
　　　　　　　２０１８（平成３０）年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　木曜日
北日本 2 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章  扇沢宣弘氏

18 県内美術館・博物館の催し（１１／１～１１／７） 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

26 プロの調理技術学ぶ 総合カレッジＳＥＯ  「プロの直伝教室」

26 チューリップ見に来て 砺波市長  韓国の国際会議でフェア紹介  誘客へ魅力アピール

26 庄川峡観光でシンポ 庄川峡観光協同組合の観光未来シンポジウム

26 新聞エコバッグ教室 砺波市の東別所公民館

27 ２２９年ぶり 唐狭間輝く 砺波 西蓮寺本堂の７枚  親鸞７５０回忌に合わせ修復

27 鏡で魅惑的な空間表現 本郷仁さんの個展「あるものと、なきもの」

27 デッサンや日本画多彩 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」の作品展

33 県教育功労きょう表彰式 ４８人２４団体  児島博史（６４）、山下均（６６）ほか

33 知事賞に７作品 県民家庭の日コンクール  作文・図画・ポスター

33 １３事業者１５人表彰 北陸信越運輸局

33 呉西の食材使い６市給食豪勢に １９日から共通メニュー

34 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ４組

34 山﨑・北島さん最高賞 奎星会全国公募展

富山 2 県分は３１６億７６４４万円 １１月の普通交付税

2 県西部６市で共通献立 １９日から地場食材の給食

21 富山新聞文化センターだより 「こども絵画」 見る力 発想を育てる

24 牡丹の欄間 金 輝く 砺波・西蓮寺  ２３０年ぶりに修復  制作以来初、報恩講で披露

25 庄川再訪の戦略考える 砺波  観光魅力発信でシンポ

25 地元料理長が旬の魚料理指導 砺波のＳＥＯで講座

26 松尾敏男の世界㊦ 砺波市美術館  誇張せず内面描く

26 県教育功労 ４８人２４団体を選出 県教委、きょう表彰

26 奎星賞に山﨑・北島さん 第６７回奎星展

27 砺波のチューリップに関心 夏野市長、韓国の庭園会議で発表  オンリーワンの技術評価

28 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章  扇沢宣弘氏

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

12 越中春秋 全国制覇

12 庭園観光の成功例 砺波市長アピール 韓国・順天市で発表

12 教育功労４８人２４団体 きょう県庁で表彰式

12 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章  扇沢宣弘氏

読売 26 投稿アプリ ごみ拾い５５００人 閲覧者の「ありがとう」励みに

朝日 20 第３７回全日本小学校バンドフェスティバル 第３１回全日本マーチングコンテスト 小学校バンドフェス 砺波市立出町 マーチングコンテスト 砺波市立出町

毎日 22 ４８人、２４団体が受章 県教育功労者  きょう表彰式

22 全国高校駅伝県予選 都大路かけ ３日号砲

 ２日　金曜日
北日本 1 障害者採用 県内６市も不適切条件 「自力通勤」「介護者なし」

3 富山米 新時代 １９年産の富富富 作付け２倍 １０００ヘクタール目標 ５日から生産者募集

3 孫とおでかけ事業 来年度から黒部市も 祖父母と孫が一緒に訪れると施設の入園・観覧料が無料になる

15 いえしごとの夜明け１５ 寿木けい　「運を動かす」ために

22 ねんりんピック 富山２０１８ 夜高あんどんでお出迎え 砺波の剣道会場に設置

23 新たな遊具を設置 若林公園リニューアル

23 お米の収穫に感謝 庄川小５年生

32 ギターカスタム任せて 砺波の関さん 独学で修理 ウェブショップに注文続々

33 えびす集団食中毒で遺族 来月検審に申し立て

富山 13 地鳴り 東京で活躍 厳格な親戚 春川正人 ７１歳（砺波市）

20 児童が浦安の舞奉納 砺波・比賣神社

21 青島神社の拝殿清掃 関電庄川水力センター

23 かまどのご飯に笑顔 砺波南部小で収穫祭

26 ねんりんピック富山２０１８ あす開幕 もてなしに知恵絞る
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北陸中日 13 旧幼稚園 公民館に再生 砺波・五鹿屋、４日に開館

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

23 チューリップ球根 台北輸出 砺波産５０００個　来年２月 展示会用へ

 ３日　土曜日
北日本 12 地域振興さらに尽力 北日本新聞文化賞お祝いの会

20 県関係４人受賞 北陸大学野球個人賞　　富山大　堺井捷真外野手

22 読者のひろば 完走の喜び今年も  砺波市 島田栄（７０歳）

22 仲間と集う 砺波高校同窓会富山支部（富山市  川岸広幸）

23 枝ぶり味わい深く 日本皐月協会富山支部の秋季さつき盆栽展

24 表具師の技に見入る 文化ホール あすまで県表装展

24 会員出品のキク１９０点 砺波市菊花展

25 チューリップタワー着工 砺波市来年度予算編成方針 一般会計前年度並み

25 ウイスキー ドリンクも追加 ふるさと納税返礼品２点

25 国道３５９号砺波東バイパス 名称は「伊加流伎大橋」

25 鉄製かまどでお米炊く 南部小で収穫祭  おにぎり味わう

29 小中学生が町の宝描く 富山ユネスコ協会

32 南砺の北陸菊花大会 大橋さん（石川）最高賞  

32 救助技術向上へ山岳警備隊と訓練 砺波地域消防組合

33 産業教育功労 県内１７人表彰 ２日表彰式

33 優秀安全運転で５事業所を表彰 県警

34 齋藤さん（砺波）会員賞 改組新第５回日展  彫刻部門「風眩し」

富山 15 地鳴り 老人会の年齢社会に合わせて  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

15 地鳴り 心が温まる地区の敬老会  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

26 新タワー来年度着工 チューリップ公園  砺波市長が予算案方針  今年度当初と同規模の見通し

26 ウイスキーやユズとリンゴジュース追加 ふるさと納税の返礼品

26 砺波東バイパス橋の名称「伊加流伎大橋」 国道３５９号砺波東バイパス事業の橋の名称

26 不適合なら交換要求 総合病院のＫＹＢ装置

26 功労者らを表彰 砺波市文化の日表彰式

27 砺波の清原さん爽やか油絵３点 高岡・富山銀駅南支店

28 竹井、雲龍さん本社賞 きょうから南砺菊まつり

28 事故防止で成果 ５事業所を表彰 県警など

28 下水道ポスター藤井君が最優秀賞 「下水道に関するポスター作品」

29 御下賜金記念産業教育功労１７氏を表彰 今年度の御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式

29 山岳警備隊と合同訓練 南砺で砺波消防の救助隊

30 日展会員賞に齋藤さん 彫刻、若い女性を表現

30 長女の理事長トーク 砺波市美術館  松尾敏男展できょう

30 ワンダー・ラボで「たからもの」絵画展 富山ユネスコ協会

31 紙風船 松尾氏の妻愛さんが砺波市の印象を

32 来月検審に申し立て えびす食中毒事件

北陸中日 14 砺波 来年度も大型予算 新図書館着工など２２０億円

14 ウイスキーなど返礼品２種類追加 ふるさと寄付

31 えびす食中毒 来月３日、検審申し立て  県内遺族  元社長らの起訴求め

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 ひろば 砺波市 伊藤満里子 ７２

27 ふるさと納税返礼品 ウイスキーなど追加 砺波市、計２７品目に

朝日 27 買い物支援の輪 もっと 移動販売 高齢者見守りにも  困っている人の把握 不十分

 ４日　日曜日
北日本 17 男子 高岡向陵  女子 富山商Ｖ 県高校駅伝

18 ＦＣふくの栄冠 本社杯砺波地区少年サッカー

22 児童が描いた絵皿並ぶ 砺波市 鷹栖公民館の文化祭

23 ２つの若林地区交流 小矢部市若林地区の公民館祭りで

23 ネット利用ルール考え インターネット利用のルールを考えるワークショップ

27 行燈の奉納 これで楽々 下中条自治会飾り台を新調  高齢化対応 常設に

30 ねんりんピック富山２０１８ 絆つなぐ誓いの炎  炬火リレー 寺澤徹さん点火

別2 ねんりんピック富山２０１８ 各種目の日程

富山 20 １４団体が唄と踊り 砺波で民謡の世界
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21 ツリーや電飾Ｘマス気分 砺波の四季彩館

