻支部

25 大阪国際招待卓球選手権カデット県予選会 女子 ②宮野（般若中）

25 功労者をたたえる スポーツ部門 教育者
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25 デスク日誌 次の１００年に向けて

26 多重事故備え連携確認 県西部の４消防本部 射水で訓練

北陸中日 16 ２０１６年度教育者文部科学大臣表彰 藤井修二（５９）（砺波高校長）＝射水市

17 全盲の奏者 児童に語る あきらめないこと 砺波でバイオリン・穴沢さん

17 女性議会 市政で質問 砺波市 子育て支援やごみ処理

17 多重衝突事故に備え 県西部・消防機関が合同訓練

17 県がスポーツ功労者表彰 砺波クラブｍａｍａ

読売 28 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

28 蒸留所改修費 目標額を突破 若鶴酒造 ネット募集３０日まで

  ２４日　木曜日
北日本 10 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

11 情報かわらばん となみ野

11 県内朝市夕市 砺波市

16 庄川に「ベース・ウォール」 壁めがけ元気に始球式 ＮＰＢ設置

16 ラグビーフットボール 県高校秋季大会 ３位決定戦 砺波７－５富山工

16 剣道 第３３回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

19 仲間と集う 庄川沿線砺波・大門会 高岡市「風月」

19 〃 出町中昭和５７年度３年７組同級会 砺波市「へのへの茂平爺」（砺波市 池田賢治）

20 わが家のアイドル 高野遥真（はるま）ちゃん、颯真（ふうま）ちゃん 砺波市高波

22 越中万葉歌 思いはせ 高岡で大伴家持秀歌朗詠コンクール

22 宮浦・森田さん天位 砺波 辛夷・若芽合同俳句大会

23 冬の夜彩る“光の花” 来月・砺波チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション ＬＥＤ飾り付け

23 出町浄瑠璃 情感込め 砺波 子どもと太夫 息ピタリ

23 正月イメージ造花２２点 砺波 アーティフィシャルフラワー（造花）アレンジ展

23 全盲の穴澤さんが演奏 砺波 穴澤雄介さん（東京）の演奏＆講演会

28 ローカル線の魅力発掘 県内ＣＡＴＶ あすから旅番組

28 地域包括ケア学ぶ 高岡で県民フォーラム

富山 8 とやま文学街道 ２４ 砺波市 庄川 立野幸雄 「黄金の川」巡る愛憎劇

11 とやま文芸 １１月賞 小池光選 三位 砺波市表町 源通ゆきみ

11 〃 佐伯裕子選 三位 砺波市庄川町三谷 山森和子

18 名場面の語りや三味線 砺波で出町浄瑠璃大会

19 児童らシイタケ収穫 砺波・雄神公民館

19 壁を寄贈 投球楽しんで 日本野球機構 未来の日本代表を待望 砺波・種田公園

19 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 砺波・来月１日開幕 市民が電飾設置

19 発表や抽選会で児童クラブ交流 砺波で連合大会

19 １４０人が熱戦 第３３回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会

23 優秀・優良賞決まる 県高校文化祭放送部門

24 あすから３日間特別セール実施 イオンモール高岡など

25 事件事故 腕時計盗んだ疑い

北陸中日 15 児童がシイタケ収穫 森林の大切さを学ぶ 砺波・雄神地区

15 砺波っ子 制球力高めて ＮＰＢ ベース・ウォール寄贈

15 ファイル１１０番 腕時計を盗んだ疑い

17 イベント 砺波市冬のふれあい市

17 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 29 福光が庄東破り初Ｖ となみ野少年野球 金本投手が完封

毎日 24 県高校秋季ラグビーフットボール大会 ３位決定戦 砺波７－５富山工

  ２５日　金曜日
北日本 1 民意と歩むとやま議会考 富山市議会 弔電・祝電を廃止

2 庄川左岸地区の農業用水整備要望 会長・夏野修砺波市長 石井知事に要望

3 散居村景観保全へ県の補助拡大要望 砺波・南砺両市

28 わが家のアイドル 森瀬玲奈ちゃん １１カ月 砺波市杉木

28 読者のひろば 乗り継ぎよくして 砺波市 田辺一郎（会社役員 ６４歳）

30 温かみある木彫作品紹介 砺波 砺波市美術館で

30 光と音のアート展示 射水 アートユニット「ニュートラルプロダクション」による光と音のアート展

30 五鹿屋児童クなど表彰 砺波 砺波市児童クラブ連合大会

31 集めた善意役立てて 砺波 南部っ子児童会デイ施設に寄付 書き損じはがき・使用済み切手活用
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31 夏野市長が重点施策説明 砺波 砺波市老人クラブ連合会

