
　　　　　　　２０１５年（平成２７）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　日曜日
北日本 4 全国自治体の認知症対策 富山は２６．７％

26 バスケットボール　県高校選抜優勝大会 大会結果

28 ♪若き精鋭音色に磨き♪ ８日・砺波 シエナ・ウインド・オーケストラ（東京）と共演

31 県教育功労５７人１５団体　４日表彰 紫藤彰子（66）砺波市、有澤翔太（19）砺波市、特定非営利活動法人砺波土蔵の会

36 ＬＥＤ３万球キラキラ 砺波四季彩館きょうから点灯

36 庄川美術館で中村滝雄展 鉄の表情を追求

36 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

36 優良賞に小谷さん（砺波） 全国高校生読書体験記県内選考

39 暴行受け男子高生重体 砺波 グループ間でトラブル

富山 21 学校給食の食材学ぶ 砺波で親子ら

21 ３万の光輝く 砺波四季彩館

22 男子 芳野１～４位戦へ ミニバスケットボール第２１回サザンクロス・カップ北陸交歓大会第１日

22 高岡ドリームス連覇 北信越４県選抜少年野球大会最終日

22 環境美化、健康増進 小矢部で県大会

22 教育功労者表彰 ５７人１５団体たたえ

22 雪囲いに役立つわら縄結び学ぶ となみ・ラモーダ

22 きょうから１１月 大作公募展７日開幕　砺波

23 １、２回戦で熱戦 第４６回全国高校バスケットボール選抜優勝大会県予選第１日

25 地鳴り 学校は礼儀を教えないのか　河合泰　８２歳（砺波市）

25 〃 隅々まで埋め翌朝に届く　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

27 暴行受け１６歳少年重体 砺波　悪口原因か、３人組逃走

北陸中日 14 教育功労５７人１５団体 県教委　４日、県庁で表彰式

31 暴行受け１６歳意識不明 砺波　少年２グループもめる

読売 31 砺波公園でトラブル１６歳が一時意識不明 １０月３０日午後１０時１５分頃、砺波市豊町の「太郎丸ウェストパーク」で

朝日 29 スクエア 「となみ野建築」創業　平井健司さん（４４）

毎日 22 少年らトラブル１６歳が意識不明 砺波、３人逃走

　　２日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波市福祉センター麦秋苑の浴場

7 詩誌「洲」復刻版を刊行 城端の山本さん

10～21 TOYAMA MARATHON 2015 完走者の記録

23 〃 ４２．１９５㌔走りました

24 〃 県勢上位１０人　女子 宮木和代、永井恵子(砺波市)

25 〃 女子年代別上位成績

26 〃 ２㌔小学生の各部入賞者

26 〃 ２㌔小学１、２年男女入賞者、小学３、４年男女入賞者、小学５、６年男女入賞者

27 〃 男子優勝荒山さん（砺波）

30 小中学生２４０人技競う 県柔道大会

30 バスケットボール　県高校選抜優勝大会 大会結果

30 卓球　県高校秋季選手権 大会結果

37 林清納さん版画展 砺波　砺波市表町のギャラリー和音

37 リンゴ・里芋収穫地産地消を実感 砺波　丸圓商店が体験会

富山 15 男女４強出そろう 第４６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

15 県高校秋季卓球選手権 大会結果

16 ３市、火災時の連携確認 砺波地域消防連絡会の消防訓練

17 リンゴやサトイモ収穫 砺波で親子が体験

17 ワルーリくんに投票呼び掛け となみ野の郷

17 第３常会Ｃが優勝 第１１回五鹿屋地区ペタンク大会

17 福岡ビクトリーＶ 第３回栴檀野親睦ゲートボール大会

18 文集第八集刊行祝う 本紙投稿者「暮らしの会」　高岡

19 サザンクロス・ミニバスケット 砺波

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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21 地鳴り コント　傾斜（砺波・越中之助）

21 月曜川柳 別所武（砺波）  川辺久松（砺波）

23 県外逃走の可能性 砺波の傷害事件１７歳少年ら３人

　　３日　火曜日
北日本 11 秋の叙勲　県内受章者 瑞宝双光章　平井宗壽さん（75）砺波市井栗谷

13 受賞者（団体）の皆さん 地域社会賞　となみミュージカルキッズを応援する会代表・永井保氏（事務局・砺波市太田）

18 第２０回県中学校文化祭 鑑賞が刺激に　砺波市庄川中２年　南部百香

19 〃 チームワーク大切　砺波市庄西中２年　宮川萌乃

22 サッカー　第１４回ウインズ小杉カップ 【ジュニア】決勝トーナメント③FCとなみ

22 ペタンク　砺波市東野尻同好会杯争奪地区民競技大会 大会結果

26 伝統の技と地元食材ＰＲ 砺波　庄川木工協同組合　木皿とユズをセットに

26 正しい手洗いの方法伝授 南砺

27 「となみ野夜高四地区会」若連中 夜高祭り世界へ発信

27 チューリップ球根輸出再開へ道筋 砺波市長台湾・嘉義市長と約束

27 事業推進へ６０００万円 砺波市　１６年度予算特別枠

27 「散居村の記憶」出版祝う 砺波　NPO法人砺波土蔵の会

31 丹精込めた１００点並ぶ 砺波市菊花展

35 砺波・高校生重体 傷害容疑で１人逮捕

富山 13 秋の叙勲　県内から４６人 瑞宝双光章　平井宗壽氏

22 組み合わせ魅力発信 砺波　７日「なんでも市」で１５０人分

23 園児が球根植える 砺波・北部苑

23 会見で夏野市長表明 砺波　来年度予算編成　となみ創生枠６千万円

24 わが町朝市夕市 砺波市

北陸中日 18 秋の叙勲県から５８人 瑞宝双光章　平井宗壽(75)　砺波市

19 庄川挽物木地と食発信 木皿と軽食セット催しで限定販売

読売 28 叙勲受章者 瑞宝双光章　平井宗壽　75　(砺波市)