21 神社の行燈を新設 砺波・下中条

22 オールド明星２連覇 第４回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権最終日

22 富山の伝統文化発信 「地域伝承館」始まる

23 「富山流」で歓迎 海、川、里、山、人々を表現

26 晩年からの挑戦 指摘 松尾敏男展ギャラリートーク  砺波市美術館 長女由佳さん曲披露

北陸中日 10 菊３万本 美しさ競う 南砺で２大会同時開催

11 １４団体、２６０人が民謡うたい踊る 砺波で発表会

11 県高校駅伝競走大会 大会結果

11 県高校秋季大会バレーボール競技 大会結果

11 県高校野球一年生大会 大会結果

朝日 23 県高校駅伝 男子 高岡向陵 ２連覇  女子 富山商が２７連覇

毎日 22 全国高校駅伝県予選 高岡向陵２年連続Ｖ 富山商圧巻の２７連覇

 ５日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール １０月の入選作 二席「雲海を飛ぶ」 佳作 「うねる富山平野」

10 高志の国文学情景作品コンクール入賞者 ふるさとの優れた先人に学ぶ作文コンクール入賞者

15 サッカー 高円宮杯ＪＡＦＡ Ｕ－１５県リーグ 試合結果

16 高校野球 県１年生大会 試合結果

17 バレーボール 県高校秋季大会 大会結果

17 新体操 県高校新人大会 大会結果

19 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

21 １４団体 民謡や民舞発表 第４６回砺波市文化祭の芸能発表会「民謡の世界」

21 新交流拠点お披露目 五鹿屋地区で公民館開館式

22・23 ねんりんピック富山２０１８ カローリング、ダンススポーツ、川柳

27 二万石用水 電飾で彩り 来年３月まで点灯  冬の庄川盛り上げ

28 リズム・ばちさばきに磨き １１日砺波で「富山の太鼓」  入念に確認

31 ねんりんピック富山２０１８ 〝ブレーキ〟悔しい  コント赤信号 渡辺さん  剣道先鋒で２戦２敗

富山 16 用水沿いに電飾 庄川の一本橋クラブ

16 親子で収穫 リンゴに歓声 砺波の丸圓商店

17 小矢部、砺波の若林地区 住民の作品展示で交流  合併で二分

17 富山新聞文化Ｃのチア教室が踊り披露 砺波・林公民館まつり

17 閉館記念でまつり 砺波・五鹿屋公民館

18 ねんりんピック富山２０１８ ダンススポーツ 

18 夜高あんどん展示 大門素麺で歓迎 砺波

18 県高校駅伝 男子 高岡向陵２連覇 女子 富山商が大会新

18 ねんりんピック富山２０１８ 県勢の主な成績

北陸中日 5 発言 人口減時代にリニア必要か 貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

13 住民から集めた花嫁のれん競演 砺波・東般若公民館まつり

13 県高校野球一年生大会 大会結果

読売 23 仕事びと 納得の味 一から追求  イタリア料理店シェフ  小西富治さん ４７

 ６日　火曜日
北日本 17 国交大臣表彰 市長に受賞報告 都市緑化功労の野澤さん

19 ねんりんピック富山２０１８ 将棋  団体躍進 ２位と３位

24 上田さんら４人最高賞 北日本書道展 南砺で１６日開幕  入賞・入選３９２点展示

27 指導係置いて…見習車掌出発！？ 城端線  誤ってドア閉める

富山 3 ５個人１団体に国際草の根交流賞 とやま国際センター

13 地鳴り 弟亡くなり嘆く叔母  小竹律子 ７１歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

23 まつりの収益金を砺波善意銀に預託 サンエー建工

23 国交相表彰を市長に報告 砺波の野澤さん

25 生き生き暮らせる社会に 富山で健康と長寿の祭典

25 ねんりんピック富山２０１８ 剣道  県勢１～３位占める  県勢の主な成績

26 男子・高岡一、女子・高岡西バド団体Ｖ 富山県高校秋季・新人大会

27 紙風船 小矢部市若林地区と砺波市若林地区の交流

29 車掌、砺波駅置き去り ＪＲ、列車６分遅れる  車掌見習が勘違い  福野まで運行

北陸中日 12 地元食材で１９～２６日共通献立 呉西６市で豪勢な給食
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13 豊作 ゆずまつり 庄川で１０，１１日  ゆず餅配布や足湯も

読売 28 学生科学賞 県代表６作品 吸水性ポリマー性能調査  砺波市立庄西中３年 佐藤七愛さん、近藤玲奈さん、山本唯月さん

29 車掌見習い 一人で「発車」 砺波駅  指導車掌 タクシーで追跡

毎日 22 指導役未乗車で見習がドア操作 ＪＲ西・車掌講習

 ７日　水曜日
北日本 13 家持の時代に思いはせ 生誕１３００年記念 秀歌１００首紹介

16・17 ねんりんピック富山２０１８ つなぐ健康長寿の輪 バトン和歌山へ

18 読者のひろば 応援も楽しそう 砺波市 北島嘉孝（４７歳）

20 タイムカプセル開き談笑 砺波市栴檀山公民館のまつり

21 親子で地元産リンゴ狩り 丸圓商店 市内で収穫体験ツアー

21 堤防「松川除」後世に 中野第一区 住民有志 資料集め冊子刊行

21 ２年連続黒字見込む 砺波総合病院 上半期収支報告

21 優良職員表彰を報告 林公民館主事の藤澤さん

21 木の香まつりの収益預託 サンエー建工 創業４３周年記念イベント

21 つきたての餅 空き缶と交換 福祉作業所油田

21 １００歳おめでとう ６日 武田みついさん（砺波市高波）

26 万葉絵画の下絵寄贈 洋画家 藤森さん 高志の国文学館で展示

26 最優秀 藤井さん（大門小） 県下水道ポスター

27 １７日に脳卒中相談会 砺波総合病院

富山 20 上半期２億円の黒字 砺波総合病院 患者増や診療単価向上

20 南砺の菅沼合掌造り集落で職員清掃奉仕 関電庄川水力センター

21 般若Ｄが優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１２回室内ペタンク大会

21 全国公民館連合会の優良職員表彰を報告 藤澤さんが砺波市長に

23 洋画家藤森さんへ感謝状 高志の国文学館に下絵寄贈

北陸中日 12 ねんりんピック５５万人参加 盛況 リピーター獲得 知事「手応え」

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 30 県功労表彰者 ４５人と１３団体

30 県教育功労者等表彰 ４８人と２４団体

 ８日　木曜日
北日本 1 遺族の控訴棄却 えびす食中毒 個人責任認めず 東京高裁判決

3 台北便利用拡大へＰＲ 県がキャラバン隊結成

3 ２０１９県議選 米原県議が９選出馬表明 砺波市選挙区

3 ５人１団体を表彰 とやま国際草の根交流賞

16 県内美術館・博物館の催し（１１／８～１１／１４） 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 朝市夕市 県内 砺波市