31 竹を間伐有効活用も 砺波 雄神地区森林振興会

34 環境・広告１７件表彰 県景観づくりフォーラム

35 窃盗容疑で男逮捕 高岡署 砺波市庄川町青島、無職、鉢蝋晴雄容疑者(66)を逮捕

富山 3 散居景観保全へ支援を 砺波、南砺市長、県に要望

3 用排水整備へ事業促進求め 庄川左岸 県に地区協議会

3 記者席 「有力政治家」のおかげ

4 ２２年熟成「三郎丸」販売 若鶴酒造きょうから

20 富山県こどもフェスティバル入賞・入選者紹介 児童画

23 〃 書

25 どんど、井波 決勝大会進出 第８回ロングラン親善ゲートボール大会第１日

25 書き損じはがき集め寄付 砺波市砺波南部小

25 砺波市長が総合計画説明 砺波市老人クラブ連合会の「市長と語る会」

25 つくばね建設、最優秀賞 砺波土木協会の優良土木工事表彰

25 除雪功労者２８人を表彰 砺波市除雪功労者表彰式は２４日、市役所で

29 地鳴り 大成功だった老人会の旅行 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 20 散居景観保存「増額を」 砺波・南砺市長 事業予算知事に要望

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 24 自慢の鏝絵よみがえった 砺波・芹谷 千光寺で完工式 職藝学院学生ら修復、御幸門も

  ２６日　土曜日
北日本 18 全国大会での活躍 児童・生徒が誓う 県庁で激励会

18 県柔道連盟昇段審査会合格者 男子 初段＝大野誠司（出町中）ほか

20 富山の岡﨑消防士最優秀 富山 県下消防職員意見発表会

22 年賀状シールで県西部誘客促進 高岡 新幹線まちづくり会議

23 Ｘマス展示スタート 砺波 季節展示「クリスマス（シクラメン）～手形アートで彩るクリスマス～」

23 １２月「分割答弁」導入 砺波 市議会 来年６月「一問一答」も

23 貝殻・藍染め出品 砺波 きょうから佐武さん夫婦展

23 幼稚園の保育料 段階的引き上げ 砺波 市子育て会議

23 善意の色紙品定め 砺波 第４９回砺波善意色紙頒布会

29 ３６２人練習成果競う 県警の柔道・剣道大会

29 銃刀法違反疑いで砺波の女逮捕 砺波署 ２５日 砺波市矢木の無職女性

29 庄川町の山林遺体は高岡の女性 砺波署 ２５日 砺波市庄川町前山の山林で見つかった遺体

31 庄川で６７歳男性はねられ死亡 ２５日午後９時２５分ごろ、砺波市庄川町金屋の国道１５６号で

富山 5 蒸留所の改修費募集 目標の３千万円超え 若鶴酒造

22 １２月イベント一覧 ４日砺波市東野尻ゲートボール同好会長杯争奪地区民ゲートボール大会ほか

23 スポーツ 第３３回県バレーボール小学生大会 １２月３，４日・砺波

23 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション １２月１～２５日・砺波

25 Ｘマスツリーやシクラメン飾る 砺波・県花総合センター

25 代表・一般質問で分割、一問一答方式 砺波市議会導入

25 富山奎星会、前衛書２５点 砺波市美術館

25 全日本金賞の喜び報告 砺波・出町小管楽器クラブ

25 砺波で善意色紙頒布会 第４９回砺波善意色紙頒布会

27 津島さん、丸山君本社賞 現代学生競書大会 団体賞 優秀塾 一陽書会（砺波）ほか

29 ３団体３個人が全国大会活躍誓う 県庁で激励会

29 岡﨑さん最優秀賞 消防職員意見発表会

29 柔道・剣道１部富山中央が優勝 県警が大会

31 事件・事故 福祉施設で刃物所持容疑

31 〃 山林の遺体は高岡の女性

31 地鳴り 走る選手に勇気もらう  斉藤友一 ４８歳（富山市・公務員）

北陸中日 19 県警柔道・剣道大会 鍛錬成果３６０人競う 剣道第二部②砺波署

19 ファイル１１０番 銃刀法違反の疑い

19 〃 遺体は高岡市の女性

読売 31 Ｓａｔｕｒｄａｙとやま よっさん（砺波市）

31 ほくりく情報交差点 牛田智大コンサート 

32 バレーボール 県中学校選抜体育大会 １位男子 庄川

毎日 24 文化サロン 短歌【綺羅短歌の会 １１月歌会作品】
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24 前衛書など２５点 砺波 あすまで 富山奎星書作展 