朝日 31 秋の叙勲県内から４６人 瑞宝双光章　平井宗壽　(教育) 75 砺波市

毎日 22 ５７人、１５団体を表彰 県教育功労者が決まる

日本経済 32 秋の叙勲受章者 瑞宝双光章　平井宗壽　75　砺波

　　４日　水曜日
北日本 7 脳トレリーダー養成講座 県内各地で講師活躍

12 県高校駅伝 富山商１２年連続男女Ｖ

13 北日本新聞社旗争奪県少年野球 決勝トーナメント開幕

17 水資源の活用に理解 砺波　庄東用水土地改良区

17 民謡民舞１４団体華やかに 砺波　砺波市文化祭芸能発表会「民謡の世界」

25 砺波で高校生重体 殺人未遂容疑１人逮捕

富山 13 １４団体が民謡や民舞 砺波市文化祭芸能発表会

13 砺波・あおい病院に巡行 宮村の獅子舞患者に元気

13 白寿４人ら長寿祝う 砺波・高波公民館が集い

17 県高校駅伝 富山商１２年連続男女Ｖ

21 砺波少年暴行２人逮捕 県警　殺人未遂、傷害容疑で

北陸中日 5 テーマ特集　ペット　上 人間の事情を押しつけるな　会社員　石丸秀幸　56　富山県砺波市

朝日 21 集団暴行、少年２人逮捕 砺波　傷害と殺人未遂容疑

毎日 22 全国高校駅伝 高校駅伝県予選・男子成績

22 〃 高校駅伝県予選・女子成績

　　５日　木曜日
北日本 3 健康教育実践の優良１３校を表彰 県教委

3 農林漁業県功労に５人・３団体 富山県

18 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

21 来月の砺波大会ＰＲ Ｖ・プレミア男子

25 租税教室で文房具配布へ 砺波法人会

25 税の学習に役立てて 納税協力団体の砺波間税会

25 弦楽四重奏楽しむ 砺波　ちゅうりっぷ保育園
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25 保陶裡窯作品並ぶ 新保さん陶芸展