24 読者のひろば 初めての調理実習 砺波市 村中正敏（８８歳）

24 仲間と集う 砺波高第８回卒３年２組同級会（砺波市 高田隼水）

26 多彩な草木染１３３点 越の国染色文化研究会の作品展

27 生徒モデルにデッサン 洋画家 藤森さん　出町中で絵画教室

27 きょうもにっこり 砺波署地域課巡査 比留間友香さん（砺波市・２２歳）

30 １１日に県少年少女自作童話大会 代表１４人出そろう

30 砺波工 部員一丸の優勝 全国高校ロボット競技 報告会 気持ち新たに

31 小中高９校表彰 大谷科学賞 県発明協会が毎年実施

31 信号柱に衝突し砺波の女性重傷 砺波市太郎丸の国道１５６号交差点 鍋谷英子さん（７４）

富山 3 県議選２０１９ 米原氏が出馬表明

13 地鳴り 東北の味覚 震災忘れない 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

17 くらしの日記 ラジオの投稿 紫藤道子 ８４歳（砺波市狐島）

21 大賞に山畑さん（南砺・吉江中） 第４３回県学生競書展

24 南砺福野高生が公園で竹垣作り 造園業の植久（砺波市）の庭師２人が外部講師

27 「チームワークで勝利」 砺波工高 全国ロボ大会Ｖ報告

28 ５人１団体を表彰 国際草の根交流賞

28 小中高９校を表彰 富山で大谷科学賞

29 事件・事故 信号機に衝突、７４歳重傷

31 遺族「裁判所は冷たい」 えびす食中毒訴訟

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
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11 イベント 庄川ゆずまつり

27 「えびす」遺族の控訴棄却 元社長らの責任認めず

読売 29 ユッケ食中毒訴訟 原告側の控訴棄却 東京高裁

朝日 23 富山古希クラブ リーグ戦８連覇 県生涯軟式野球

 ９日　金曜日
北日本 20 税に関する作品　小中学生７人表彰 税に関する作品の表彰式

21 防火呼び掛けパレード 砺波市出町少年消防クラブ

21 剣道で心身鍛える ４保育所合同で教室

21 道路除雪で４人表彰 県砺波土木センター

25 優しい色合い　色鉛筆画４０点 大島絵本館で島さん作品展

26 記者ぶろぐ パワフルなシニア

27 スマホで増山城巡ろう 砺波市教委　ＡＲアプリ開発中

27 「いい歯の日」２１人たたえる ８日　「いい歯の日」

富山 15 地鳴り 予防接種を受けてみた　藤井昭通　４６歳（砺波市）

15 地鳴り 旧市立体育館解体工事進む　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

15 コント 砺波・越中之助

19 市場から　今はこれ！ 富山湾からブリ

22 園児　元気に「どう！」 砺波・庄川町地域　剣道で礼儀作法学ぶ

22 拍子木鳴らし　防火パレード 砺波・出町小

23 高波が優勝 富山新聞社杯争奪北部苑ゲートボールリーグ戦

23 ４部門の税作品表彰 砺波で表彰式

23 ４人に表彰状 砺波土木センター

24 庄川ゆず　収穫最盛期 砺波、あすからまつり

24 屋敷林の防風効果検証 昭和４０年代以前　茅葺き家屋固定の役割

25 健康な歯で表彰 富山

北陸中日 12 まちづくりの未来　小矢部市長選　上 人口減対策　妙案なく

13 壁一面　彩りの世界 射水で障害者アート展

読売 4・5 第３６回富山県駅伝競走大会 ⑪砺波

7 県小学生駅伝メンバー ⑪砺波

 １０日　土曜日
北日本 12 弦短歌会１１周年の集い・詠草表彰 砺波市  平岡和代

17 ｅスポーツで活性化 来秋国体の茨城県  プロチーム富山に発足 大会参加し普及拡大へ

24 ニンジン・キャベツ収穫 砺波地区農業青年協議会

24 新聞エコバッグ教室 鷹栖公民館

25 方言の地域差を解説 砺波市民大学「学遊塾」

25 先人しのび「お斎」味わう 「えんなか会」の報恩講

25 球根・花苗植えたよ 北部こども園と鷹栖保育所の園児

25 音楽療法の成果紹介 音楽療法研修会

25 手作りの編み物や木彫品 社会福祉法人マーシ園が運営する３施設の展示即売会

26 タイムスリップ明治のとやま３１ 売薬業①  郷土を代表する産業

28 全面広告 砺波クリスマスこどものつどい

29 きょうから２５周年記念展 フラワーアトリエ花ろまん

30 大石さん（富山市南部中１）に国税庁長官賞 税についての作文

30 理科教育の在り方考える 砺波で研究大会

富山 22 ＡＲ「見て一層興味を」 増山城アプリ来年度に運用  砺波、クイズ募集

22 税を考える週間を啓発 砺波税務連絡協議会

23 挽物の技術でＸマスリース 砺波・庄川  富大芸文生がアイデア

23 砺波・南砺の若手遊休農地の野菜販売 きょうから農業まつり

23 砺波・えんなか会が報恩講 砺波市指定文化財の旧中嶋家を維持管理するボランティア団体

23 北部苑、園児と球根植える チューリップ球根植栽交流

23 砺波で理科研究大会 県理化学会の秋季理科教育研究大会

24 日本画の挑戦に触れ 松尾敏男展  砺波高美術部が団体鑑賞

26 広告 第三十一回庄川ゆずまつり

北陸中日 13 報恩講の料理「お斎」に舌鼓 砺波「えんなか会」

13 ポインセチアなどＸマスムード演出 砺波・四季彩館で季節展

読売 26 特産「庄川ゆず」でお菓子 イベントきょうから  パイやジャム販売
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26 ひろば 砺波市・伊藤満里子 ７２