  ２７日　日曜日
北日本 19 少年野球 県学童選抜チャンピオンシップ大会 決勝 砺波1-7滑川

19 ミニバスケットボール 県秋季大会 試合結果

20 読者のひろば 地区金婚式に参加 砺波市 横川實（庭師 ７３歳）

22 ３合唱クラブ歌で交流 砺波 砺波地区小学校合唱交流会

23 会場に唄と三味線の調べ 砺波 民謡団体「義正会」の発表会

23 利用７０万人で記念品 砺波 市社会福祉庄東センター

23 議会日程 砺波市

23 麦秋苑秋季囲碁大会 大会結果

24 新聞コンクール金賞受賞者ひとこと（上） 新聞感想文 砺波市鷹栖小６年・小竹萌々花

25 繊細な音色で魅了 砺波・牛田さんピアノ公演

25 全国大会金賞を報告 砺波・出町小管楽器クラブ

特2 北日本新聞第１３回わたしの新聞コンクール かべ新聞 銅賞

特3 〃 かべ新聞 入選

特4 〃 家族ｄｅ新聞スクラップ 金賞 窪田乃彩さん 砺波南部小１年

特 ４～5 〃 家族ｄｅ新聞スクラップ 銅賞、入選

特6 〃 新聞感想文 金賞 小竹萌々花さん 砺波市鷹栖小６年

特8 〃 新聞感想文 銅賞、入選  学校賞

富山 26 Ｘマス待ち遠しい 花や木の実でリース作り 中央植物園で親子

27 民謡３４曲華やかに 砺波・義正会が発表会

27 油田木下が優勝 第１２回砺波市ペタンク協会室内大会

27 入館者７０万人達成 砺波・庄東センター

27 ＪＲで地酒めぐり 氷見、砺波でツアー

27 ３小児童が合唱で交流 砺波地区合唱交流会

29 きょう準決勝、決勝 県秋季ミニバスケット

30 学芸員が作品解説 砺波市美術館 高道宏氏の追悼展

31 地鳴り 万年筆使い作家気分に 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

33 男性はねられ死亡 砺波・庄川

北陸中日 19 クリスマス多彩に演出 砺波・四季彩館で季節展示

読売 29 車にはねられ死亡 ２５日午後９時２０分頃、砺波市庄川町金屋の国道１５６号で

朝日 31 車にはねられ、男性死亡 砺波市庄川町金屋の国道１５６号で

  ２８日　月曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 政活費ルール 県内６議会〝密室〟で作成

10 １次選考通過４３８編 宮本輝氏選 第５１回北日本文学賞

11 追想 ありし日 創作料理で客を楽しませた串懐石くりす亭店主 水木淳さん（砺波市中央町）

15 北日本文芸 歌壇 天 砺波市 堀田節子 他

15 〃 詩壇 砺波市 蓮井信吉

15 〃 俳壇 人 砺波市 小野田裕司 他

15 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

19 バスケットボール 県男女総合選手権 試合結果

19 ミニバスケットボール 県秋季大会 試合結果

19 フレッシュテニス 立山科学グループ杯大会 試合結果

20 勝利へ懸命プレー 県ビーチボール選手権

20 ２５０人白熱の攻防 富山でソフトバレーフェス

24 除雪に尽力の２８人表彰 砺波市

25 衣装決め来春へやる気 出町子供歌舞伎 児童６人「稽古頑張る」

25 笑いと音楽の融合楽しむ 砺波 砺波市出町子供歌舞伎曳山会館で

25 優良土木工事を表彰 砺波 砺波土木協会

25 地元野菜や魚人気 砺波 冬のふれあい市に２２団体

31 県内１５議会判断ばらつき 茶菓子 名刺 食事 パソコン 「政活費の充当」ＯＫですか？

富山 13 芳野１４年ぶり トゥインクル１１年ぶり Ｖ 第３３回県秋季ミニバスケットボール大会最終日

16 種田分団、ポンプ車入魂式 砺波市消防団種田分団の消防ポンプ車入魂式

17 かっこよく演じたい 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭 西町の児童、衣装合わせ

17 野菜、鮮魚求め傘の列 となみ駅前商店街通り ふれあい市