26 １４歳は考える 砺波市庄西中 今井英、島田真琴

33 砺波・高校生重体　傷害容疑残る１人逮捕 砺波署 ３人共謀暴行加える

富山 24 楽しんでます 砺波で「生活書道」

27 砺波・権正寺営農組合 チューリップ生産を拡大１２万５千本　球根植え込み開始

27 砺波・神島自治会 出身者の活躍記す　郷土本第２弾「誇り持って」

27 北國銀がコンサート 砺波 ちゅうりっぷ保育園

27 「税の啓発品」役立てて 砺波法人会

27 〃 砺波間税会

27 小中学生の４７点入賞 砺波・税の作品

28 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ ２部　庄西中2-0富山北部中

29 来月Ｖ・プレミア砺波大会 「迫力ある試合見て」

29 理事に砺波市議長 全国市議会議長会基地協議会北信越部会の総会

30 健康教育実践１３校に表彰状 富山県教委

31 地鳴り 富山空港へお見送りに　西川良子　６２歳（砺波市）

33 低木で金屋ゆず増産 庄川特産 手入れや収穫容易に

33 新たに高岡の男逮捕 砺波の少年暴行、３人目　傷害容疑

北陸中日 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

27 殺人未遂や傷害容疑の３人逮捕 砺波のグループ乱闘

読売 27 傷害の疑いで残る１人逮捕 砺波署

　　６日　金曜日
北日本 3 知事に庄川左岸農地防災事業の推進要望 対策促進協

5 富山けいざい短信 限定酒の予約受け付け

12 砺波・朝山さん水泳２冠報告 全国障害者スポーツ大会

19 仲間と集う 中野希生会高齢者学級園児交流会（砺波市　畑誠一）

19 〃 となみ野ウオーキングクラブ（砺波市　四十万忠史）

19 〃 フォトクラブとなみ野（砺波市 横山宗平）

22 中野地区８日に公民館で特別展 砺波　田祭り「踊るヨータカ」紹介

22 郷土料理のお斎振る舞う 砺波　えんなか会 旧中嶋家で報恩講

22 チャリティゴルフの収益寄付 となみ衛星通信テレビ

23 砺波の道花いっぱいに 来春のチューリップフェア出迎え準備　球根・花苗丁寧に植栽

富山 2 農地防災事業の推進を 庄川左岸地区用排水対策協 石井知事に要請

2 記者席 「せめて在来線特急」

3 農林漁業に功労１９人４団体表彰 永田喜一（となみ野農協常務理事）、田島義則（となみ野農協常務理事）

21 初のグランドチャンピオン大会 砺波市パークゴルフ協会グランドチャンピオン大会

21 石黒・福田組が初代王者 第１回室内ペア・ゲートボール親善大会

21 砺波・旧中嶋家で報恩講 えんなか 会富大生も手伝う

21 ジャズ本堂に響く 砺波・専念寺「報恩講の夕べ」

21 朝山さん２種目Ｖ報告 第１５回全国障害者スポーツ大会

21 受賞を砺波市長に報告 県功労表彰者および花と緑の大会表彰者の受賞報告

22 チューリップ球根春へ植え込み 砺波

25 地鳴り 手でつまむと大変な臭い　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

27 高校生に暴行疑いブラジル人男送検 砺波署

北陸中日 17 学生が「おとき」味わう 砺波 旧中嶋家で報恩講体験

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

特集 2 第３３回富山県駅伝特集 栄光の軌跡

5 〃 ⑪砺波　調子上向き優勝目標

7 〃 県小学生駅伝メンバー

　　７日　土曜日
北日本 3 伏木富山港寄港に意欲 米クルーズ社 県内視察

3 となみ政経懇話会　１１月例会 小松氏（ノンフィクション作家）が講演

3 〃 交代会員を紹介

14 とやま環境フェア2015 富山県ごみゼロ推進県民大会

23 会員２７人の新作前衛書 砺波　富山奎星会の書作展

26 神島自治会　顕彰本を刊行 砺波　地元ゆかりの偉人知って

3 ページ



26 きょうから篆刻・書展 砺波　第６回槇冬菫・篆刻と書のサークル展

27 砺波総合病院１７年度にも年６００万円を削減 砺波　給食業務を民間委託

29 「いい歯の日」２３人たたえる 県と県歯科医師会

富山 27 市立砺波総合病院上半期の損益悪化 経営改善委で報告

28 創造的な前衛書並ぶ 砺波市美術館

29 砺波・庄川木工協組 国内最大級大鉢を制作　伝統工芸フェスで公開

30 「いい歯」の２３人表彰 県と県歯科医師会

32 ＡｒｔｉｓｔＧｒｏｕｐ－風－大作公募展 砺波市美術館、きょう開幕

読売 27 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

27 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ

毎日 24 砺波市美術館 富山奎星書作展 時流に息づく前衛書

　　８日　日曜日
北日本 24 「夢を持てば人は変わる」 高岡　車いすバスケ・宮島さん講演　志貴野中

25 庄川挽物の技「すごい」 砺波 なんでも市にぎわう

25 在校生や卒業生創立５０周年祝う 砺波　砺波准看護学院

25 ラッカセイやリンゴ収穫 砺波  砺波市若林地区の子どもたち

29 天位に平岡さんと牧田さん 弦短歌会

30 第６１回県小学生火災予防研究発表大会 努力賞＝砺波北部小

31 県産の花展示 県花き品評会

31 植樹祭ポスター 浅井さん（富山東部中3） とやま森の祭典ポスター（福野小5）選出 優秀賞＝石村風鈴（庄西中１）

富山 1 「AｒｔｉｓｔGｒｏｕｐ-風-」砺波市美術館で開幕 情熱宿る大作絵画

21 砺波・若林、親子ら収穫 落花生、リンゴ実りに感謝

21 砺波准看護学院創立５０周年で式典 砺波平安閣で　感謝状受ける河合氏

21 富山新聞社杯の総合優勝小竹さん 砺波・太田菊花展

21 砺波で「なんでも市」 庄川木工の皿+地元食材　限定販売に長い列

21 栴檀野Ａ優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第９回室内ペタンク大会

21 若林寿会が女性の集い ７日、若林公民館で

27 地鳴り 地区の公民館まつりに初出品　小倉慶子　７０歳（砺波市）

27 〃 雪つり講座結べるように　佐野直子　５１歳（高岡市）

27 華のワルツ 富山県いけ花作家協会展出品作品　岡祥月 池坊（砺波市）

北陸中日 17 加越線懐かしの資料 砺波　きょう、まつりで紹介

17 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ 二部リーグ　第五節　庄西中2-0富山北部中

　　９日　月曜日
新聞休刊日

　１０日　火曜日
北日本 3 橘衆院議員らに政策要望を話す 砺波でふるさと対話集会

18 県高校秋季大会 ラグビー、卓球

18 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ ２部第６節　エヌスタイル2-0庄西

18 サッカー　Ｕ-17県リーグ Ｇリーグ 砺波2-1高岡商、Ｊリーグ 砺波工5-0氷見

19 富山市７連覇 県駅伝競走

19 出町中が優勝 第３６回小矢部市サッカーフェスティバル

19 北日本新聞社旗争奪県少年野球 試合結果

21 １２人３団体を表彰 富山　青少年育成県大会

21 立体造形と歌〝共演〟 砺波　庄川美術館・中村滝雄展

22 読者のひろば 秋の深まりを知る　砺波市　島田栄（農業　６７歳）

25 長唄おはやし上達したかな 砺波　鼓萌の会子供教室

25 生け花の技術学ぶ 砺波　

29 えとの「さる」木彫作り 庄川美術館実技講座 彫刻家・野村さん（庄川）指導

31 現代の名工県内から３人 表具師　田邉勇さん（74）　砺波市三島町

32 砺波市議会元議長 山岸さんの叙勲祝福

34 県少年少女自作童話大会 優秀賞は澤田さん（出町小５）

富山 24 庄川、井波の消防が連携 砺波市青島保育所周辺で

25 砺波・庄川 金屋石採掘場跡で張り替え 古いしめ縄灰を釉薬に

25 認知症カフェや新図書館を説明 砺波でまちづくり会合

25 市政発展に尽力たたえ 砺波で山岸氏の叙勲祝賀会
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26 新湊支部が団体優勝 木谷綜合学園珠算大会

26 わが町朝市夕市 砺波市

26 ３団体、１２人を表彰 青少年育成県大会

27 富山市が７連覇 第３３回県駅伝競走大会

29 現代の名工県内から３氏 表具師　田邉勇さん　砺波市三島町

30 Ａｒｔｉｓｔ Group-風-大作公募展 日本画ワークショップ畠中氏が指導　砺波市美術館で

北陸中日 19 現代の名工県内から３人 表具師　田辺勇さん（74）=砺波市三島町

19 お餅と空き缶交換障害者が地域交流 砺波の福祉作業所

読売 31 富山県駅伝 総合・区間成績 ②砺波　

31 〃　県小学生駅伝 ③砺波

32 県駅伝　富山７連覇 県小学生駅伝　富山Ｖ４

33 現代の名工　県内から３人 表具師　田邉勇さん　古文書２万㌻６年かけ修復

朝日 28 現代の名工県内３人 表具師　田辺勇さん（74）＝砺波市　繊細によみがえる文化財

　１１日　水曜日
北日本 21 砺波市が制度新設へ 空き地の農地化支援　散居村の景観を保全

21 ２消防団が合同訓練 砺波　青島保育所周辺で

21 防火呼び掛けパレード 砺波　出町少年消防クラブの１８０人

21 彫刻家・青山さん（南砺）自作の茶道具紹介 砺波　ギャラリーみかん堂で個展

21 中学生に美しい音色披露 砺波　「県民ふれあい公演」が、砺波市文化会館で

21 郷土の風景切り絵に 砺波　「となみ野の風景・水のある風景」が庄川水資料館で

26 関口さん（魚津東部中３）に国税庁長官賞 税に関する作文コンクール

富山 3 地域医療構想の策定へ調整会議 砺波厚生センター

25 合宿、会議は砺波で 市観光協ガイド作成　施設や宿泊補助紹介

26 健康と長寿の祭典が開幕 功労団体や個人を表彰

北陸中日 14 川辺外治氏の〝教育〟とは 砺波市出身画家 生涯追う企画展

15 幼児とお年寄り一緒に球根植え 砺波で親睦

　１２日　木曜日
北日本 4 新合金で需要開拓 ＣＫサンエツ砺波工場の設備強化

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 仲間と集う 鷹栖東部白寿会慰安会（砺波市　上田登昭）

22 庄川ユズ２年連続豊作 １４、１５日に水記念公園でまつり

23 五箇山深山会１５日に城端で「民謡のつどい」 南砺　３５年の感謝込め…

23 東分署（南砺）津沢（小矢部）出張所が来年竣工式 砺波地域消防組合議会

23 利賀ゆかりの岩田さん講演 砺波　砺波平安閣で

23 ゆず湯でぽかぽか 砺波　市福祉センター苗加苑で

23 おはぎ届け安否も確認 砺波　「ふれ愛電話かっこうの会」

29 地域活動に尽力の個人や団体を表彰 県老人クラブ大会

富山 5 売上高が最高に ＣＫサンエツ

26 税を考える 週間始まる 各地で講演、表彰 砺波で岩田氏政治など語る

26 〃 砺波 国税庁の税に関する高校生の作文

27 自然や世界遺産３２点 砺波市美術館で写真展

27 来年２月２１日竣工式 「南砺消防署東分署」「津沢出張所」名称に

27 砺波・苗加苑でゆず湯 男女の浴場にそれぞれ約３０個を浮かべた

27 人生の先輩に学ぶ 砺波工生の「人生の先輩に聴く」

27 砺波でも２７世帯に配る 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」

27 ３社を指名停止 砺波市

28 岡本さん（高岡中田）大賞 青井中美展きょう開幕

28 １７人１９団体を表彰 県老人クラブ大会

30 砺波・出町の全３１町会 カラス初の一斉追い払い　１４日夕被害防止へ作戦

北陸中日 14 砺波工場隣の不動産を取得 CKサンエツ新工場建設に備え

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

20 イベント 庄川ゆずまつり

読売 33 南砺の消防再編「東分署」新設へ 砺波地域消防組合の議会全員協議会
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33 除雪功労者を表彰砺波市が制度創設 初回となる今年度の表彰式は今月２５日に行う