 １１日　日曜日
北日本 18 県勢は初戦敗退 北信越中学生選抜ソフト

18 創立９０周年祝う 庄川牛嶽スキークラブ

26 手作りの衣類やバッグ販売 「小さな手作り展」

27 特産ユズ 大豊作  厚い皮肉 香り豊か 庄川水記念公園ゆずまつり開幕  即売コーナーにぎわう

27 北海道地震で被災むかわ町に義援金 姉妹都市で交流

27 森さん夫妻（金沢）に感謝状 ボート転覆 子ども救助  砺波地域消防組合

27 タマネギ詰め放題人気 となみ野農業まつり

36 武田さん（男子）小竹さん（女子）Ｖ 県高校将棋  男女５人全国大会へ

富山 29 特産ユズ 今年は量十分 砺波・庄川でまつり  販売コーナーに人垣

29 むかわ町復興を応援 北海道地震被害  砺波市など義援金

29 タマネギ詰め放題人気 砺波で開幕  となみ野農業まつり

30 多様な黒と白を理解 髙島富大准教授が技法解説  砺波市美術館の松尾敏男展

31 ボート転覆の子供２人救助で感謝状 金沢の森さん夫婦

31 山田、近藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

31 平木、吉田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会グランドチャンピオン大会

北陸中日 10 ユズ香る庄川の秋 砺波で「まつり」開幕  被災のむかわ町応援も

10 女性に安心の商品 集結 「なななフェスタ」きょう砺波で開催

11 ボート転覆で救助 夫妻に感謝状贈る 砺波消防本部

11 県中学選抜体育大会 バスケットボール

 １２日　月曜日
新聞休刊日

 １３日　火曜日
北日本 25 全国高校バスケ県予選 高岡第一 男女Ｖ

25 小中学生 技掛け合う 砺波  県柔道大会に２５０人

25 野球  砺波市中学新人大会 大会結果

26 仲間と集う 油田長寿会（砺波市 橋本巖）

26 仲間と集う 神島思ひ出の会（砺波市 下保豊秋）

28 大規模事故想定し訓練 北陸中央病院  非常時の対応確認

28 砺波総合病院は大地震発生想定 職員１４０人が訓練

29 保存樹見学ツアー 景観の維持考える 砺波市保存樹等見学ツアー

29 さらなる発展へ心新た 県西部森林組合  合併１０周年祝い式典

29 金婚夫婦の節目祝う ３地区合同開催

29 きょうもにっこり 丸福石油産業総務部長  小幡孝三さん（砺波市・６８歳）

30 とやまいろいろ図鑑１４６ 砺波郷土資料館４６ もみすり① どろ臼

33 親子協力「わが家のごはん」 第１２回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト県大会

35 ばちさばきに迫力 砺波で「富山の太鼓」

35 井上さんが個人総合Ｖ 木谷綜合学園の第４５回珠算競技大会

37 島田さん（富山中部２）上級Ｖ 県高校秋季囲碁  中級 中島さん（砺波工業１）制す

37 生地と井波店に最高賞 本紙販売店の年間表彰式

37 島田会長を再任 北日本会総会

38 本田さん最優秀賞（塚原小６） 県少年少女自作童話大会  優秀賞は奥村さん（野村小５）

39 年内に安全性調査 免震不正  ＫＹＢ 県庁で謝罪  対応遅れ浮き彫り

富山 24 地鳴り 国宝瑞龍寺と高山を訪ねる  黒田和也  ４１歳（砺波市）

24 地鳴り ねんりんピック 元気をもらう  西川良子  ６６歳（砺波市）

26 傷病者受け入れ確認 砺波総合病院

27 中神公民館が起工 砺波 

27 金婚夫婦７組祝う 砺波市若林、林、高波地区自治振興会の北部地区合同金婚を祝う会

27 中島さんが初優勝 第２回となみ衛星通信テレビ杯健康麻将交流大会

27 福岡ビクトリーがＶ 第３回栴檀野親睦ゲートボール大会

27 議会日程 砺波市

28 合併１０周年で式典 県西部森林組合

29 高岡一  アベックＶ 全国高校バスケットボール選手権大会県予選会最終日

29 富山、大会新でＶ１０ 第３６回県駅伝大会

30 井上さん総合優勝 高岡で珠算大会
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北陸中日 19 富山市  大会新でＶ 県駅伝

19 県中学選抜体育大会 水泳

19 県高校新人大会 ラグビーフットボール

読売 32 県駅伝 富山が１０連覇 大会記録更新  ４人が区間新で圧勝

32 小学生は富山Ｖ７ 県小学生駅伝競走大会

34 富山県駅伝 総合・区間成績 ③砺波

毎日 26 免震データ改ざん問題 県内５施設 該当ダンパー設置  ＫＹＢ県庁で謝罪

 １４日　水曜日
北日本 1 シクラメン華やか 砺波  出荷最盛期

3 米原・瘧師氏を県連に公認申請 自民砺波市連

5 無料年金相談会 富山第一銀行

13 レシピ手帳 豚バラ肉の塩麹漬焼（ＴＯＮＡＭＩ翔凜館・樋渡直人）

15 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

17 北日本新聞社旗争奪県少年野球 大会結果

17 ラグビー  県高校秋季新人大会 大会結果

17 水泳  県中学校選抜体育大会 大会結果

18 サッカー  Ｕ－１７県リーグ 試合結果

18 ソフトテニス  県冬季小学生大会兼全国小学生大会 大会結果

18 バスケットボール 県中学校選抜大会 大会結果

18 バドミントン  県中学校選抜体育大会 大会結果

18 新体操  県中学校選抜体育大会 大会結果

23 「庄川ゆず」豊作を報告 金屋柚子生産組合の斉藤博之組合長が市役所を訪問

23 ２～４月も枝打ち可能 県と砺波・南砺市  屋敷林保全へ制度拡充

23 案内看板に従い牛岳登山楽しむ 砺波登高会

23 農業用水施設見学 ダムの働き学ぶ 中田小４年生

23 災害時 段ボール供給 市とサクラパックス協定

23 環境に配慮した買い物を 地域での見守り活動推進実行委員会

24 とやまいろいろ図鑑１４７ 砺波郷土資料館４７ もみすり② 千石・万石

28 特別奨励賞に高岡の開発さん コスチュームジュエリー

29 椿絵名品展 「きれいで力強い」団体鑑賞相次ぐ

29 車にはねられ女性重傷 １２日午後６時２０分ごろ

富山 21 農閑期の枝打ち可能に 県の散居景観保全補助金  １、２月も申請受け付け

21 新婚の気持ち忘れず 砺波  オリジナル婚姻届作成

23 サクラパックス資材供給で協定 砺波市

23 就農バスツアー３法人を見学 県西部で初

24 高岡・中田小児童 庄川の役割学ぶ 庄東用水土地改良区

24 芳野、奥田が制す 富山県中学選抜大会  水泳、新体操

25 事件・事故 横断の８５歳はねられ重傷

北陸中日 13 災害時に段ボールベッド 砺波市とメーカー 供給協定

読売 28 よみうり文芸 短歌  井上房子

29 はねられ８５歳重傷 １２日午後６時２０分頃

朝日 26 フォーラムとやま 催し 募集

毎日 24 石碑みてある記⑱ 南砺・義天御講師之碑  風化進むが威風堂々

 １５日　木曜日
北日本 15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

18 柔道  県連盟昇段審査会合格者 合格者一覧

22 家族や恋人を思いやる心大切 庄川中でセミナー

23 腰を痛めない介護学ぶ ケアポート庄川在宅介護支援センター

23 婚姻届 砺波らしさ表現 若者グループ「元気道場」が作製  背景にチューリップ「思い出の１枚残して」

23 小売酒販組合の役員４人に感謝状 砺波税務署

23 税知識普及に貢献 原野さんを表彰 砺波税務署の納税表彰式

24 とやまいろいろ図鑑１４８ 砺波郷土資料館４８ もみすり③ もみすり調製機

30 大牧港航路来月に再開 庄川遊覧船

富山 3 県議選２０１９ 現職２氏を公認申請  自民党砺波市連

15 地鳴り 立派な体育館 大事に使いたい  犀川寮明 ７０歳（砺波市）
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15 地鳴り ねんりんピック挑戦の精神出る  石黒陽子 ８２歳（砺波市）

24 高岡税務署など合同納税表彰 高岡税務署長表彰  吉田猛（砺波市）ほか

24 原野部会長を表彰 砺波税務署

25 庄川ゆずまつりで北海道地震義援金 実行委、市に預託

25 流行のメーク紹介 イオンモールとなみ

25 庄川牛嶽スキークが創立９０周年を祝う 砺波で祝賀会

26 青井中美展きょう開幕 髙田さん（高岡戸出）大賞  高岡工芸高附属美術館

28 人生の先輩に聴く会 社会人の心構え学ぶ 砺波工高

北陸中日 7 国税庁長官賞に北陸の３中高生 税を考える週間、作文

12 税についての作文 税の標語賞状贈呈 高岡税務署

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

26 ２０１８年度中日ボランティア賞 砺波工業高校工学クラブ（砺波市）

読売 31 認知機能検査 ２か月半待ち 県公安委  来月から独自検査

日本経済 35 トップに聞く 富山県ｅスポーツ協会会長  堺谷陽平氏

 １６日　金曜日
北日本 3 スマート農業へ支援要望 砺波土地改良協議会

6 ＫＹＢ免震不正 公表１ヵ月 交換難工事 装置不足も  対象建物 全国で９７４件

19 仲間と集う 光教寺バスツアー（砺波市 新川張和）

19 仲間と集う マドカグループ（砺波市 黒田美紀子）

22 庄東住民 力作ずらり アートフェスタ開幕

22 市内の獅子舞紹介 砺波郷土資料館の郷土先人展「つなぐ 伝える 砺波の獅子舞」

23 老舗宿〝スマート化〟 砺波 「すいげつろうホテル」  ロビー壁に観光映像投影 客室にはＡＩ搭載スピーカー

24 とやまいろいろ図鑑１４９ 砺波郷土資料館４９ もみすり④ 米選機と一斗枡

29 ４２人３２施設を表彰 県食品衛生大会

富山 2 スマート農業推進 政務官に支援要望 砺波土地改良協

13 地鳴り 横断歩道では安全に停止を  菅野友之 ６３歳（砺波市）

13 地鳴り 寺で思い出す良寛の辞世の句  春川正人 ７１歳（砺波市）

24 秋の味覚を販売 砺波でふ～らり市

24 砺波高生もたたえ 砺波税務署 

25 展覧会 砺波市太田、橋場正夫さんの写真展「山 一期一会」

25 ロビー展 高田幸子日本画作品展 富山銀行庄川支店

26 白鵬の化粧まわしに感嘆 砺波市美術館・松尾敏男展  高齢者学級が団体鑑賞

27 砺波市中学新人野球 大会結果

27 県社会人選手権 大会結果

28 ゆずと地酒使用創作料理を試食 エクセルホテル東急

28 食品衛生で表彰 県大会

28 環境配慮の消費 児童２４６人学ぶ 砺波東部小

北陸中日 12 増える高齢運転者 認知検査 待ち日数長期化  県公安委、実施機関増設へ

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 22 ウイークエンドとやま 催し チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１８

