
　　　　　　　２０１９（令和元）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　金曜日
北日本 5 '２０秋 知事選 知事と市町村 考え共有必要 夏野砺波市長

14 広告 空中カフェ２０１９

25 子育て・区画整理に重点 来年度予算編成 １０ＷＡＶＥ事業優先

25 トルコ大使館から市に功労賞贈呈 友好親善に長年貢献

25 市長 来年１１月２期目満了 「残り１年しっかり」

25 人物や風景題材に６１点 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」の作品展

27 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ９組

28 県教育功労に５２人１１団体 県庁で表彰式

28 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

36 齋藤さん（砺波）都知事賞 日展 彫刻「あおあらし」

冨山 3 知事選２０２０ 政策共有の姿勢必要　夏野砺波市長

19 地鳴り 好きな曲で送ってほしい 紫藤道子 ８５歳（砺波市）

22 出町東部で来年度着手 砺波市長方針 中心部の区画整理

22 トルコ国功労賞 砺波市が受賞 姉妹都市交流を評価

23 山根さん同人特別賞 奎星展 入選者

23 第２５回１年生県高校野球大会 大会結果

北陸中日 12 県功労３７人１４団体 パラノルディック 川除さん２年連続

13 トルコ大使館で砺波市に功労賞 姉妹都市交流評価

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

　２日　土曜日
北日本 6 地域活性化へ決意 ８商議所が新体制

10 北日本新聞文化賞 受賞者（団体）の皆さん

23 球根・花苗植え交流 砺波市の北部認定こども園と鷹栖保育所

24 となみブランドに「増山城　蔵蕃そば」 １７品目　栴檀野で栽培　打ちたて提供

24 小中学生が地域の宝描く 入賞作２５１点展示　富山ユネスコ協会の「絵で伝えよう！わたしたちの町のたからもの」

34 一足早く聖夜の光 グランドプラザ

34 クマ出没情報 砺波市

34 ワクチン接種完了 豚コレラ　県内の全対象農場

富山 2 豚コレラ　ワクチン接種２万頭完了 ２回目接種率６５％　イノシシ向けワクチン

2 冬の食魅力、特別宿泊プラン開始 とやま観光推進機構と県ホテル旅館生活衛生同業組合

13 地鳴り 人気がある会長さん　犀川寮明 ７１歳（砺波市）

22 となみブランド　蔵蕃そばを認定　 栴檀野地区で栽培するそば粉使用の「増山城　蔵蕃そば」

22 税の作品４部門表彰 砺波市租税教育推進協議会と市納税貯蓄組合の税に関する作品表彰式

22 チューリップの球根　園児と利用者植える 砺波・北部苑

23 北村会頭を再任 砺波会議所

24 ５２人１１団体を選出 県教育功労、県庁で表彰式　

24 各地で功労表彰 県は３７人１４団体

25 グランドプラザにツリー 富山、園児にっこり

25 ４日から県少年野球大会 ３７チーム熱戦展開

北陸中日 5 発言 ドラゴンズ　来季はＶ争いだ  上野亮平 ７７ 富山県砺波市

29 豚ワクチン　県内施設　接種完了 富山県　約二万頭への接種完了

読売 33 豚コレラ　ワクチン接種２万頭終了 子豚も今月中に

毎日 26 全国高校駅伝　県予選 都大路かけ　あす号砲

  ３日　日曜日
北日本 17 みんなのＶＯＩＣＥ 「表彰したい人」

19 きょうもにっこり 全国高校ロボット競技大会準優勝の砺波工業高チーム「カフェＩＮ」リーダー　吉村耀太さん

20 会員ら３０人出品 砺波市菊花展

20 北陸菊花大会・南砺菊花大会入賞者 財務大臣賞ほか

21 国際交流に尽力　功労者ら表彰 とやま国際センター

21 女性消防隊を激励 全国女性消防操法大会出場壮行会

21 １８０人テニスで熱戦 ソフトテニス　小矢部市ジュニアオープン大会

25 秋の叙勲　県内関係者 砺波市　瑞宝小綬章　出村敏幸さんほか

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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28 広告 空中カフェ２０１９

富山 2 来月、初のモニターツアー　金沢・富山県西部観光推進協 加賀藩ファン　さらに増やそう　瑞龍寺など訪問

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 建国７０年を迎える中国　春川正人　７２歳(砺波市)