　１３日　金曜日
北日本 21 仲間と集う 東般若高齢者学級パークゴルフ大会（砺波市　高山一郎）

21 〃 林グラウンドゴルフクラブ（砺波市　横川かの子）

22 読者のひろば 感動をありがとう　砺波市　飯田静子（主婦　７１歳）

22 仲間と集う 栴檀山小昭六会同級会（砺波市　高木信行）

24 出町小管楽器クに支援金 砺波　砺波ロータリークラブ

25 太田・北部で認定こども園 砺波市検討 民間保育所移行後押し

25 子育て支援ファイル作製 砺波市

25 夫婦の木工作品など展示 高岡　砺波市西中の佐野達二さんと真知子さん

25 ロビー展 県信用組合出町支店　中村の今堀顕さんの写真展

30 記者ぶろぐ 先人の暮らしに学ぶ

富山 24 砺波税務署で表彰 納税表彰式

24 砺波市役所で避難訓練 震度５強の地震が起き、直後に照射食堂から出火したとの想定

25 砺波・庄東小 巣箱の中興味津々

25 男子は丸岡さん 女子上野さんＶ 砺波市パークゴルフ協会の１１月度月例会

25 県内足湯の漫画南砺・若さん描く 砺波・湯来楽で展示

25 議会日程（１２月定例会） 砺波市

26 最優秀賞に境さん 県下水道公社ポスター

26 県高校剣道選手権 男女試合結果

26 県高校秋季ラグビー大会 大会結果

26 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ 試合結果

27 初誕生 立田莉望（たった　りみ）ちゃん　砺波市太田

北陸中日 18 コンベンション誘致へパンフ作製 砺波市観光協

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 26 催し 庄川ゆずまつり

　１４日　土曜日
北日本 1 注目のニュース ネット栽培初の植え込み

25 富山大出身作家が新作 砺波　「８プラスアルファ展」

25 チューリップで被災地支援 砺波　市が宮城へ球根１万球

25 手作りリースをふれあい市で販売 砺波　市消費者グループ連合会

32 砺波で初の植え込み チューリップ球根のネット栽培

富山 29 リースなど小物作る 砺波・消費者グループ

30 卒業生が特別講義 砺波・出町中　講演する大野准教授

30 第４２回全日本クラブバスケットボール選手権県予選 １回戦試合結果

30 大阪国際招待卓球選手権カデット県予選 試合結果

31 砺波・チューリップ農家 ネット栽培実証試験開始　機械の実用性を確認

31 被災地へ球根１万球 砺波市 あす宮城で植え込み

読売 31 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市 源通ゆきみ

朝日 28 バンドフェス　響き全国へ 出町小　旅する曲調に乗って

　１５日　日曜日
北日本 1 ＴＰＰ首長調査 県内２氏「賛成」３氏「反対」　「どちらともいえず」多数

18 県中学校選抜体育大会 水泳、バスケットボール、新体操、バドミントン

18 グラウンドゴルフ　第１８回ＪＡとなみ野組合長杯大会 ①油田②柳瀬③庄下

21 地域いきいき カラス撃退へ光線作戦　出町地区住民懐中電灯で追い払う

25 「庄川ゆずまつり」開幕 香り楽しみ品定め　

25 慈善コンサート雅楽・民謡楽しむ 砺波　それいゆ砺波

25 ５５人が盤上で熱戦 砺波　砺波市文化祭囲碁大会

29 功労者１０人を表彰 八尾で県社会教育大会

30 生き生きと演技 県高校演劇研究発表

富山 7 ＴＰＰ 富山は「反対」２１％「賛成」１４％

20 特産販売 庄川ゆずまつり

21 農業祭 となみ野　新鮮野菜人気集め

21 シルバー人材が集い 砺波市シルバー人材センターの会員のつどい

21 チャリティーで演奏会 国際ソロプチミストそれいゆ砺波
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23 砺波市美術館 Ａｒｔｉｓｔ　Ｇｒｏｕｐ　－風展