 １７日　土曜日
北日本 18・19 美の祭典２０１８　越中アートフェスタ 入賞者・入選者

26 ユズを使った料理試食 耳であじわう夕食会

28 生産者と楽しく給食 砺波市学校給食センター

28 入賞の高校生２人表彰 税に関する高校生の作文

29 入賞・入選 力作３９２点 ＣＯＳＭＯＳ書会　北日本書道展始まる

29 １１９番の対応チェック 県西部消防指令センター口頭指導シミュレーション訓練

29 善意の色紙や書並ぶ 小矢部市善意作品頒布会

29 麦秋苑秋季囲碁大会 大会結果

31 チューリップ満開街道に １５６号沿い球根植え

33 登録文化財に芳里家住宅 文化審答申　砺波のアズマダチ

富山 1 庄川の遊覧船　来月完全復旧 ７月豪雨被害の大牧温泉　船着き場工事着手

15 コント 砺波・たぬき

24 伊藤東大名誉教授「税の週間」で講演 砺波法人会

24 大久保さんに表彰状 砺波税務署

24 地元野菜おいしいね！！ 砺波で給食、生産者と味わう
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24 庄川で秋の味覚味わう 砺波市庄川町赤十字奉仕団の調理実習

25 国道彩るチューリップ 砺波の実行委　来春のフェアへ準備

25 限定酒の「元旦届け」若鶴酒造が予約販売 ２０１９年元旦届け

27 大賞に中坪、小松さん 越中アートフェスタ　県民会館できょう開幕

27 ４２個人７事業所に県統計功労者表彰 県統計功労者表彰式

27 富山の特産品　仙台で発信 県が物産・観光展

28 砺波　芳里家住宅　国登録文化財に 主屋、長屋門、土蔵　アズマダチ建築 文化審答申

北陸中日 15 砺波・芳里家　主屋と土蔵、長屋門　国登録有形文化財に 文化審答申　アズマダチ建築

読売 28 ロボット競技　砺波工高Ｖ 自立型スピード向上奏功

29 「芳里家住宅」登録文化財に 文化審答申　母屋、土蔵など３件

朝日 29 芳里家住宅　登録文化財に 文化審答申、県内１３２件目

毎日 22 登録有形文化財に　芳里家住宅を答申 文化審

 １８日　日曜日
北日本 3 ４２人７事業所たたえる 県統計功労者の表彰式

17 １６チーム上位目指す 県学童選抜少年野球

17 卓球 第７１回県教職員大会 大会結果

17 カンピオーネ福岡Ｖ 津沢サッカー交流大会Ｕ－１１

20 企業経営テーマに講演 砺波法人会「税を考える週間」記念講演会

21 山岳写真を解説 橋場さん作品展

21 世代超え 地域の輪 砺波市庄川地域の「福祉ふれあいのつどい」

21 国際交流の花開け 砺波チューリップ公園  修学旅行 台湾の児童球根植え

21 きれいに咲いてねボランティアも作業 球根の植え込み作業

21 唄と三味線 にぎやかに 民謡声和会 初の発表会

26 出町小が銀賞 全日本小学校バンドフェス

26 特選に井口小 県小学生火災予防研究発表

富山 7 地鳴り 新俳句読んで懐かしく思う  小倉慶子 ７４歳（砺波市）

7 地鳴り 義理と人情必要不可欠  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

20 オリジナルゲーム満喫 新川高生 魚津のサミット

20 チューリップ公園 フェアへ球根 「友好の証」咲き誇れ  砺波 台湾の児童が植栽

20 市民ボランティア 植え込みに汗  ３０人、２５００個

20 砺波でふれあいのつどい 砺波市社会福祉協議会の「福祉ふれあいのつどい」

21 山の魅力を解説 小矢部で写真展

21 ビジネスマナーに理解 高岡、氷見、射水、砺波の各商工会議所青年部

23 桑原さん優勝 第３回上婦負ケーブルテレビ杯健康麻将交流大会

24 東海となみ野会解散 県事務所移転、会員減で  名古屋で総会

北陸中日 11 郷土が生んだ芸術３４２点 越中アートフェスタ

11 県高校新人大会兼全国高校柔道選手権県大会 大会結果

読売 24 県中学選抜 新体操 バスケットボール

25 台湾児童 球根植え体験 砺波  チューリップ公園を訪問

朝日 21 第３７回 全日本小学校バンドフェスティバル 後半の部  銀賞  砺波市立出町

25 出町、輝き放つ「銀」 全日本小学校バンドフェス  富山大付・福野「銅」

毎日 24 「全力で走り抜く」 黒部  北信越高校駅伝開会式  きょう号砲

 １９日　月曜日
北日本 18 ジュニアの部　ひときれ優勝 キンボールとやまカップ

18 柔道　県高校新人大会兼全国高校選手権県大会 大会結果

18 サッカー　津沢交流大会Ｕ－１２ 大会結果

18 サッカー　Ｕ－１７県リーグ 大会結果

19 高岡商・高岡第一も勝つ 高校野球強化招待試合　智弁学園に全勝

19 となみ庄川散居村縦断マラソン ３１５２人砺波平野駆ける

19 小中学生１００組が熱戦 ソフトテニス　小矢部ジュニアオープン大会

20 短歌のこだまｉｎ宇奈月２０１８ 入賞者

20 読者のひろば 古里は父の贈り物　兵庫県　西出郁代（７６歳）

20 仲間と集う 小矢部・砺波絵手紙教室合同展（小矢部市　窪城良雄）

23 きょうもにっこり 高岡市都市経営課ふるさと納税担当　岸川亜香里さん（砺波市　２９歳）

27 古村勇人さんら朗読劇で共演 県ゆかりの俳優や歌手

28 農業と福祉　連携考える 富山でフォーラム
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28 アナウンス・朗読　６人３校が優秀賞 県高文祭放送部門