9 秋の叙勲　ふるさと愛し努力続け　４１１３人　栄誉かみしめ 県内から６２人

19 高桑、田畑さんＶ 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

20 とやま国際センター　３５周年で発展誓う とやま国際センター創立３５周年記念式典

22 Ｂリーグ　富山グラウジーズ ホーム連勝逃す　琉球に６９－９１　砺波市の富山県西部体育センターほか

北陸中日 12 秋の叙勲　県内６２人 砺波市　瑞宝小綬章　出村敏幸さんほか

読売 29 秋の叙勲　県内から６２人 砺波市　旭日双光章　堀田信一さんほか

朝日 17 秋の叙勲　県内６２人 砺波市　瑞宝小綬章　出村敏幸さんほか

17 衣服ピカピカ「期待以上」に 旭日双光章　竹部光男さん

毎日 20 秋の叙勲　県内から６２人 砺波市　瑞宝小綬章　出村敏幸さんほか

日本経済 28 秋の叙勲受章者 砺波市　瑞宝小綬章　出村敏幸さんほか

　４日　月曜日
北日本 17 ＨＢ金沢 初Ｖ 県少年硬式野球

17 シングルスで小中学生競う 松本杯第６４回砺波市卓球選手権大会小・中学生の部

17 ＰＡＲＴＩＤＡ ＴＯＮＡＭＩ制す 第２４回北日本新聞社杯砺波地区少年サッカー大会

23 税の作品７人たたえる 砺波市租税教育推進協議会と同市納税貯蓄組合

23 伝統の演目披露 第４７回砺波市文化祭の芸能発表会「民謡の世界」

29 県内 アライグマ生息域拡大か 富山大生 伊藤さん調査  県西部に痕跡複数

富山 2 社説 洪水ハザードマップ  「最新版」の公表を進めたい

12 指揮者招いて練習 合唱団となみ  ６０周年で来月演奏会

12 １４団体が唄や踊り 砺波で民謡の世界

13 児童 軽快にダンス 砺波・林公民館まつり  富山新聞文化センター

13 園児が長寿祝いえんじゃら節 砺波・南般若公民館

13 敬老会で合唱や演奏 砺波・高波公民館

14 サンダバ２選手 捕球や投球指導 砺波北部小で教室

北陸中日 10 地域未来派 ｅスポーツ 交流もっと  プロゲーマー 直江恭介さん（２４）

10 民謡全国各地３２曲 にぎやか歌い踊る 砺波市文化祭芸能発表会

10 やや小ぶりも いいユズに育つ ９、１０日 庄川でまつり

朝日 23 合唱コンクール全国大会 出町小 楽しんで「銀」  「笑顔で全力で歌えた」

毎日 20 全国高校駅伝県予選 富山商 アベックＶ

20 奎星展 山根さん、同人特別賞  福田さん、毎日新聞社賞

　５日　火曜日
北日本 14 １１団体３００人 演奏や合唱 ヘリオス音楽祭

14 地域資源生かす商品販売 となみのめぐみフェア 砺波市イオンモール砺波

15 全国大会出場８５人が決まる バッハコンクール富山

富山 11 コント 砺波・たぬき

16 皿の絵付け楽しむ 砺波青少年の家

16 カイロを配り防火呼び掛け 砺波で女性消防団

19 砺波東部 桜井 よつば 水橋 比美乃江稲積  初戦突破 第１６回県少年野球大会 決勝トーナメント

19 福光、伏木、明星、高岡西部 ４強 第５回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権

19 式部、梅基、柴田が優勝 氷見市卓球選手権２０１９ふれあいオープン

19 砺波市女性消防隊全国大会活躍誓う ７人の壮行会

北陸中日 11 ロボカー 全国へ激走 工業系高校生 北信越大会

　６日　水曜日
北日本 6 副会長に塩谷氏 県商議所連合会

11 第５４回北日本文学賞 選者 宮本輝氏  ３５４編１次選考通過

17 高波の農地整備完了祝う 砺波市高波地区の県営農地整備事業の完工式

17 来春のフェアへ球根植え込み チューリップ街道実行委

17 親子でクラフト体験 県砺波青少年自然の家の「オープンデー」

18 がんの仕組み紹介 砺波総合病院の市民公開講座

24 きょうの催し つづりな窯徳田年英作陶展

26 国道３５９号砺波東バイパス 来月７日全線開通  砺波市芹谷－高道

26 クマ出没情報 ５日発表 砺波市　痕跡　庄川町庄
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27 砺波路上窃盗執行猶予３年 地裁高岡支部判決

富山 2 社説 加賀藩ツアー  実体験でファン増やしたい

20 用排水路３０㌔整備完了祝う 砺波・高波

20 環境大臣表彰を報告 砺波市役所で原野さん

20 稲垣さん優勝 健康麻将第７弾小杉ふれあい杯予選会３

21 プランターに球根植え 砺波 来春のチューリップフェアへ

21 青島神明宮を清掃 関電庄川水力センター

24 叙位叙勲（５日） 従六位 元砺波市議出村嘉明氏（８８）＝砺波市小杉

26 強制わいせつと窃盗３８歳男に猶予刑判決 地裁高岡支部

北陸中日 12 伏木錬成館Ｕ１２金賞に バトン北陸大会

12 叙位叙勲（５日） 従六位 元砺波市議出村嘉明氏（８８）＝砺波市小杉

13 となみブランド １８事業者１７品目に 蔵蕃そば 仲間入り

13 税テーマの作品入賞３４点決まる 砺波の小中学生が応募

読売 26 よみうり文芸 俳句  砺波市 源通ゆきみ

　７日　木曜日
北日本 4 洪水メール　未登録５６自治体 県内は滑川市と上市町

4 改定洪水ハザードマップ　県内　公表５市のみ １０市町村　来年度末までに

4 被災者台帳システム 整備は射水市だけ

14 県内美術館・博物館の催し（１１／７～１１／１３） 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

23 上半期黒字４億９２００万円 砺波総合病院

23 環境大臣表彰　市長に報告 原野さん

24 剣道の稽古成果　保護者に披露 庄川の４保育所園児

24 富山運輸支局長表彰 優良事業者

24 文部科学省後援第３９３回全珠連検定試験合格者 珠算　初段他

25 乗用車暴走想定し訓練 県西部の消防　負傷者救助の連携確認

25 村中・細川さんら　最高賞の知事賞 「高志の国文学」情景作品　【ふるさとの優れた先人に学ぶ作文コンクール】入選

30 庄川ゆずまつりＰＲ 斉藤博之実行委員会長らが北日本新聞砺波支社でＰＲ

32 クマ出没情報 【砺波市】

32 砺波のイノシシ　豚コレラに感染 県内　計２６頭で確認

富山 3 知事選２０２０　任期満了まであと１年　🈭 県内１５市町村長　１２人は多選問題視せず　目立つ　政策重視　能力次第

13 地鳴り 母が作ったよごし大好き　戸田祐子 ５７歳（砺波市）

14 第４４回県学生競書展 団体優勝は紫香教室（小矢部）　綿貫民輔顧問賞他

22 ４億９千万円黒字 砺波総合病院の上半期収支

22 大規模事故の連携確認　県西部４消防本部 クロスランドおやべで訓練

23 園児が剣道　元気に竹刀 砺波・庄川

24 庄川ゆずまつり来場を ９、１０日　本社砺波総局でＰＲ

29 砺波のイノシシ　１頭豚コレラ陽性 県内２６頭に

北陸中日 11 イベント 庄川ゆずまつり

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 国道３５９号砺波東バイパス　 来月７日全線開通

23 県内イノシシ２６頭目　豚コレラ感染確認 砺波市で見つかった野生イノシシ一頭が感染

  ８日　金曜日
北日本 5 '２０秋 知事選 自民ヒアリング終盤　出馬表明なく抽象論に

22 第１６回わたしの新聞コンクール ３部門の入賞作決まる　水野さん（富山市豊田小２）ら金賞

27 農家の魅力と苦労実感　砺波 農業高生が仕事体験

28 太鼓練習に熱 日本ジュニアコンクール　１０日県大会

28 国税庁長官賞に小森さん柴田さん 税に関する作文　

29 ユズの加工品販売 東京で来月１、２日　砺波市雄神地区の女性グループ

富山 3 知事選２０２０　任期満了まであと１年　下 衆院選にらみ　野党共闘の可能性探る

3 保守分裂避け候補一本化を 砺波ブロック

15 地鳴り 次男を信じて黙って見守る　嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

15 地鳴り 復興内閣として支援に当たって　砺波市　北清俊一（６２歳）

15 地鳴り 丸岡城から眺望楽しむ　黒田和也　４２歳(砺波市)　

23 般若Ｂが優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１３回室内ペタンク大会
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23 高波が３連覇 第３回富山新聞社杯争奪北部苑ゲートボールリーグ戦