23 第３７回県中学校選抜体育大会 バドミントン、新体操、水泳、バスケットボール

23 デスク日誌 トイレは重要課題

24 地域福祉の在り方考える 富山でフォーラム

25 地鳴り 母の四十九日法要を終えて　石﨑弘毅　６２歳（砺波市）

北陸中日 14 農地豪雨被害防止県に対策予算要請 庄川左岸用排水協

19 農産品求めにぎわい 庄川水記念公園　もぎたてユズ人気

19 大阪国際招待卓球選手権カデットの部県予選会 【女子】②川辺紗嬉（出町中）

19 県高校秋季大会 ラグビーフットボール

19 県中学選抜体育大会新体操競技 大会結果

朝日 37 スクエア 城端線を盛り上げる　模型に「べるもんた愛」

　１６日　月曜日
北日本 3 本社世論調査　「新幹線効果あり」６割強 市町村別 魚津のみ４割台

7 歌人・花山さんと短歌・エッセー発表 高島さん（砺波）が季刊誌

12 ラグビー　県高校秋季大会 準決勝　魚津工27-10砺波工　富山第一27-7砺波

14 サッカー　Ｕ-17県リーグ 試合結果

14 サッカー　高円宮杯ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

14 ソフトテニス　県冬季小学生大会 試合結果

14 テニス　ＭＵＦＧジュニアトーナメント県予選大会 大会結果

16 優秀選手を表彰 県ソフトボール協会納会

21 シャクヤクなど植える 砺波　別所地区活性化策来年から販売へ

21 全国の民謡多彩に 五箇山深山会35周年公演

21 ざっくばらん となみセントラルライオンズクラブ青少年育成委員長　伊藤承一さん（砺波市・４９歳）

23 日中友好へ民間交流 福光 松村顕彰会派遣団が出発

24 県高校秋季囲碁 西川君（高岡）上級優勝 中級坂本君（高岡） 初級沼田君（砺波工）

24 富山の太鼓　県内外団体迫力の競演 ジュニアコンクール越中いさみ太鼓 春蘭（砺波）Ｖ

24 炉開き祝う席で一服 砺波で北日本かたかご茶会

24 記者ぶろぐ 今年は球根を買おう

24 チューリップ植え励ます 夏野砺波市長ら被災地名取（宮城）に球根

24 ６人と３校全国大会へ 県高文祭放送部門

富山 16 震災被災地支援の輪 砺波

17 女性分団が防火診断 砺波で北日本かたかご茶会

18 シーズンの健闘たたえ表彰式、納会 砺波地区寿野球定期リーグ戦　エバーヤンガーズ３連覇

18 澤田さん親子優勝 料理コンテスト県大会

18 民謡３団体おさらい会 砺波

18 優秀選手を表彰 県ソフトボール協会

19 第３７回県中学校選抜体育大会バレーボール 大会結果

19 県高校秋季ラグビー大会 準決勝　魚津工27-10砺波工　富山一27-7砺波

20 山ウド、 シャクヤク　砺波・別所の特産物に 耕作放棄地に植え込み　地域活性化、地産地消を推進

21 地鳴り 秘湯と旬の風景を見に　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

21 月曜川柳 向山晴夫（砺波）

　１７日　火曜日
北日本 18 サッカー U－１７県リーグ 第２節 砺波工７－０片山学園

18 卓球 第２０回福岡オープン大会 中学男子 ③出町中A

18 水泳　県マスターズ大会・県関係分 大会結果

20 わが家のアイドル 石黒心椛（いしくろ　このか）ちゃん　砺波市庄川町青島

23 書き損じはがき収益寄付 砺波　南部っ子児童会デイサービスに「活用して」

23 となみ観光交通のタクシー 女性ドライバー続々　人に環境に優しく

23 武田さんの１００歳祝う 砺波　砺波市高波の武田榮三さん

23 となみ野田園空間博物館推進協議会・デジカメ写真コンテスト 審査結果

富山 22 武田さんの１００歳祝う 砺波市高波の武田榮三さん

23 トロンボーン耳傾け 砺波北部小で演奏会

23 砺波・安川営農組合 シャクヤク栽培着手　３年後出荷目指す

23 砺波・南部っ子児童会 書き損じはがき回収の益金　寄贈続け全国表彰

24 わが町朝市夕市 砺波市
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27 地鳴り 中国武陵源ツアーに参加　河合泰　８２歳（砺波市）

読売 30 県中学校選抜体育大会 新体操、バスケットボール

　１８日　水曜日
北日本 3 統計功労者５３個人・団体を表彰 県統計協会長表彰＝今村都、澤村文子、永田喜一、吉田藤夫（砺波）

18 県スポーツ部門功労に５人８団体 本年度新設

22 砺波市のチューリップ球根 名取市（宮城）へ寄贈継続　復興支援

22 川辺さんの絵手紙紹介 砺波　市福祉センター苗加苑で

23 庄川獅子舞の伝統紹介 庄川水資料館２１日から企画展第１弾

26 清水さん（出町）ら３人最優秀 中学生人権作文県大会

26 出町小（砺波）が協会賞 田中小（滑川）は奨励賞 全国学校・園庭ビオトープ

26 名古屋だより 東海となみ野会総会　

富山 21 自民会に農業者が意見 砺波市議会の「自民会」による農業者との意見交換会

21 現代の名工を報告 表具師の田邉勇さん（74）＝砺波市三島町

23 県秋季ミニバスケット２１日開幕 男女８５チーム熱戦

23 ５氏と８団体選ぶ 県スポーツ功労者など

23 優秀、優良賞決まる 県高校文化祭放送部門

25 地鳴り 結婚４０周年でメッセージ　西川良子　６３歳（砺波市）

北陸中日 13 雑誌購入費負担スポンサー募集 富山県立図書館

読売 34 平成２７年度優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰 庄川子どもわくわく教室（砺波市）

　１９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

24 文科大臣表彰を報告 砺波　砺波市スポーツ推進委員協議会長の山田純一さん（67）

25 独自の視点光る写真４７点 砺波　「写真　アートペーパー展」

25 生産者招き楽しく会食 砺波・小矢部の小中学校

30 高岡・山町ポエム 大賞に永澤さん（高陵中２年）

30 ４１人３７施設を表彰 県食品衛生大会

富山 1 砺波で鉢植え出荷ピーク シクラメン出番近づく

2 ＪＡ県大会　特別決議を採択 ＴＰＰ万全な対策を

26 生産者と食材味わう 給食で子どもたち　砺波

27 「こども手帳」贈る 日本公衆電話会北陸統括支部富山分会

27 山田氏が受賞報告 砺波市スポーツ推進委員協議会の山田純一会長（67）

31 食品衛生で表彰 富山で県大会

33 地鳴り 刀剣への理解若い人にも　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 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 32 となみ庄川散居村マラソン２２日号砲 砺波チューリップ公園を発着点に

　２０日　金曜日
北日本 3 明日のとやまブランド 新たに７品目選ぶ

25 命の大切さ知って 砺波　出町小　被災者講演 映画も上映

25 新聞使いエコバッグ 砺波　本社砺波支社で教室

25 「くちびるに歌を」「あん」２３日に上映 砺波　となみ映画サークル

25 浄瑠璃の魅力に触れて 砺波２３日一足早く披露　出町子供歌舞伎の演目「子別れの段」

25 チューリップ開花楽しみ 砺波　商議所青年部 園児と球根植え込み

25 野鳥観察に巣箱作り 砺波　砺波市庄東小学校

25 人口減対策、市長が説明 砺波　砺波市老人クラブ連合会の「市長と語る会」

25 ふるさと紀行 我がまち砺波市

30 記者ぶろぐ ラグビー「今は危機」

30 多重事故発生 救助急げ！ 県西部４消防初の合同訓練　ドクターヘリと連携

32 高岡市街地に活断層 国土地理院発表 小杉－砺波にも

33 ストップ特殊詐欺被害 砺波で２００万円被害　孫かたる電話

富山 22 生産者と販売者が砺波で情報交換会 砺波市大門の「農家レストラン大門」で

22 園児とチューリップ植える 砺波商工会議所青年部

23 津波で長男亡くした丹野さん 砺波・出町小で講演　閖上舞台の映画も上映

23 命、救いたい 県西部４消防本部が訓練　
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23 小規模特養を計画 砺波、語る会で市長