28 出町中・富山商高銀賞 全日本マーチング

30 シニアに人気　日帰りバス旅行 県内旅行社　客獲得へ知恵絞る

31 風車 おもしろ科学実験教室　庄川生涯学習センター

富山 9 地鳴り 新米の色艶　うま味格別　藤井昭通　４６歳（砺波市）

9 地鳴り 恩ある義兄　翡翠と眠る　紫藤道子　８４歳（砺波市）

17 油田木下２年ぶりV 第１４回砺波市ペタンク協会室内大会

17 奥村さん優勝 庄下パークゴルフ愛好会第４０回記念競技大会

18 となみ庄川散居村縦断マラソン ３１５２人砺波を力走

18 女子 富山商が準優勝 第５５回男子・第３１回女子北信越高校駅伝大会兼第３０回女子全国高校駅伝北信越代表選考会

19 Ｂリーグ 富山グラウジーズ 終盤力尽きる

19 ４部門で賞決まる 県高文祭放送

19 砺波　３年ぶり制覇 寿野球リーグ表彰式富山風雪賞報告

20 砺波市美術館　「大成会」が団体鑑賞 多才な松尾芸術に触れ

23 ほたるいか おもしろ科学実験教室　砺波図書館

北陸中日 12 地域未来派 砺波市初の防災・危機管理専門員　斉藤修さん（５４）

13 好天のとなみ野快走 散居村縦断マラソン

13 北信越高校駅伝競走大会 大会結果

毎日 24 北信越高校駅伝 男子　高岡向陵８位　女子　富山商２位

朝日 24 第３１回全日本マーチングコンテスト 出雲北陵高（島根）・出町中（富山）銀賞

25 大舞台で躍動「銀」 全日本マーチングコン　出町中・富山商高

25 県勢３校　智弁学園に勝利 高校野球・強化招待試合

 ２０日　火曜日
北日本 5 富山けいざい短信 地域活性化へ意見交換

18 サッカー Ｕ－１７リーグ 試合結果

22 県西部の特産品ぺろり 高岡・射水 児童生徒  給食で６市の魅力学ぶ

23 古民家フォト甲子園 中川さん（砺波高３）ついに金賞

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年 澤田功織君、５年 西嶋佑将君

27 「僕らのごはんは明日で待ってる」上映 ２５日 市文化会館

28 かなざわ便り いこまともみレディースクリニック（白山市）院長 生駒友美さん

28 美の祭典 越中アートフェスタ２０１８ 力合わせ大作できた  園児対象にワークショップ

28 中学生人権作文県大会 亀田さん（滑川）ら最優秀

富山 31 地鳴り ゆずまつり 心和む風景  安井紀美子 ６４歳（高岡市）

24 呉西の味覚で共通献立 ２６日まで、６市が給食提供

24 宮野建設に砺波市が消防団協力の表示証 砺波市の消防団協力事業所の表示交付式

25 消防庁の語り部が避難所運営で講演 砺波  砺波市防災士連絡協議会の研修会

26 中川さん（砺波高３年）金賞 ３年連続入賞  古民家フォト甲子園

27 高円宮杯ＪＦＡＵ－１７サッカーリーグ２０１８県リーグ 試合結果

27 高円宮杯ＪＦＡサッカーリーグ２０１８県リーグ 試合結果

27 県産リンゴ 困難乗り越え 高岡、砺波  ２４日フェアへ出荷

27 「はやぶさ２」計画語る 砺波高  参加の廣井研究員

30 富山西病院 へき地医療 きょうから富山・大長谷  民間で県内初 予防接種も

北陸中日 13 増山城跡 冒険ＧＯ クイズやゲームのアプリ  砺波市教委が製作進める

読売 28 マラソン 第５回となみ庄川散居村縦断マラソン

29 新人の自民公認希望 続々 県議選  １次締め切り  保守分裂の可能性も

29 色鮮やか シクラメン出荷 砺波市東保の松浦園芸

 ２１日　水曜日
北日本 3 詳報ディテール 県ＪＡグループ　「９ＪＡ構想」取り下げ

14 レシピ手帳 若鶏の南蛮和風タルタルソース（ＴＯＮＡＭＩ翔凜館・志浦英樹）

15 上野文化の杜から⑧ 国立科学博物館長　林良博　明治からの「改革」紹介　ムンク展と千の技術博

16 弓道　段級審査会合格者 合格者一覧

19 らいちょう　県高校文化祭ニュース（下） 砺波・砺波工業

20 読者のひろば 人生の良き師匠　富山市　加茂博一（７０歳）

20 仲間と集う 砺波高柔道部第１２回同期会（秋田県　高木茂夫）

22 市長「災害に強い砺波市にしたい」 市老人ク連と語る会

22 全国珠算学校連盟検定合格者　第１８９回段位暗算検定試験 合格者一覧
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22 第２６１回段位珠算検定試験 合格者一覧

22 第３１４回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

23 協力事業所表示証　宮野建設に交付 市消防団

23 ロボット大会　優勝喜ぶ 砺波工業高　報告会で応援に感謝

23 ごみ処理施設改修　環境保全目標適合 砺波広域圏事務組合議会

23 生活者視点の避難所運営学ぶ 市防災士連絡協

28 高山のＣＡＴＶと災害時応援で協定 となみ衛星通信テレビ

28 地域に愛される販売店に ときわ会総会　冨田会長を再選

28 名古屋だより 東海となみ野会９年間の活動に幕

29 木材裁断中に指切り重傷 砺波市庄川町金屋

31 遺族　上告しない方針 えびす食中毒

富山 2 「９ＪＡ構想」見直し ＪＡ県大会　適性規模を考慮

15 地鳴り 放鷹実演会で鷹匠を体験　黒田和也　４１歳（砺波市）

25 ２０年７月完成　会議室整備 市老人クラブ会長研修会　新図書館で砺波市長

26 大蔵、篠田さん本社賞 現代学生競書大会

27 収穫期迎え　サトイモ洗い機製作ピーク 砺波・庄川高砂会館

読売 26 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

26 避難所の運営考える　砺波で防災士研修会 砺波市防災士連絡協議会

朝日 26 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 試合結果

 ２２日　木曜日
北日本 5 働き方改革 残業減の取り組み労働局長に紹介  砺波工業

15 第６０回県短歌大会入賞作品 秀逸  砺波市  平岡和代

16 県内美術館・博物館の催し（１１／２２～１１／２８） 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 朝市夕市 県内 砺波市

22 わが家のアイドル 小竹亜耶ちゃん ３歳 砺波市矢木

24 自由な発想の写真８０点 「写真アートペーパー展」

25 創造コンテスト活躍誓う 「第９回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」に出場する３人

25 工場見学３０万人目竹原さんに記念品 北陸コカ・コーラ

29 種田地区 住民ぐるみで除雪 庄川地域で初 除雪車・格納庫を整備

30 下保さんの絵画など県水墨美術館に寄贈 県木材連の石灰元会長

30 全国消防操法大会２位など報告 庄下・栴檀山 感謝と抱負  砺波

30 谷井さん最優秀賞 県消防意見発表

30 活動尽力の３人表彰 県交通安全母親大会

31 屋根から転落し男性重傷 ２１日午前１１時１５分ごろ

富山 15 地鳴り 「まんぷく」にはまっている  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

21 富山文芸 １１月賞 歌壇  小池光選  佳作 紫藤道子

24 からくり車の全国大会で活躍誓う 砺波・発明クの３人

25 １００周年 名選手ら輩出 城端・立野ヶ原スキークラブ  歩み振り返る映像制作

25 独居高齢者向け 市に野菜など寄付 砺波・出町青葉幼稚園児

25 操法大会の活躍たたえ 砺波  庄下、栴檀山分団の祝賀会

25 除雪センター開設 砺波・種田地区

25 チューリップネット栽培を東京で紹介 県花卉球根農協

26 交通事故防止尽力の３人表彰 県交通安全母の会連

27 働き方改革を聞き取り 高岡  砺波工業で富山労働局長

27 県に美術品寄贈 石灰さんに感謝状 県水墨美術館に展示

28 見学者３０万人突破 竹原さんに記念品 北陸コカ・コーラ砺波

29 ４河川で４市浸水恐れ 千年に１度の豪雨  県、想定区域公表

29 事件・事故 瓦ふき替え転落、男性重傷

北陸中日 13 「地区委託」除雪に新拠点 砺波・種田地区  １１㌧車も新規導入

13 見学者 通算３０万人に 北陸コカ・コーラ砺波工場

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

読売 27 ユッケ食中毒訴訟 上告断念 遺族ら

 ２３日　金曜日
北日本 3 県営の防災事業整備促進を要望 庄川左岸排水対策協

24 スタンプラリー始まる 県西部６市の郵便局・道の駅　キャラクター勢ぞろい
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25 空き店舗の情報提供 市女性議会　若手経営者ら準備