23 近藤さんが優勝 砺波市パークゴルフ協会レディース大会

24 冬将軍に備え万全 中日本高速が出陣式

24 準大賞に山崎さん（般若中）本社賞に窪田、正門さん 書学会（金沢市）の第６３回現代学生競書大会

読売 22 学生科学賞県予選　中学の部 最優秀３組　喜びの声

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

別刷3 第３７回富山県駅伝競走大会 栄光の軌跡

別刷5 第３７回富山県駅伝競走大会 ⑪砺波

別刷5 第３７回富山県駅伝競走大会 県小学生駅伝メンバー　⑪砺波

　９日　土曜日
北日本 16 孤高の画家 神秘描く 小堀四郎洋画展　庄川美術館

16 「山」テーマに越の賛歌 優秀作品１００句紹介　源通ゆきみ

28 健康な歯大切に 県「いい歯の日」表彰 知事最優秀賞 源通彰悟、真彩

28 カンザクラ早くも 斉藤さん宅で見頃

28 花ろまん教室が作品展 フラワーアトリエ花ろまん教室受講生の作品展

28 金工・墨彩画 味わい深く アトリエ展 ギャラリー遊芸舎で始まる

29 現代の名工 県内から４人 美容師 中居由佳さん（５２）

富山 13 地鳴り 自然の環境に苦労が続く 浦外喜夫 ７０歳

15 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

24 戦前の記録映画ＤＶＤに 砺波・柳瀬自治振興会が製作

24 「いい歯」２４人表彰 県と県歯科医師会

25 追い上げ及ばす３連敗 砺波工業でも

25 干支の置物を即売 砺波イオンでマーシ園

25 遊休農地活用 ニンジン販売 きょう農業まつりで

26 「現代の名工」県内から４氏 １１日に表彰式 美容師 中居由佳さん 砺波市鍋島

北陸中日 11 キュレーション公募 ギャラリー無量（砺波市）

14 「現代の名工」に県内４人 美容師、中居由佳さん（５２）

読売 28 現代の名工 県内４人 美容師 中居由佳さん ５２

朝日 27 現代の名工 県内から４人 美容師・中居由佳さん（５２）

１０日　日曜日
北日本 1 再生医療で乳房再建　富山大附属病院 形成外科１月新設　県内で専門医養成

1 即位祝い国民祭典　きょうパレード 陛下「国民の幸せ祈る」

7 広告 空中カフェ２０１９　ミッシュローゼ

19 声の交差点 富山マラソン完走　砺波市　島田栄（７１歳）

21 通学路安全マップ作成へ 砺波署　

21 手作り品ずらり 四季彩館で展示販売

21 農業用水を見学　ダムの役割学ぶ 庄東小４年生

21 口内の健康呼び掛け 東となみロータリークラブと富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク

21 きょうもにっこり 富冷　商品一部商品一課　法嶋朗さん

22 豊かな香り求め長い列　庄川ゆずまつり みそ・もちなど販売

26 とやまｗｅｂｕｎランキング 　２～８日 ④１２月７日全線開通　国道３５９号砺波東バイパス（５日）

27 国民祭典　「感謝」のお言葉に歓声 皇后さま奉祝曲に涙

富山 1 天皇陛下　祝意に「感謝」　皇后さまと共に見守る 「国民祭典」に３万人

2 整体で女性の力に 砺波市出身　安川薫さん

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 健康なうちにできることを　犀川寮明　７１歳（砺波市）

22 餅つきや発表楽しむ となみ野高でフェス　第１９回となみキャンパスフェスティバル

23 タマネギ詰め放題に列 ＪＡとなみ野、ニンジンも人気

23 感性詰まった３９４点 第３１回ＭＯＡ美術館砺波児童作品展

23 油田三郎丸Ａ制す 第１５回砺波市ペタンク協会室内大会

24 「裏年」でも量は十分　水記念公園でまつり 庄川ユズに人垣　販売コーナー、加工品人気　第３２回ゆずまつり

25 ８チーム３回戦進出 第１６回県少年野球大会

25 男子・富山工－高岡商　女子・高岡一－龍谷富山　きょう決勝 第７２回全国高校バスケットボール選手権県予選会第３日　県西部体育センター

25 決勝チーム出そろう 県高校サッカー新人大会

26 最高峰の美　南砺で競う　菊花連盟全国大会 総理大臣賞に加納さん（氷見）

26 金沢に３２０人力作 現代学生競書大会　団体賞他
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28 トンネル内衝突　救助の連携確認 東海北陸道・城端　５年ぶり訓練　

北陸中日 11 ユズづくしに上機嫌　 庄川まつり始まる

読売 29 冬を飾りに　砺波 砺波市東保の松浦園芸

朝日 25 秋晴れの下　ユズ満喫 砺波でまつり

毎日 24 北陸ひと模様 加越線資料保存会員　村田伸夫さん　ジオラマ制作　歴史つなぐ

１１日　月曜日
新聞休刊日

１２日　火曜日
北日本 13 追想　ありし日 高岡銅器の振興に情熱を注いだ老子製作所会長　元井實さん

20 富山市１１連覇　有終の美飾る 第３７回県駅伝競走大会

20 県勢全部門制す ビーチボールの北信越アルプスカップ

23 リンゴやサトイモ収穫 丸圓商店が運営する食品スーパー「ヴァローレ」が地産地消イベント

24 砺波で「富山の太鼓」　ばちさばき　勇壮 コンクールは「飛龍」（砺波）優勝

25 県高校秋季囲碁　角井さん（富山中部１）上級Ｖ 男子個人　水野さん（高岡１）中級１位

26 友好深めるチューリップ フェア会場　台湾児童　球根植える

26 有沢・氷見南條店に最高賞 本紙販売店の年間表彰

26 ガス使って親子で調理 ６組が北陸大会出場　第１３回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト県大会

34 声の交差点 「富富富」に期待する　村中正敏　８９歳（砺波市）

37 祝意と期待　歓声響く　即位パレード 新時代に願い込め

富山 26 金婚夫婦を祝う 砺波・北部地区

26 リンゴ狩り　親子で楽しむ 砺波・丸圓商店

26 地域バスの課題説明 呉西地区交通まちづくり市民会議の第１回公開講座

27 友好のチューリップ 砺波　台湾の児童、公園に球根

27 古田さん親子Ｖ 第１３回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト県大会

27 高田さんが優勝 第３回となみ衛星通信テレビ杯健康麻将交流大会

27 栴山が優勝 第３回栴檀野親善ゲートボール大会

27 市民が球根植え込み 砺波市花と緑と文化の財団の募集に応じた市民ボランティア

28 屋敷林の景観守って 砺波で剪定や補助事業説明

28 税に関する作文　山本さん局長賞 高岡高で表彰式

28 富山工が３年ぶり　高岡一２年連続Ｖ 第７２回高校バスケットボール選手権県予選最終日

28 龍谷富山、富山東、水橋、国際大付Ｖ 県高校サッカー新人大会

29 富山市が１１連覇 第３７回県駅伝大会

29 比美乃江など３回戦へ 第１６回県少年野球大会第３日

北陸中日 5 発言 草花に秋の深まりを感じる　砺波市　島田栄（７１歳）

14 富山市Ｖ１１　有終の美 県駅伝大会　小学生も富山市制す

15 庄西中１有志　屋敷森を掃除 砺波、１年前に志願

読売 32 県駅伝　富山有終のＶ１１　１３人が区間１位 後続離し力の差見せる

32 うちわで激励　選手に追い風 砺波市チームの児童保護者ら

32 小学生　富山が８連覇 「県小学生駅伝競走大会」

36 富山県駅伝　総合・区間成績 大会結果

１３日　水曜日
北日本 1 県内学校　窓・天井耐震化　全国平均下回る 小中３０％　高校２０％台　自治体間で大きな差

13 北日本歌壇の集い 高岡会場　中井溥子(砺波市)　