27 地鳴り マツタケの場所聞いておけば…　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

28 国土地理院公表 新たな２活断層　高岡 射水から砺波

29 特殊詐欺 孫をかたる電話砺波で２００万円被害

北陸中日 19 大災害に備え応援出動確認 南砺、消防合同訓練

19 ファイル１１０番 砺波で２００万円詐欺

31 砺波平野断層帯に新たな二つの断層 国土地理院調査で判明

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

29 特殊詐欺２００万円被害 砺波市の８０歳代男性

29 県西部４消防など初の救急合同訓練 南砺市天池の南砺消防署で

　２１日　土曜日
北日本 17 カローリングで交流 県老人クラブ連合会

20～23 美の祭典第１０回越中アートフェスタ 発想豊かに独創性発揮

28 砺波高に生物顕微鏡贈る 砺波　北陸銀行奨学助成財団

29 砺波市が廃止「若者の館」 １２月議会提案　青島振興会に無償譲渡

29 農業担い手なりませんか 南砺　指導員 高校生と懇談会

29 木版画と洋画で二人展 砺波　砺波市出町中央のギャラリーｃｈａ翠で

29 動物題材の香合など並ぶ 砺波　「南部祥雲 干支とうつわ展」

34 納藤さん（砺波高２）標語部門優秀賞 情報モラルコンクール

37 マイナンバー通知カード　ようやく配達本格化 県内 来月上旬に「完了」

37 砺波・少年トラブル傷害罪で２人起訴 地検高岡支部

富山 28 お年寄りに届けて 砺波・出町青葉幼稚園児

28 市町村議会（２０日）　砺波市 年６１８万円節減へ　砺波総合病院の給食委託

29 高校生が見聞広げる 南砺で就農育成懇談会

29 チューリップフェアＰＲ 年賀状用データ配信　砺波の財団

29 Ｘマスの趣 砺波四季彩館

30 情報モラル標語で納藤さんに優秀賞 砺波高に学校賞

30 ５人８団体を表彰 県スポーツ部門功労

31 大賞に氷見、藤原さん 越中アートフェスタきょう開幕

34 大作絵画と紅葉が共演 砺波市美術館

35 傷害罪で２人起訴 富山地検　砺波・少年グループ事件

北陸中日 17 県が団体、個人を表彰 スポーツ振興、功労者

読売 31 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

朝日 22 １１０・１１９ 集団暴行事件で元少年ら２人起訴

毎日 22 金属の表情多彩に 中村滝雄さん個展 砺波、２９日まで

　２２日　日曜日
北日本 19 ミニバスケットボール　県秋季大会 １回戦、２回戦結果

19 テニス　コーセル・あすなろ倶楽部杯オープン大会 大会結果

19 来月開所の介護施設「ケアホームあきもと」 砺波　児童も一緒に預かります

19 お年寄りに野菜届けて 砺波　砺波市寿町の出町青葉幼稚園

23 来月閉館の庄川峡やまぶき荘 感謝込め名残のゆず湯

23 「台湾の街」にツリー 砺波　砺波市チューリップ四季彩館

24 なるほど富山読んでガッテン 盛り上がる県内ラグビー　ひたむきプレー熱く

27 菊作り名人たたえる 北陸・南砺大会合同表彰式

29 砺波の民家でぼや ２１日午後４時３５分ごろ、砺波市柳瀬、無職、北村恒夫さん（68）方

30 飲食店巡る「バル街」脚光 チケット制「気軽に入れる」

富山 23 県秋季ミニバスケット ８５チーム全力プレー

23 ３市の児童守備や打撃基本学ぶ 伏木海陸の選手ら指導

25 油田十年明Ａ優勝 第１１回砺波市室内ペタンク大会

25 庄南小で合唱の集い 第１７回庄南小学校区合唱の集い「地域にひびけ合唱の輪」

26 県こどもフェスティバル 鷹栖小大正琴クラブ（砺波市）　初の大舞台心一つに

28 菊作りの情熱たたえ 北陸・南砺大会で表彰式

30 砺波の住宅でぼや 男性がやけど

北陸中日 5 発言 シシャモ不振むかわを思う　上野亮平　73　富山県砺波市

17 ファイル１１０番 住宅の居間燃える
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朝日 16 第３４回全日本小学校バンドフェスティバル 富山大付属など９校が「金」