25 駅前広場リニューアル 駐車場など整備　玄関口の魅力向上

25 野菜や果物「高齢者宅に」 園児が市役所に届ける

29 子供歌舞伎　三味線に磨き 出町の振興会　秋の浄瑠璃教室

30 となみ政経懇話会　１１月例会 快眠セラピスト睡眠環境プランナー　三橋美穂氏

30 高山で観光ＰＲ 県西部６市

30 ２７日から東京で県伝統工芸士展 会長らがＰＲ

30 地域文化研究で表彰 砺波高２年生４人

富山 2 計画通りの事業進展要望 庄川左岸地区用排水対策促進協議会

15 コント 砺波・たぬき

22 空き店舗バンク開設 砺波市で女性議会　市側が意向

22 砺波高の民俗誌最高賞 國學院大審査　石川・能登町で調査

23 呉西の魅力巡って発見 スタンプラリー　郵便局、道の駅連携

23 北川さん優勝 第４４回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

24 都内で県伝統工芸士展 ２７日から会長ら本社でＰＲ

25 男女４０校が激突 県小学生バレー　砺波で来月１、２日

26 高山で６市ＰＲ 富山県西部観光協

北陸中日 20 北陸文芸 歌壇　佳作　砺波市　上竹秀幸

27 えびす食中毒　上告断念 遺族、逆転勝訴困難と判断

 ２４日　土曜日
北日本 16 読者のひろば 校歌は特別な歌　砺波市　武部由美子（８１歳）

18 深江児童クラブを表彰 砺波市児童クラブ連合大会

19 三味線担い手競演 出町浄瑠璃　児童ら成果発表

19 善意の色紙ずらり チャリティー頒布会

19 輝くチューリップ公園 来月キラキラミッション　ＬＥＤ飾り付け

19 「裏打ちと表装」展始まる 砺波市表町　ギャラリーみかん堂

19 きょうもにっこり 砺波市体育協会臨時職員　末永美樹さん（南砺市　４１歳）

24 創造性あふれる６１点 「かがやき☆はんがー２０１８ｉｎ庄川展」

富山 13 富山新聞創刊９５周年記念　文化勲章受章者松尾敏男展　毎日が常に出発である 日本画の粋　超えた表現

13 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１８

16 謙信襲来 北陸戦国ヒストリア２２ 萩原大輔  能登へ突然の宣戦布告

16 くらしの日記 父が植えたユズ収穫　高倉久美子　６２歳（射水市今井）

18 ＬＥＤの輝き　市民らが準備 来月、砺波チューリップ公園

18 児童クラブ６０周年祝う 創立６０周年記念・砺波市児童クラブ連合大会

19 三味線や語り稽古の成果 砺波で出町浄瑠璃大会

19 作家や高僧の作品に入札 砺波で善意色紙頒布会

20 １６強　豊田（男子）ＧＲＡＣＥ（女子） 県秋季ミニバス　きょう４強決定

20 Ｂリーグ　富山グラウジーズ ラスト２秒に悲劇

21 レシーブやトス バレーの魅力知って 砺波市協会が体験会

21 水橋など決勝進出 第１回ふなはしカップＵ－１２

23 紙風船 砺波工高

北陸中日 25 パリで修業　砺波出身デザイナー 地方発、服作り「世界と戦える」

毎日 24 今月の二首 砺波市　伊藤和世

24 互いの第一印象は？ 砺波でオリジナル婚姻届限定配布♡

24 損害賠償訴訟で遺族ら上告断念 焼肉えびす食中毒

 ２５日　日曜日
北日本 24 読者のひろば ユズ風呂の季節  砺波市 横井君子（７６歳）

25 生花店で書を展示 砺波市の書道家、河島葉月さんの書と和布小物を集めた作品展

27 気軽にジビエ料理 お食事処うえの  カレー カツ新メニュー考案  砺波

27 バレーボール楽しい 砺波市内の小学生を対象にしたバレーボール体験会

27 城端線列車 紙製模型に 親子連れら製作体験

27 菊作り名人たたえる 北陸・南砺大会表彰式

32 哀愁の大正琴響く 砺波でフェス  幅広い名曲披露

富山 26 城端線の鉄道ジオラマ展示 砺波駅でにぎわい市

26 「富富富」でおにぎり 砺波・太田公民館

27 三味線の弾き方 達人に学ぶ 砺波  子供歌舞伎へ練習
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27 千葉、栃木の家族  砺波の子育て理解 移住体験ツアー

27 収穫のシイタケ使い調理 砺波市雄神公民館と雄神地区森林振興会のシイタケ収穫体験

28 男女４強決まる 県秋季ミニバス  きょう準決勝、決勝

29 黒部中央が優勝 第１回ふなはしカップＵ－１２

30 日本画に親しむ 砺波でワークショップ

読売 26 病院の実力～富山編１２８ 膝関節の治療  運動療法で痛み軽減

26 ラグビー 県高校秋季（新人）大会

26 ツリー 華やかに 砺波  チューリップ四季彩館

 ２６日　月曜日
北日本 15 ビーチボール白熱のラリー 県ビーチボール選手権大会

15 竹島副会長の県功労表彰祝う 最優秀選手表彰  東千歩（庄川中）ほか

15 バスケットボール 全日本社会人選手権大会県予選会 大会結果

15 ラグビー 県高校秋季大会 大会結果

16 直筆原稿や愛用品２５０点 姫路文学館  宮本輝さん特別展

16 文芸新刊から 柳誌「川柳えんぴつ」１１月号

22 しめ縄・おにぎり作って食べて笑顔 太田公民館収穫祭

23 和食文化の歴史学ぶ 砺波散村地域研究所と富山地学会の合同例会

23 自慢の食彩り鮮やか 野菜・飲食物・ステージも  砺波駅前で「ふれあい市」

23 児童４４６人が柔道交流 第３６回柔道スポーツ少年団交流大会クロスランドおやべ大会

23 水記念公園の落ち葉清掃 砺波市庄川町金屋の庄川水記念公園の清掃作業

23 情緒あふれる声響く 松風会吟道大会

23 きょうもにっこり 富山市科学博物館専門学芸員 林忠史さん（砺波市・４７歳）

27 大森さん親子（魚津）栄冠 ガスクッキング北陸大会  地元食材ふんだんに

28 亀ケ谷さん（砺波）栄誉祝う 郷土民謡協会 名誉教授認定

富山 7 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波）

13 くらしの日記 夫婦仲良く健康に  犀川寮明 ７０歳（砺波市苗加）

14 万が一の災害に備え 高齢者宅を防火診断  砺波・ひまわり分団

14 砺波駅前広場 新装 駐車場でイベント  食彩市にぎわう

15 ネットトラブル 子ども守るには 富山でフォーラム

15 第３分団が４連覇 第３６回高波地区スポーツレクリエーション大会

16 会員４０人が吟詠披露 砺波市松風会が大会

18 クッキング北陸大会 大森さん親子優勝

北陸中日 10 魚津・大森さん親子優勝 ガス全国クッキング北陸大会  

11 佐藤助庵の収蔵品アジアの品々５０点 富山で企画展

11 「能越道フェス」沿線特産品並ぶ 高岡の道の駅

11 全日本社会人バスケットボール選手権大会県予選 大会結果

朝日 23 移動支局＠「食」の魚津 「どこよりも新鮮」求め  「寿司・割烹 万両」店主 

 ２７日　火曜日
北日本 3 ２０１９県議選 自民１次公認２７人  現職中心 新人は１人

16 読者のひろば 夫に〝ありがとう〟  高岡市 樋爪都（６４歳）

18 基本条例案 ＨＰで見解 市議会  ３月の制定目指す

18 １人暮らし高齢者 火の扱いに注意を 庄川地区で防火診断

18 文部科学省後援第３８７回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

19 ３９人盤上で熱戦 市文化祭囲碁大会

24 ありがとう 石動駅舎 けさ新駅切り替え  加越線乗り入れ 昭和天皇来県 石動高ナイン

富山 3 県議選２０１９ 自民県連  １次公認に２７氏

19 文芸喫茶 となみ野川柳会１１月句会

25 基本条例の意見 ＨＰで回答公表 砺波市議会

25 うるおい環境と景観広告賞表彰 富山でフォーラム

27 第１回全日本社会人バスケットボール選手権県予選会 大会結果

27 わが家 沖田圭司さん（３８）恵里さん（３５）光希君（１０）柚稀さん（８）

31 富山駐屯地で運命の出会いを 来月１６日婚活企画  隊員、迷彩服で参加

北陸中日 1 特報とやま 「女性活躍」遠い県内議会 議員比率 魚津除き全国平均下回る  根強い男社会／育児両立環境整わず

読売 32・33 北陸大紀行 山城① 城の栄枯盛衰たどる 国境の要衝 歴史紡ぐ

33 来年の県議選向け自民県連２７人公認 砺波市

朝日 27 「千年に１度の豪雨」浸水想定 県管理４河川 見直し
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毎日 22 １次公認候補 自民２７人発表 来春の県議選