19 庄川ゆずをＰＲ 生産組合が市に特大型寄贈

20 住民がニンジン収穫 砺波市柳瀬公民館

20 空き缶とつきたて餅交換 砺波市宮丸の福祉作業所油田　「もちもち・かんかん祭り」

25 ニュースファイル 砺波で感染イノシシ　

27 クマ出没情報 砺波市

富山 20 社屋３階を避難所に 砺波・種田地区　となみの工業と協定

21 砺波、南砺の消防団が訓練 砺波市消防団庄川方面隊と南砺市消防団井波方面団の合同訓練

21 旧中嶋家で報恩講　郷土料理味わう 砺波・えんなか会

21 砺波総合病院で糖尿病啓発 世界糖尿病デーを前に啓発キャンペーン

21 議会日程（１２月定例会） 砺波市

26 砺波のイノシシ１頭陽性 砺波市井栗谷で捕獲された野生イノシシ

北陸中日 13 伝統料理　お斎ふるまい 砺波の旧家・中嶋家で報恩講

27 砺波でイノシシ捕獲　豚コレラの感染確認 県内２７頭目
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読売 30 よみうり文芸 ◇…文芸サークルから…◇　海潮砺波歌会

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

１４日　木曜日
北日本 2 けさの人 北陸大学野球秋季１部リーグで首位打者を獲得した富山大１年　東　俊輔さん　とにかく打ちたい

4 青沼さん最優秀賞 北陸ブロック農業青年会議

14 県内美術館・博物館の催し（１１／１４～１１／２０） 庄川水資料館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 声の交差点 完走は応援のおかげ　北島嘉孝　４８歳(砺波市)

22 洪水想定し避難訓練 太田認定こども園

22 旧中嶋家で報恩講　郷土料理味わう えんなか会

23 通学合宿で絆強く 庄東小児童

29 祭祀継承に富山の技　となみ野建築　東小忌幄舎を建造 「誇れる仕事できた」

29 クマ出没情報 砺波市

富山 3 事業承継の支援充実を　知事、県商工会議所連と懇談で 今年度１０月までの相談件数　最多ペースの７６社２０９件

3 最優秀賞に青沼さん 富山で北陸農業青年会議

22 農業用水を見学 砺波・庄東小児童

22 桜の名所充実願う ライオンズ２Ｒ３Ｚ植樹

23 小矢部市に１千万円寄付 たち建設、中山間地振興に

23 教室生の手編み　ぬくもり伝え 高岡で発表会

23 砺波で税を考える週間ＰＲ 砺波税務連絡協議会の「税を考える週間」啓発活動

24 青井中美展きょう開幕　高岡工芸高附属美術館 清都さん（高岡戸出）大賞　富山新聞社優秀賞他

24 園児、庄川洪水に備え　砺波 太田こども園で避難訓練

24 砺波税務署は津田　堀内両理事に 砺波税務署の納税表彰式

24 ２２２人が自己ＰＲ 高岡で合同就職面接会

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

13 求職者220人が参加 高岡で合同就職面接会

毎日 21 カメラ探訪　富山県砺波市 越中三助焼窯元　ろくろ体験で一苦労

１５日　金曜日
北日本 6 全７工場で夜勤廃止 ＣＫサンエツ  健康維持し生産性向上

11 坂本監督（富山出身）「もみの家」 来年２月 県内先行上映

21 砺波の辻さん洋画展 辻睦男さんの個展  高岡市伏木古府の「あ志びの」で

21 給食食材ありがとう 小中学校  農家招き会食

21 新聞エコバッグ教室 砺波市学び交流館

21 志観寺さん（井波）ら大賞 福光美術館  市美術展あす開幕

22 サクラ苗木植樹 砺波の２ＬＣ

22 市に１０００万円贈る たち建設

22 津田・堀内さんたたえる 砺波税務署

23 業界活性化策探る 高岡小売酒販組合と砺波小売酒販組合の合同研修会

28 きょうの催し 小さなパステル画展  麦秋苑秋季囲碁大会

富山 2 食品衛生功績たたえ 富山で大会

24 川合さんら６人大賞 あすから南砺市美術展

25 地元産野菜の給食を味わう 砺波の幼、小中学校

26 県統計功労者に５０個人８事業所 県の今年度統計功労者表彰式

27 秋の王者へ７８チーム １７日から県秋季ミニバス

27 車椅子バスケの元日本代表と交流 砺波・庄川中

31 「一生に一度」「光栄」 大嘗官の東小忌幄舎建設  県内の宮大工

北陸中日 12 下水道のポスター  浦野さん（高岡）最優秀 下水道ポスターの入賞者

13 代表候補に教わり車いすバスケ体験 砺波・鷹栖小６年生

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 28 お出かけ情報 企画展「脇田和展―アトリエの一隅―」

１６日　土曜日
北日本 5 '２０秋 知事選 自民県連　県議ヒアリング　石井氏の手腕評価　５選には慎重論も

7 経済団体トップ　来週の予定 砺波・北村憲三会頭

20、21 ２０１９　美の祭典　越中アートフェスタ 独自の表現追及　立体・優秀賞　佳作他

25 声の交差点 加越線を懐かしむ　上野亮平　７７歳(砺波市)
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25 声の交差点 首里城火災の教訓　武部幹夫　７９歳(砺波市)

27 ウィッグ用寄付へ髪切る 高岡市　有田幸子さん

27 囲碁の腕競う 砺波市福祉センター麦秋苑

29 車いすバスケ　生徒ら楽しむ パラ出場　神保さん指導　砺波市庄川小学校

29 出町小管楽器クラブ　全国大会向け壮行会 砺波ＲＣが激励金　

富山 3 知事選２０２０ 表明なく「誰とも言えず」　自民県連　県議２４人意見聴取

23 地鳴り 数十年ぶりに高校の同級会　浦外喜夫　７０歳(砺波市)