27 全日本小学校バンドフェス 富山大付情感込め金　出町・福野は銅

　２３日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波市のカラス環境被害対策委員会

11 北日本俳壇の集い 佳作　廣橋　玉枝  二俣れい子

18 柔道　昇段審査会（８日、高岡武道館） 男子初段　今庄仁、竹内風起、瀬尾拓実、松岡侑亮（庄西中）

18 〃 女子初段吉田七彩（出町中）　２段荒木千尋（砺波工高）

18 サッカー　U-17県リーグ（21日　砺波工高） Jリーグ　砺波工高3-1富山西

18 フットサル　MOVA　OKUKITA　CUP2015 至宝カップ①FCとなみ

18 フレッシュテニス　太陽スポーツ杯魚津オープンミックス大会 40歳以上混合複①水口貴洋・川西美幸（砺波）

19 ２６００人駆け抜ける 砺波・散居村縦断マラソン 競歩・谷井選手がゲスト

19 男女99チーム熱戦 県ビーチボール選手権

19 県内外１０チーム対戦 サッカー・津沢交流会

19 「合唱の輪」広げる 砺波市の庄南小学校区合唱の集い

20 読者のひろば 継続と前向きさを　　　砺波市　村中　正敏（無職　８５歳）

23 伐採竹 野菜用支柱に 雄神地区振興会　竹林整備し200本製作

23 消防ポンプ車更新 砺波市消防団東山見分団

29 砺波の住宅火災、火元は居間か 砺波市柳瀬

富山 17 県秋季ミニバスケット ４強男子　砺波北部 黒部　芳野 豊田

18 東山見分団に新ポンプ車 砺波で入魂式

18 ロビー展 手をつなぐとなみ野福祉作業所庄川作品展　北陸銀行庄川支店

19 伸びやかな歌声披露 砺波でやしまさん

19 里山再生へ間伐 砺波・雄神地区森林振興会

19 法人化で設立総会 砺波・宮村営農組合

19 砺波・北部苑でフェスタ 砺波市福祉センター北部苑と市北部デイサービスセンター

20 散居村縦断マラソン 2671人となみ野駆ける

北陸中日 15 宮城の被災遺族 命の大切さ語る 砺波・出町小で講演

16 砺波平野 健脚競う 庄川散居村マラソン 2671人が汗

読売 29 2671人 健脚競う となみ庄川マラソン

29 USO放送 砺波・越中之助

毎日 24 北信越高校駅伝 女子砺波13位

　２４日　火曜日
北日本 14 読者のひろば 充実した日本生活　　砺波市　王　生萍（研修生　34歳）

17 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション準備万端！ 砺波

17 曳山会館で出町浄瑠璃大会 小中高生ら２４人熱演

17 宮浦・安藤さん天位 辛夷砺波支部・若芽句会の合同俳句会

17 中野なかよし児童ク表彰 砺波市児童クラブ連合大会

富山 17 子どもが仕事体験 イオンモールとなみ

17 砺波・出町浄瑠璃大会 ２４人が練習成果披露

17 砺波児童ク 発展を誓う 砺波市児童クラブ連合大会

17 第32回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会 ２３日・同センター

18 冬キラキラ 来月砺波チューリップ公園　電飾取り付け

20 ゆるキャラグランプリ 1058位ワルーリくん　となみ元気道場

20 若手の大作に触れるＡｒｔｉｓｔGroup-風- 砺波市美術館で作品紹介

23 ほたるいか 砺波市の庄川水記念公園

北陸中日 15 クリスマス花々が装い 砺波・チューリップ館

　２５日　水曜日
北日本 2 叙位叙勲 従六位瑞宝双光章　沢田一郎氏(85)=砺波市苗加

3 新田氏（県経営管理部長）講演 若者誘致策に理解 県西部市議会議長会

5 イオンモールとなみ 地域ニーズ対応型が浸透

5 イオンリテール後藤専務に聞く 「年６００万人達成可能」

5 となみ観光交通 サクラ交通を吸収合併

5 タクシー全車にクレジット端末導入 となみ観光交通

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子、安念智栄子

24 わが家のアイドル 谷内智哉（やち ともや）２歳　砺波市小杉
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24 仲間と集う 東野尻小昭和２７年卒　（射水市　川辺俊夫）

26 となみ野アート 〝四季の彩り〟片岸勉写真展　

26 県産りんごフェア前に品質を確認 高岡　28、29の両日に高岡、砺波両市で開かれる

27 福光の無文学碑冊子に 南砺　地域環境再生を育む会（砺波市石丸、山路晴彦代表)

27 思いやりの大切さ学ぶ 砺波　「こども人権教室」

30 ２個人２団体を表彰 県交通安全母親大会

33 えびす食中毒 原告側が和解検討

富山 1 晩秋の庭園しっとり 富山・円山庵

23 児童が思いやり学ぶ 砺波・出町小で人権教室

23 建設現場の安全確認 砺波市内でパトロール

24 交通事故防止へ活動推進誓う 県交通安全母親大会

25 県高校秋季ラグビー大会最終日 ３位決定戦　砺波43-15砺波工

25 叙位叙勲 従六位瑞宝双光章　沢田一郎氏(85)=砺波市苗加740

27 地鳴り 少し先には老後が待つ　角栄一　６３歳（砺波市）

北陸中日 20 叙位叙勲 従六位瑞宝双光章　沢田一郎氏(85)=砺波市苗加

読売 32 駅伝　男子第５２回・女子第２８回北信越高校大会 女子　⑬砺波

　２６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

22 読者のひろば 福島と山口で咲く　砺波市　小西文子（主婦　７１歳）

24 出町中に天体望遠鏡贈る 砺波　北陸銀行奨学助成財団

25 堆肥保管庫が完成 砺波　ＪＡとなみ野関係者６０人が祝う

25 地域ぐるみ除雪を表彰 砺波　オペレーター３５人たたえる

25 年配の学生ら雪囲い活動 小矢部　小矢部園芸高校専攻科

29 田中君ら４人最高賞 あすから砺波北日本書道展　入賞・入選作３６２点展示

30 最優秀賞に水口さん（富山） 消防職員意見発表会

30 県内の５人が部門別日本一 全日本菊花連盟大会

33 トラックと衝突バイクの女性死亡 砺波市の市道

特集 4 第１２回わたしの新聞コンクール かべ新聞　銅賞、入選

5 〃 家族ｄｅ新聞スクラップ　銅賞、入選

7 〃 新聞感想文　銀賞　栗嶋祐菜さん　砺波市出町中２年

8 〃 新聞感想文　銅賞、入選、学校賞

富山 24 富山文芸　１１月賞 歌壇　二位　砺波市庄川町三谷　山森和子

24 〃 柳壇　佳作　砺波市表町　源通ゆきみ

27 砺波市、初の除雪功労表彰 ２０年以上の「マスター」１８人、１０年以上２０年未満の「エキスパート」１７人

27 山田さんら６人表彰 となみセントラルライオンズクラブ（ＬＣ）の薬物乱用防止ポスター表彰式

27 米倉組など優良土木表彰 砺波市役所で

27 砺波市職員が写真展 第２１回砺波市役所写真クラブ展

28 最優秀賞に水口さん 第３５回県下消防職員意見発表会

29 高品質な堆肥を管理 ＪＡとなみ野保管庫が完成

29 県弓道連盟第２０４回段級審査会合格者 合格者一覧

29 初誕生 松﨑光咲（まつざき　みさき）ちゃん　砺波市深江

29 〃 奥野真莉（おくの　まり）ちゃん　砺波市新栄町

30 土に生きる　③　第６４回富山県農村文化賞 かんきょう下村保全会（砺波市庄川町青島）

30 うるおい環境や景観広告を表彰 富山県環境づくりフォーラム

33 砺波で衝突、ミニバイクの女性死亡 ２５日午後５時４分ごろ、砺波市東中の市道で

北陸中日 17 堆肥保管庫が完成 ＪＡとなみ野で完工式

18 イベント 砺波市冬のふれあい市

18 〃 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１５

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

31 トラックと衝突原付の７９歳死亡 砺波市の市道

読売 32 一足早く聖夜ムード 砺波市中村の「チューリップ四季彩館」

32 バスケットボール　 第４２回全日本クラブ選手権県予選

33 贈り物にいかが？ シクラメン最盛期　砺波市東保の松浦園芸
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33 車と衝突７９歳重体 ２５日午後５時頃、砺波市東中の市道で