17 ペタンク 高坪C、宮村Ｆ カローリング 矢木Ｃ、大門Ｂ  Ｖ 庄下地区第１１回ペタンク＆第５回カローリング大会
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17 第３分団Ｖ２ 第３４回高波地区スポーツレクリエーション大会

17 北部苑がフェスタ 砺波市福祉センター北部苑と北部デイサービスセンターの「北部ふれ愛フェスタ」

19 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 15 砺波の歩行者天国新鮮生鮮物が好評 冬のふれあい市

  ２９日　火曜日
北日本 1 注目のニュース 砺波市議会 報酬上げ撤回

3 信頼される砺波市役所に 夏野市長２期目スタート

5 砺波に保険プラザ 富山銀 県内４ｶ所目

15 仲間と集う 長沢老人クラブ長寿会 砺波市「川金」

15 〃 「あれ、あれ」会 （砺波市 橋本巌）

15 〃 トヨペットＯＢ会 （砺波市 黒田美紀子）

15 〃 古河航空機乗員養成所第５期生会 （砺波市 今井友）

16 読者のひろば 佐伯先生をしのぶ 南砺市 今井春継（農業 ６３歳）

19 古民家 そば屋に再生 砺波・増山城跡近く 来春オープン空き家補助２件目

19 １２月補正１０億９０００万円 体育センター工事で膨らむ

19 デマンドタクシー市街地へ乗り入れ 砺波 市議会公共交通対策特別委

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 安藤朔玖君、島田花渚さん

25 砺波で男性はねられ重傷 ２８日午前８時４０分ごろ、砺波市矢木の市道で

27 議員報酬引き上げ撤回 砺波市議会 「市民の理解得られず」

富山 1 年末年始にシクラメン 砺波で出荷最盛期

23 わが町朝市夕市 砺波市

25 新任期の思い 訓示 砺波夏野市長「常に先見て職務遂行」

29 Ｕ17県サッカーリーグ C 富山工5-1砺波、Ｆ 八尾2-1砺波工

31 地鳴り 誕生カードと綿の実で熱く 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

32 「理解得られない」全会一致で 砺波市議会報酬増を断念

北陸中日 5 モーニングサロン 孫のよう 春川正人（富山県砺波市 ６９歳）

16 夏野市長２期目 花束手に庁舎に 砺波市

17 改築民家で栴檀野そば 砺波・増山 来年３月、仲間８人で開業

29 砺波市議会報酬増を撤回 市民理解不十分と判断

読売 33 議員報酬増額申し入れ撤回 砺波市会「市民の理解得られない」

33 小さなサンタが飾り付け 砺波市高道の県花総合センターで

朝日 30 報酬増の要請 撤回 砺波市議会 県内の政活費不正受け

  ３０日　水曜日
北日本 15 エッセーや小説９編 文芸同人誌「千尋」５号刊行

25 故川辺外治さんに師事 砺波 市美術館 山勢・林さんきょうから洋画展

25 紹介ない初診加算料アップ 砺波 総合病院 来年度から

25 種田分団のポンプ車更新 砺波 ６人乗りの新型車両に更新 購入費は１６２０万円

25 指導者や団体表彰 砺波 砺波市青少年健全育成大会

26 ５大ニュース 砺波市鷹栖小５年１組が選んだよ 努力続ける姿勢に感動

富山 21 砺波「花さじき」準備 チューリップフェアへ

23 村中３位、佐伯６位 第１７回ジャパンクラシックベンチプレス選手権

23 最先端の農業技術に触れる 富山で園芸拡大大会

23 県柔道連盟・第３回昇段審査会合格者 合格者名簿

23 県弓道連盟第２０８回段級審査合格者 合格者名簿

北陸中日 14 一問一答や分割式導入 砺波市議会が質問方式変更

読売 30 よみうり文芸 短歌 砺波市 西能さとみ

30 〃 ジュニア俳句 砺波市砺波東部小２年 大浦明莉

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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