24 先輩から社会人の心構えを学ぶ 砺波工高　「人生の先輩に聴く」

24 新図書館の工事確認 砺波市建設業協会

25 富山湾の幸に「ぽん酢」　イマト、山元醸造開発 万葉かれいにぴったり　醤油もとに酸味抑え

26 「ポスト安倍」で田崎さん講演 砺波法人会　「税を考える週間」記念講演会

27 大賞に嶋、田中さん　越中アートフェスタ きょう県民会館で開幕

28 砺波市美術館　脇田和展きょう開幕 美と創作探求の遺作６３点

28 紙風船 道究めた人の共通点　

１７日　日曜日
北日本 17 仲間と集う いきいきサロン鷹寿菊の会　（砺波市　萩澤敏美）

20 こま犬の特徴発表 散居村地域研究所など

22 上保さん（砺波）を祝う　 春の叙勲　瑞宝双光章受章

22 工事の安全体制　パトロールで確認 市建設業協会

富山 1 脇田和展が開幕　砺波市美術館 「色彩の詩人」魅力に触れ　油彩、版画など６３点

3 日曜特番　◆奥能登の産科医１人に　 常勤医なし　富山県、６市町村で不在　魚津市は財政難で開設中止

3 日曜特番　◆奥能登の産科医１人に　 珠洲市に「院内助産」　変わる「お産」　人口減に危機感　来月導入を決断

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 地鳴り 音楽が持つ偉大な力　紫藤道子　８５歳(砺波市)

18 小谷、近藤さんＶ 第５回砺波市パークゴルフ協会グランドチャンピオン大会

20 前砺波保護司会長　上保さんの叙勲祝う 瑞宝双光章受章祝賀会

21 ハンドボール「楽しい」 アランマーレ選手が指導　県西部体育センター

21 ２、３位Ｔ　４強決まる 第１６回県少年野球大会第４日

22 知事選２０２０　 自民党県連　石井氏の県政運営　実績評価　５選慎重論も

24 脇田和展開幕　美を探求したアトリエ再現 長男・智さん「砺波と軽井沢、交流の布石に」

北陸中日 10 とやま遺産 砺波の旧中嶋家住宅　散居村の生活伝える

毎日 20 野球教室　児童が汗　砺波 伏木海陸選手が指導

１８日　月曜日
北日本 15 となみ庄川散居村縦断マラソン　３０９４人　砺波平野を快走 第６回となみ庄川散居村縦断マラソン

21 ３世代一緒にそば打ち 砺波市の中村自治会　「ひまわり交流会」

22 森林サポーターの会　前田墓所　整備に協力 枯れ木伐採　見学しやすく

22 節目祝い演奏 県ハーモニカ協会１０周年

22 短歌のこだまｉｎ宇奈月２０１９ 優秀賞

23 心尽くしのもてなしで 北日本となみ野茶会

23 農業振興や育児　知事と意見交わす 石井知事と県民が意見を交わすタウンミーティング　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

23 アナウンス・朗読　６人３校に優秀賞 県高文祭放送部門　

23 アランマーレとハンドで交流 砺波市の県西部体育センター

23 野球の楽しさに触れる 砺波地区少年少女野球教室

富山 6 地鳴り 餅まきに参加　思ったより苦戦　犀川寮明 ７１歳（砺波市）

6 地鳴り 顔なじみの書店に通い　春川正人　７２歳(砺波市）

6 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ(砺波)

14 唄、踊り　一緒に成果披露 高岡城峰会　となみ昇栄会

16 富富富の登録制維持 タウンミーティングで知事　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

16 ２５３人、珠算暗算競う 高岡で競技大会　第４６回木谷綜合学園珠算競技大会

16 砺波地区寿野球定期リーグ戦 福野　１７年ぶりＶ　第３３回砺波地区寿野球定期リーグ戦

16 優秀、優良賞決まる 県高校放送４部門

17 ３０９４人　となみ野疾走　散居村縦断マラソン 楞川（魚津・一般　女子３０歳代）ハーフ制す

17 １６強決まる　県秋季ミニバス 第３６回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３９回北信越大会県予選第１日

17 決勝Ｔ　８強決まる　２位Ｔ・石動埴生、３位Ｔ・山室中部がＶ 第１６回県少年野球大会第５日

18 柔らかな色彩に感動 砺波・脇田和展　県内外から愛好者

北陸中日 11 庄川散居村縦断マラソン ３１００人　となみ野駆ける
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１９日　火曜日
北日本 5 立民　県組織設立進まず　空白県　富山と石川のみ 次期衆院選　影響力不透明

5 砺波土改協が農地整備推進求める 伊東良孝農水副大臣に推進を要望

17 声の交差点 大豆の新品種に期待　砺波市　高田建一（６２歳）

19 呉西の食材　ふんだんに使ったメニュー　給食とってもゴーセイ 高岡でスタート　２２日まで６市１１５校

19 認知症の高齢者　不明想定し訓練 砺波市と同市青島自治振興会が認知症高齢者の見守り訓練

19 頼成の森　利用に感謝 県民公園頼成の森で「感謝の集い」

20 独自の世界観　黒の線描で表現 金沢で岡部さん個展

20 井上さん優勝　団体は戸出支部 木谷綜合学園珠算大会　総合競技　小学６年

20 児童３７７人柔道で熱戦 柔道スポーツ少年団交流大会クロスランドおやべ大会

27 インフルで学年・学級閉鎖 小学校１校が学年・学級閉鎖　２校が学級閉鎖

28 クマ出没情報 砺波市　庄川町庄

富山 2 土地改良の促進要望 農水省で砺波協議会

19 コント 砺波・越中之助

20 県西部６市で共通献立 小中学生、地元食材に舌鼓

21 出町浄瑠璃　司会で支え 富山の法野さん　２３日、砺波で大会

21 シバザクラの植栽　農政局長賞を報告 砺波市長訪問　砺波市新屋敷地区農村環境保全向上推進協議会

21 ロビー展 柴田智美恵折り紙アート展　富山銀行庄川支店

22 脇田和の美と創作　①　 あい坊と猫　わが子の生命見守る

23 認知症の映画観賞　信友監督がトーク 砺波で健康セミナー

26 富山、砺波３校　集団インフル インフルエンザとみられる疾患が集団発生

北陸中日 14 砺波の岡部さん　空間芸術の個展 金沢のギャラリー

14 越中春秋　 地元の誇り　砺波市庄西中学校一年生六人が屋敷林を掃除

15 呉西６市の野菜たっぷり メンチカツ「ゴーセイ」　高岡　特別給食提供始まる

読売 28 車いすバスケ　楽しいよ パラ４大会連続出場　神保さんが講演・指導

29 インフルか　学級閉鎖 富山、砺波の小学校

２０日　水曜日
北日本 5 砺波　駅前栄町線　交差点を拡幅 県都市計画審　議決

14 新たな息吹　華やかに　第３１回　県高文祭閉幕 豊かな表現　観衆魅了　合唱、器楽、管弦楽

14 最優秀に富山東と新湊 澤川さん（上市２年）創作脚本賞　記事〈砺波工・小矢部園芸〉

14 大門　７年連続最優秀 日本音楽　記事〈砺波工〉

14 自然科学 ４部門で研究発表　記事〈砺波〉

19 仲間と集う いきいきサロン新屋敷（砺波市 黒田美紀子）

23 北陸農政局長賞の受賞報告 新屋敷地区農村環境保全向上推進協議会　豊かなむらづくり全国表彰

24 市長が公共施設再編説明 砺波市老人クラブ連合会の「市長と語る会」

28 砺波で映画鑑賞会 となみ映画サークル

28 きょうの催し 県西部　ステンドグラススタジオＪＩＮ砺波教室作品展

富山 19 地鳴り 運転能力と免許返納　角栄一　６８歳(砺波市)