　２７日　金曜日
北日本 20 読者のひろば 耕地の「にわ仕舞」　砺波市　上野亮平（無職　７３歳）

22 鮮やかツリーで駅彩る 高岡　フラワーライン高岡鉄道少年団

23 優良土木工事１４件表彰 砺波土木協会

23 「たんぼにおえかき」感謝込めおはぎ贈る 砺波　五鹿屋幼稚園児

28 いっしょに読もう！新聞コンクール 優秀賞　北山さん（高岡西条小４） 中山君（砺波東部小４）

富山 20 富山県こどもフェスティバル 児童画　入賞・入選者紹介

21 〃 創作童話　大賞　「うす水色の妖精」　山森和子さん（砺波）

23 〃 書　入賞・入選者　優秀賞 水口世莉 砺波市砺波南部小２

24 育て、収穫した米「どうぞ」 砺波・五鹿屋幼稚園児　市長におはぎ

25 機能別団員が初入団 砺波市消防団般若分団に来月２人

25 第７回ロングラン親善ゲートボール大会第１日 油田Ａ、東般若Ａ決勝大会に進出

25 カイニョ倶楽部「景観保全を」光の賞受賞 本社砺波総局で２氏

25 砺波会議所青年部市長と魅力発信語る ２６日、砺波商工会議所で

29 第１１回健康麻将となみ大正蔵杯 浅村さん２連覇

29 本社賞に納藤、林さん 現代学生競書大会

31 県内から３人入賞 新聞感想コンクール

31 地鳴り エコバッグ作り楽しいひととき　小倉慶子　７１歳（砺波市）

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

32 砺波東部小の中山君優秀賞 新聞コンクール 新刊貸し出しの賛否

33 マイナンバー 配達完了来月５日

33 意識不明の７９歳が死亡 砺波市小島、無職沢田睦子さん（79）

　２８日　土曜日
北日本 3 「あと１年しっかりと」　夏野砺波市長 来秋でⅠ期目満了

5 県信組が会員組織 来月１日設立 県内飲食店などで優待

15 第５０回北日本文学賞　宮本輝氏選 砺波市＝「散る村」埜村努　「書道教室」金戸実

17 北日本文芸　歌壇　佐佐木幸綱 選 人　砺波市 吉田　晃子　入選　山森　和子　源通ゆきみ　荒　栄子　藤井　哲夫　坪本幸世

17 〃　　　　　　 詩壇　池田 瑛子 選 砺波市　長谷川多希

17 〃　　　　　　 俳壇　中坪 達哉 選 佳作　砺波市　中邨宗承　廣橋幸子　源通ゆきみ　小野田裕司　廣橋玉枝　藤井哲尾　二俣れい子

17 〃　　　　　　 柳壇　松岡 緑朗 選 入選　砺波市　吉川　博

27 「庄川おんせん野菜」　認定 となみブランド　豊富なミネラルでうま味

27 市のＰＲに知恵絞る 砺波商工会議所青年部

27 善意の書や絵画紹介 砺波善意色紙頒布会

27 加賀藩の農村支配を解説 砺波散村地域研究所の例会

27 ママさん吹奏楽団Ｐｏｋｋｅ 砺波で来月６日　初のＸマス演奏会

27 花と緑と文化の財団指定管理者に選定 散居村ミュージアム

29 入賞・入選362点を紹介 ＣＯＳＭＳ書会　砺波で北日本書道展

30 ことしの目玉「青の洞窟」 砺波のイルミネーション

30 となみ野アート 片岸さん（福光）写真展が開幕

31 砺波の１００戸で停電 砺波市太田、柳瀬両地区

富山 3 土地改良事業の予算確保求める 砺波協議会

富山こども 15 ゆるキャラグランプリ２０１５県勢ランキング 1058位 ワルーリくん　1356位 チューリ君・リップちゃん 1617位 ユズ太くん・ユズ香ちゃん

26 １２月イベント一覧 【24日】健康麻将となみ大正蔵杯

26 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡﾐｯｼｮﾝ2015　1～25日・砺波

29 160人314点、入札待つ 砺波で善意色紙頒布会

29 首都圏の駅 砺波発信 ビデオ放映、チューリップ配布　年度内、市長が説明

29 散居村ミュージアム管理者に花と緑財団 砺波市議会議案説明会

30 「私服登校」で学校明るく 砺波・庄東小

31 幻想的な光景楽しんで １日開幕 ＰＲ隊が来社

33 地鳴り ゆったりした気持ちで運転を　　藤井 昭道　43歳（砺波市）

北陸中日 21 俳壇　　井村和子　選 佳作　砺波市　　源通ゆきみ

21 〃       松本松魚　選 三席　砺波市　　源通ゆきみ

22 くらしの作文 免許証返納やめて！

27 越中春秋 大事なもの

12 ページ



27 チューリップ公園10万球の光で彩る 来月１日から

27 田んぼにおえかき収穫米でおはぎ 砺波の園児

読売 31 よみうり文芸　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　　西能さとみ

　２９日　日曜日
北日本 9 県少年少女自作童話大会　作品紹介 優秀賞　「消えたチューリップ」 砺波市出町小５年　澤田舞乙

20 読者のひろば おかしくなる日本　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

22 わが町　 砺波市上和田自治会　戦国釣り大会で活性化

28 障害者福祉に貢献県内１１人を表彰 小矢部で大会

富山 1 国際色豊かな１２５４点 県民会館　こどもフェス開幕

16 餅つきで収穫喜ぶ 砺波・林地区

17 温かい木版画を展示 砺波の水上さん、射水で

17 自然が作品の一部に 冬の環境造景展へ公開制作

17 砺波・太田で収穫祭 太田公会堂で

17 高齢者の人権学ぶ 砺波市の老人保健施設あかり苑で

18 いなみ八乙女バレー開幕 ３２チーム熱戦

19 障害者福祉で表彰 小矢部で県大会

19 デスク日誌 １期目仕上げの１年に

20 散村の歴史に理解 砺波散村地域研究所・富山地学会合同例会

北陸中日 20 ジオラマ持ち寄りきょう砺波駅催し 城端線テーマに

　３０日　月曜日
北日本 20 望郷の思い切々と 砺波　砺波市松風会の第３４回吟道大会

21 商店街冬のにぎわい 砺波　駅前通りで「ふれあい市」

21 地元の仏像に理解 砺波　文化財サポーター養成講座

21 議会日程 砺波市

富山 13 第２０回南砺いなみ八乙女バレーボール大会最終日 ２位トーナメント　③砺波東部（砺波）

18 となみ駅前商店街通り ふれあい市にぎわう　新鮮野菜や日用品求め

18 第３３回高波地区スポーツレクリエーション大会 第３分団Ｖ

19 青少年の健全育成誓い合う 砺波で３大会

北陸中日 15 冬のふれあい市で砺波駅前にぎわう 第３１回砺波市冬のふれあい市

朝日 26 ＫＩＲＡＫＩＲＡ輝く１０万球 あすから砺波チューリップ公園

      　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。
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