 ２８日　水曜日
北日本 3 優良工事の４０業者表彰 県建設優良工事表彰

5 社長に小杉氏 若鶴酒造

12 レシピ手帳 秋鮭の養老蒸し（ＴＯＮＡＭＩ翔凜館・樋渡直人）

13 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子

15 北日本文芸 歌壇  詩壇  俳壇  柳壇

18 仲間と集う 富山県失語症友の会（砺波市  松下睦夫）

20 音楽・語りで世界を知る 「地球のステージ」出町小学校で

21 物やお金の価値考える 金銭教育の公開授業が庄南小学校で

21 大花壇 こんなイメージです 来春のとなみチューリップフェア  １６品種２１万球使用

21 うるおい環境とやま賞報告 市長に農家レストラン大門

21 保育所・保育園適正定員 市が来年 基準提示

25 電飾１０万個彩り 光る雪だるまも １日からチューリップ公園

富山 2 江幡、新藤氏に文科大臣表彰 地域文化功労、伝達式

2 チューリップ球根あす台湾に輸出 富山空港から初

2 がん診療連携拠点 ７病院 指定更新  対策推進協

3 富山湾保全、中山間地対策を 自民県議会  知事に１２項目重要提言

3 記者席 定刻の理由

4 若鶴酒造社長に小杉氏 来社で抱負  「全国で名の通る酒に」

15 地鳴り あまり雪降らないでと祈る  角栄一 ６７歳（砺波市）

15 地鳴り 落ち葉踏み締め牛岳の自然満喫  西川良子 ６６歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

25 保育所の適正規模を来年提示 砺波で子育て会議

26 優良工事業者たたえ 富山で表彰式

27 自衛隊員の婚活イベント 女性の問い合わせ続々  富山駐屯地で来月１６日

27 第４回県ママさんバレーボール連盟杯「あいの風にのって」 大会結果

27 大花壇は「魔法」 来春のとなみチューリップフェア  球根の植え込み始まる

27 ＬＥＤ１０万個で彩り １日から ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

27 砺波で出荷最盛期 シクラメン 年末華やかに

30 あすＫＹＢ担当者 射水、砺波市訪問 データ不正説明

北陸中日 15 「魔法の大花壇」発表 となみチューリップフェア

15 来月「キラキラ」撮影しに来てね キャラバンがＰＲ

読売 30 チューリップ公園ライトアップＰＲ 砺波市

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 23 江幡さんら２人を表彰 地域文化功労者 県で伝達式

 ２９日　木曜日
北日本 3 委員長に宮本氏 予算特別委

10 仲間と集う 砺波市立図書館友の会（砺波市 渡邉七瀬）

10 仲間と集う 東海大北陸３県同窓会（砺波市 坂井勇雄）

12 県内美術館・博物館の催し（１１／２９～１２／５） 松村外次郎記念庄川美術館 庄川水資料館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市 県内 砺波市

20 来春のチューリップフェア 花さじき用 植え込み

21 文科大臣表彰を報告 新藤正夫さん（８５）と南和江さん（６２）

21 議長と女性議会が対談 参画しやすい環境整備を

21 除雪功労１８人を表彰 砺波市除雪功労者表彰式

21 優良工事１３社など表彰 砺波土木協会

25 県内市町村ＰＲユニット 「いろどり練磨」が写真集

26 県産球根 台北便で輸出 チューリップ 砺波で出荷作業  きょう富山空港から

別 第１５回わたしの新聞コンクール 入賞者

富山 19 すこやか育児 吉田真優ちゃん＝砺波市小杉

21 地鳴り 旅館に歯ブラシ置いてほしい  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

21 地鳴り 先生の遺影に冥福を祈る  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

22 環境とやま賞受賞 砺波市長に報告 レストラン「大門」

22 宮木建設が最優秀賞 砺波土木協の優良工事
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23 除雪功労者１８人 砺波市が表彰 砺波市除雪功労者表彰式

23 砺波・庄南小児童 労働テーマに発表 県金銭教育協が公開授業

23 東野尻、油田Ｂ 決勝大会に進出 第１０回ロングラン親善ゲートボール大会第１日

24 台湾にチューリップ球根 県花卉球根農協  富山空港から初輸出

24 チューリップ球根 樽プランターに 砺波で植え込み

24 新藤、南さんが文部科学大臣表彰報告 夏野砺波市長に

25 健幸促進 住民主体で 人生１００年時代健やかに  高岡市と連携、受け皿構築  富大の立瀬助教グループ

北陸中日 7 新社長に小杉氏 若鶴酒造

13 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 27 チューリップ球根 台湾へ 砺波

朝日 25 来春の県議選１次公認発表 自民県連

毎日 22 砺波がイルミでキラキラに 来月開幕

 ３０日　金曜日
北日本 2 けさの人 砺波市庄下分団の団長  蔦佳憲さん

22 小児救急 対応を確認 高岡医療圏・砺波医療圏合同救急救命技術指導会

22 石動駅南口に時計寄贈 国際ソロプチミストそれいゆ砺波

22 ジビエ料理 新メニュー試食 お食事処うえの

22 あすと２日感謝祭 野菜・特産品販売 もりもりハウス

23 てくてく風土記  砺波市出町地区 ①にんじんや メニュー２つの喫茶店

23 雪吊りに わら細工 砺波市文化会館の前庭  お年寄りが手作り 遊び心楽しんで

23 エアコン全小学校整備 砺波市  来夏の利用開始目指す

23 チューリップ球根台湾輸出拡大へ 市長 サポート強調

23 タマネギ残さ処理施設の新築を支援 砺波市

27 学んだこと伝え合おう 庄川・庄東小  児童が活動発表で交流

27 日本菊花全国大会 特別賞＝島田洋一（４点・砺波）

30 免震装置交換 年内に判断 ＫＹＢ執行役員  射水・砺波で陳謝

富山 15 地鳴り 子どもの頃から歴史に興味ある  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

15 地鳴り 荒れ放題の畑を耕し赤カブ収穫  黒田和也 ４１歳（砺波市）

26 グラフコンクール優秀作３３点を展示 イオンモール高岡

27 チューリップで砺波市長 球根 切り花 ネット栽培  台湾輸出の三本柱に

27 普通教室のエアコン来年８月までに設置 全８小学校

27 タマネギの残渣を堆肥に 処理施設整備を支援

27 石動駅にソーラー時計 ソロプチそれいゆ砺波寄贈

27 歌手の水田さん華やかステージ 砺波・北部苑

27 ジビエカレーいかが イノシシ肉煮込み、シカ肉のカツ  砺波の料理店７日から販売

28 富山一が優勝 県高校秋季ラグビー

28 店の特徴磨こう 高岡で酒販組合研修会

32 ＫＹＢが謝罪と説明 射水、砺波  年内に交換の是非回答

北陸中日 12 越中春秋 サトイモ

13 ＫＹＢ 今後の対応説明 免震不正  射水市役所、砺波総合病院に

13 イノシカ鍋とカレー ジビエ新メニュー

13 シャツやズボン 焼き物で再現 砺波  金沢の山本さん作品展

読売 28 読者が選ぶ県内１０大ニュース２０１８ ３月 焼き肉店集団食中毒、１億６９００万円賠償判決

29 不適合製品納入恐れ射水市などに謝罪 ＫＹＢ役員ら

29 チェーン義務化 県民困惑 砺波で試着体験会

毎日 27 「不適合品 早急に交換」 ＫＹＢデータ改ざん 役員ら市に陳謝  射水

日本経済 31 球根、富山から初の空輸 チューリップ  県、貨物利用増を期待

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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