20 ダビンチ手術を拡大　砺波総合病院　胃、直腸がんも 執刀の外科医増やす

20 クリスマスツリー輝く 砺波・チューリップ四季彩館

21 庄川、庄東にこども園 老人クラブ連合会で砺波市長

22 脇田和の美と創作　②　 放鳥　病気から解放を表現

23 エイズ予防で啓発　正しい知識知って 砺波でキャンペーン

26 学校侵入と窃盗　懲役１年６月判決 高岡の男

北陸中日 14 Ｘマス気分　花々で演出 チューリップ四季彩館　季節展示

14 砺波市が愛称を募集 新チューリップタワー園路

読売 28 よみうり文芸 短歌　【秀逸】

朝日 25 冬の華やぎ 砺波　シクラメン出荷　砺波市東保の松浦園芸

２１日　木曜日
北日本 5 重度精神障害　医療費無料　県市町村長会議 ６５歳未満に対象拡大　知事「来年１０月めど」

6 デジタル革新期待 北経連と経団連　金沢で懇談会　「地方にメリット大」

14 県内美術館・博物館の催し（１１／２１～１１／２７） 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 仲間と集う レインボーシスターズ①（砺波市　砂田美和子）

19 仲間と集う 元砺波市連合婦人会「なでしこ会」（砺波市　近藤令子）　
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19 仲間と集う 神島思ひ出の会（砺波市　安田英司）

21 麻問屋の資料展示 郷土資料館

26 民俗研究の業績振り返る となみ散居村ミュージアム　公開講座「郷土を拓いた佐伯安一先生を偲ぶ」

28 県内　インフル流行入り 県厚生部発表

富山 3 重度精神障害者の医療費 ６５歳未満助成対象に　県市町村長会議

3 都市計画道路の変更２件を了承 県都市計画審議会

12 富山新聞文化センターだより　うけてる講座 ゆったり太極拳　楽しんで心身鍛え

13 地鳴り 家庭が子供の安心の場に　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

13 地鳴り 野球に対する見方が変わる　北清俊一　６２歳（砺波市）

13 地鳴り 祖母の母校で発表会を鑑賞　黒田和也　４２歳(砺波市)　

17 くらしの日記 短歌大会　紫藤道子　８５歳（砺波市）

17 すこやか育児 長男　航汰ちゃん　橋本美佳さん　＝砺波市鷹栖　

22 脇田和の美と創作　③　 勝手の一隅　紙袋の風合い生かす

23 消防職員が意見発表　 県代表に谷口さん　第３９回県消防職員意見発表会

26 県内インフル流行入り 昨年より２週早く

北陸中日　 5 テーマ　特集　羽ばたけ北陸のアスリート　㊥ 真っ向勝負の遠藤と朝乃山　上野亮平　７７歳(砺波市)

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

27 インフル　県内流行 昨季より２週間早く

読売 27 インフル　シーズン入り 県発表　感染予防　徹底呼びかけ

２２日　金曜日
北日本 11 県内１６人入賞 舞踊の第３４回ヨコハマ・コンペティション モダンジュニア２部　赤い靴賞

16 １１月２２日　いい夫婦の日　面と向かって言えないけれど… 森壽美子（７８）　砺波市

23 山夛さん（富山中部２）　県内選考優良賞 第３９回全国高校生読書体験記コンクール

29 きょうから篆刻と書展 槇冬菫さんが主宰するサークル　砺波市文化会館

富山 20 税の作文優秀賞　髙島さんたたえ 砺波・般若中　「中学生の税についての作文」　全国納税貯蓄組合連合会優秀賞

21 カエルの顔でグー、チョキ、パー　三助焼でじゃんけん小皿　 高岡関野神社禰宜ら

21 家から持ち寄った野菜や果物を贈る 砺波・出町青葉幼稚園

22 脇田和の美と創作　④　 赤い鳥　触って変化続けた絵

22 息合わせ最終レッスン 富山シティバレエ団　あす砺波公演

22 地酒と庄川ゆずに舌鼓 富山で試食会　外国人、生産者集い

24 県と陸自　国体で協定　隊員１４５人会場整備 砺波で調印式　

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 20 県内でインフル　流行シーズンに 昨年より早く

２３日　土曜日
北日本 14 宮本輝氏選 第５４回北日本文学賞 １６０編 ２次選考通過 砺波市「甦ったレシピ」松田三千代

14 日展都知事賞（彫刻）齋藤尤鶴さん 「世の中にいい風吹かせたい」

18 全国７００市区町村で採火 パラ聖火概要発表 富山１５市町村すべて

22 仲間と集う 旧林小昭和３３年度卒同級会(砺波市 馬場敏彦）

25 陸自駐屯地拡張 来月に工事着工 ヘリポート新設

25 多彩な書体の写経や楷書 中島さん作品展

26 書・絵画が多彩 チャリティー砺波善意色紙頒布会

27 来春チューリップフェア　大花壇デザイン　５つのつながる花 １６種２１万球で地上絵

27 となみ政経懇話会 １１月例会 スッキリ・ラボ代表 かたづけ士 小松易氏

34 国保税の軽減で砺波市 判定ミス 過去３年で５世帯分

34 砺波市３０歳主事 万引で懲戒処分 停職３カ月の懲戒処分 依願退職した

富山 17 市区町村７００超で採火式 パラ聖火リレー、８日で千人

18,19 私たちが魅せます さぁ夢舞台 富山シティバレエ団 きょう砺波公演

24 陸自富山駐屯地ヘリポート 架橋訓練場も整備 来月３日に着工

26 脇田和の美と創作⑤ 二つの安居 心の安らぐアトリエ

26 シクラメン愛らしく 砺波・松浦園芸 出荷ピーク

27 からくり車全国大会で入賞誓う 砺波・発明クの児童

28 ５つの「Ｗａ！」を表現 となみチューリップフェア 大花壇

28 ６個人６団体たたえ 県スポーツ部門功労表彰

30 砺波市職員が万引 市が懲戒処分、依願退職

30 砺波市が国保税１１万５８００円誤徴収 ５世帯に還付へ
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北陸中日 1 パラ聖火 県内全市町村で採火 全国７００カ所超

14 ゆず湯 心身 ポカポカ 砺波・庄東センター 名産寄贈受け催し

14 国民健康保険税を砺波市が過大徴収 ５世帯、計１１万５８００円

15 チューリップ大花壇「彩りの輪」 砺波 来年のフェア、五輪などイメージ

15 大型ヘリ対応整備 来月着工 陸自富山駐屯地

29 砺波市の職員がコンビニで万引 懲戒処分、本人は退職

読売 26 元気いっぱい わが家の王様 林 環奈ちゃん 砺波市大門

27 パラ聖火 全市町村で採火 来年８月 富山市に集め東京へ

27 砺波市職員を停職処分 依願退職した

朝日 29 ニュース短信 砺波市が万引き容疑の職員を停職３カ月

２４日　日曜日
北日本 16 ３県７チーム熱戦　 北信越交流少年硬式野球

19 みんなのＶＯＩＣＥ「冬支度始めました」 砺波市　６０代　田辺一郎

19 仲間と集う 南部野老人クラブ敬老会(砺波市　琴坂樹）

21 浄瑠璃精進の成果披露 出町浄瑠璃大会

21 版画　多彩な技法　 庄川美術館　県内作家５５人出展

21 ゆず湯でぽかぽか 砺波市社会福祉庄東センター

22 砺波平野巡り「ハイ　ポーズ」 フォトロゲイニング

23 ＬＥＤ飾り付け　１０万球　公園彩る 来月イベントへ準備　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡ（キラキラ）ミッション」

23 安心な社会へ決意新た 第４９回県更生保護大会

28 庄川ゆず使った料理味わう 富山エクセルホテル東急のレストラン「リコモンテ」で関係者向け試食会

28 きょうの催し 県西部　砺波市文化祭映画鑑賞会「グリーンブック」　第３８回砺波市松風会吟道大会

富山 1 夢の世界　妖精舞う 砺波で富山シティバレエ団

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 孫の試合見て元気をもらう　浦外喜夫 ７０歳

9 地鳴り ランイベント開催の朗報　松本えみ子　５５歳

18 えんじゃら節で慰問 砺波のおどらん会

18 公園に電飾取り付け 砺波　来月キラキラミッション

19 民俗研究　功績振り返る 元砺波郷土資料館長　佐伯氏しのび講座

19 語りと三味線披露 砺波で出町浄瑠璃大会

19 根田、福沢さんⅤ 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ秋季選手権

20 男女４強決まる きょう準決勝、決勝　第３６回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３９回北信越大会県予選第２日

20 加越線の魅力に触れ 旧井波駅にパネル、切符展示

21 速星ＦＣなど決勝Ｔ 第２回ふなはしカップＵ－１２

22 住宅兼アトリエ語る 砺波市美術館　脇田和展ゲストトーク

22 富山シティバレエ団砺波公演 優美な舞　観客魅了　晴れ舞台　息ぴたり

22 事件・事故 南砺で車衝突、重軽傷

朝日 18 第３８回　全日本小学生バンドフェスティバル 桜ケ丘(奈良)　 東光(京都)　金賞

21 富山大付　力強く銀　全日本小学生バンドフェス 野村と出町は銅

２５日　月曜日
北日本 17 年代別　頂点目指す 県ビーチボール選手権

22 ラジオ製作で電波学ぶ 県電波適正利用推進員協議会、となみ衛星通信テレビによる親子電波教室

22 親子クッキング　古田さん(滑川)優勝 第１３回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト北陸大会

22 生産者と消費者語る 農家レストラン大門で情報交換会　

23 ２８チームが熱戦 ソフトバレーフェスティバルｉｎとやま　砺波市の県西部体育センター

富山 16 第２分団が総合優勝 第３７回高波地区スポーツレクリエーション大会

17 砺波の食彩市にぎわう 餅つき大会や農産物販売

17 ４０人、詩情豊かに 砺波・松風会

19 男子・奥田　女子・氷見Ⅴ 第３６回県秋季ミニバスケットボール大会兼第３９回北信越大会県予選富山新聞社優勝旗争奪大会最終日

朝日 23 県勢２校　笑顔の銀　庄西中・富山商高 全日本マーチングコン

25 第３２回　全日本マーチングコンテスト　高知大付属・翠町中（広島）銀賞 庄西中（富山）・富山商高も銀

２６日　火曜日
北日本 5 県議会常任委　医療の内容検討を 病院再編　県　調整会議で要請へ

24 わが家のアイドル 浅谷泉希ちゃん　１歳４カ月　 砺波市十年明

25 国道沿い　球根植える 砺波市庄下地区の住民　「花のまち砺波」をＰＲ

25 多彩な店　駅前に活気 食彩ふれあい市　ステージイベントも
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25 研さんの成果発表 松風会吟道大会

26 山岳警備隊と連携強化へ訓練 砺波地域消防組合消防本部捜索救助隊と県警山岳警備隊の合同訓練

26 ＤＶ防止訴える ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）防止を訴えるキャンペーン

27 青少年育成に貢献　３団体１０個人表彰 子ども・若者フォーラム　青少年育成県民会議

27 ８チームが熱戦 津沢サッカー交流大会Ｕ－１１

28 ハローキティのなるほど図鑑　１５６ 二季咲き性のサクラ②　コブクザクラ　県中央植物園

28 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市出町小６年　堀　楽音さん　横山駿史さん

富山 17 地鳴り ユズ祭りを今年も楽しむ　犀川寮明　７１歳(砺波市)

20 働く世代の栄養考える 富山で研修会　富山市スポーツ推進委員協議会の全体研修

23 新湊沖にリュウグウノツカイ　今年１３匹目 道の駅庄川で展示

23 ホテル担当者ら接客マナー学ぶ 砺波でセミナー　県の「おもてなしセミナー」

26 ロビー展 山崎則子作品展　北陸銀行庄川支店

２７日　水曜日
北日本 20 河合さん（砺波）　縁起物　雪吊り　細工お見事 砺波市文化会館前で‶個展〟

19 囲碁の腕前競う 砺波市文化祭囲碁大会

19 即位祝いサクラ植樹 金屋神明宮　氏子６人

20 １５社と７人表彰 砺波土木協会が優良土木工事表彰式

20 除雪オペレーターに感謝 除雪功労者表彰式

21 県産リンゴ甘いよ 「県産りんごフェア」を前に出荷するリンゴの品質などを確認

25 ニュースファイル 捕獲イノシシ全て陰性

25 ニュースファイル インフルで６校学級・学年閉鎖

富山 3 県議会１１月定例会が開会　台北便　初の冬季臨時便 １～３月、富山空港

17 くらしの日記 寿命あと少し　犀川寮明　７１歳（砺波市苗加）

20 境内に即位祝うサクラ 砺波・金屋神明宮　崇敬会員らが植樹

20 砺波消防の救助隊　山岳警備隊と訓練　 南砺

21 リンゴ　台風に負けず甘く　県内生産者、サンふじ出荷 ３０日から　高岡、砺波でフェア

21 除雪に協力の功労者を表彰 砺波市除雪功労者表彰

21 砺波工業・得能組　優良工事で最優秀 砺波土木協表彰式　

23 男女４０チームが出場 県小学生バレー　砺波で１４、１５日

23 河合君と橋本さん　最優秀賞に選ぶ 県献血推進ポスター

24 富山１００㌔横断　陸自隊員歩く 朝日から砺波の駐屯地へ

26 県内６小学校で集団インフル インフルエンザとみられる疾患が集団発生し、学年閉鎖や学級閉鎖の措置

26 ４市町のイノシシ６頭陰性 富山、高岡、砺波市と立山町で捕獲された野生イノシシ

２８日　木曜日
北日本 5 企業出先拠点　開設ゼロ　県内自治体　誘致実らず 県の補助制度　利用低調

12 北日本文芸 歌壇　大友翔真(砺波市)ほか

12 北日本文芸 俳壇　藤井哲尾(砺波市)ほか

12 北日本文芸 柳壇　長谷川多希(砺波市)

15 とやま　文芸散歩　片桐久惠 窪田富美子（砺波市）

16 県内美術館・博物館の催し（１１／２８～１２／４） 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

21 声の交差点 懐かしい円筒分水槽　砺波市 島田栄（７１歳）

23 庄川の保養施設譲渡 市が１２月議会に提案

23 第２期支援事業　計画の素案示す 市子ども・子育て会議

23 強盗想定し対応訓練 ＪＡとなみ野北部支店

25 ユーシン建設（砺波）　厚労省局長賞健康寿命アワード 「第８回健康寿命をのばそう！アワード」

25 砺波東バイパス　午後３時に開通 来月７日 国道３５９号

31 風車 陸上自衛隊金沢駐屯地の隊員が県内で１００㌔を歩き通す訓練　

富山 1 来月７日 全線開通  国道３５９号・砺波東バイパス 着工２２年目、残る１．６㌔完成

13 地鳴り 米作りと地区の協力　黒田和也　４２歳(砺波市)　

19 すこやか育児 長男　涼聖ちゃん　大井智恵さん　＝砺波市庄川町三谷

23 庄川４施設　こども園へ 砺波市の保育所　鷹栖は改築

23 社会に求められる人材、能力を学ぶ 砺波・出町中で課外授業　富山経済同友会

25 決勝大会に稲穂、油田Ａ 第１１回ロングラン親善ゲートボール大会第１日

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 庄川商店　チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

毎日 20 りんごフェアへ準備着々！ ３０日から高岡・砺波

２９日　金曜日
北日本 1 パナ半導体撤退 魚津・砺波工場 売却 台湾企業へ 雇用は維持

6 県内工場 １００％外資系 構造改革 再びあおり パナ半導体事業撤退

7 成長戦略 視界不良 リストラ頼みに責任論 トップ交代 観測浮上

19 仲間と集う 鷹栖東部白寿会慰安会 砺波市 上田登昭

21 全国大会優勝など報告 ものづくりやロボット競技の全国大会で優勝など 砺波工業高校

22 ね年へ準備チュー 置物作り最盛期 砺波 越中三助焼

22 生活者目線で提言 市連合婦人会

30 情報乏しく戸惑い パナ魚津・砺波工場売却

富山 1 魚津、砺波の工場売却 パナ半導体完全撤退 台湾企業に、雇用維持 来年６月２７０億円で

8 成長戦略 視界不良 パナソニック半導体撤退 リストラ頼みの経営に責任論

17 地鳴り 短歌教室が毎月の楽しみ 小倉慶子 ７５歳（砺波市）

17 コント 砺波・たぬき

19 女性防災士を推進 砺波を語る会で市長

19 北川さんが優勝 第８回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

20 全国ロボ大会など砺波工高生が報告 夏野市長に

21 合併浄化槽に支援制度検討 砺波市議会上下水道委

21 強盗対応を確認 ＪＡとなみ野北部支店

21 令和の輝き、楽しんで 砺波チューリップ公園 １日からイルミネーション

25 「雇用守られるのか」 パナ半導体撤退 魚津、砺波で１７００人勤務 台湾売却に不安

北陸中日 1 １０００年に１度の豪雨なら 県内浸水域 １．４倍に拡大 神通川や庄川などで被害

1 パナソニック半導体撤退 魚津・砺波に工場 台湾企業に売却へ

8 半導体事業 撤退 パナ成長戦略 続く誤算

12 平日限定マルシェ 過去最多１４店出店 道の駅庄川

12 本紙支局 １日から、キャラバンＰＲ イルミ チューリップ公園飾る

23 パナ半導体撤退 県内拠点冷静 「影響ない」「雇用を注視」 魚津、砺波市長ら 会社側の対応見守る

読売 10 半導体撤退 パナ構造改革加速 台湾企業に売却へ

22 読者が選ぶ県内１０大ニュース ６月　㉒温泉施設にハンマー男

22 チューリップフェア 大花壇「Ｗａ！」描く 来春デザイン

23 パナ半導体撤退 県内雇用影響注視 魚津市など 企業の成長期待も

朝日 1 パナソニック半導体撤退 台湾企業に２７０億円で売却へ

3 「半導体立国」今は昔 パナソニック 事業撤退 家電用からメモリーへ 米韓に抜かれ

25 魚津・砺波工場は維持 パナ半導体撤退 地元 驚きと期待

毎日 18 今年のキラキラ 和に注目 来月１日から砺波チューリップ公園イルミ

日本経済 1 パナソニック、半導体撤退 来年６月メド 台湾企業に売却

17 続く構造改革 見えぬ成長 パナソニック、半導体撤退 車載電池 黒字化遅れ

39 富山知事「安定雇用維持を」 パナソニックが台湾企業に半導体事業の売却を決めた

日刊工業 3 パナソニック、半導体撤退 台湾社に子会社株売却 収益性改善　急ぐ

３０日　土曜日
北日本 14 文芸新刊から 俳誌「水鳥」１１、１２月合併号　齋藤尤鶴

22 選んでください　２０１９　県内１０大ニュース ２２　砺波でハンマー男暴れる　５０　パナ　魚津・砺波工場売却

23 仲間と集う となみ太極拳倶楽部(砺波市　金井正子）

25 広告付き封筒　経費減 市窓口で利用　大小２種類

25 全２１地区の地形　ジグソーパズル 郷土資料館製作

26 はがき換金し寄付 南部っ子児童会

27 創意工夫優れた工事業者を表彰 県砺波農林振興センター

27 除雪対策本部開設　冬への備えを確認 砺波市役所で市除雪対策本部の開設式

28 立山に学ぶ　３９　学校登山⑤　現代 総合学習　教材に最適　１９６１年に立山登山を実施していた県内の小中高校

34 雇用維持の方針確認 県内行政関係者　パナ魚津・砺波工場売却

富山 3 ２日に６氏一般質問 県議会

24 １２月イベント一覧 １日、２６日

24 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１９

25 脇田和展　－アトリエの一隅－ 美と創作の探求伝え　「色彩の詩人」の絵画６３点

26 工場団地の適地を調査 砺波市が企業誘致対策費
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26 南砺・閑乗寺公園キャンプ場　若手移住者盛り上げ 施設受け皿会社設立　きょう結婚パーティー

26 道の駅庄川を災害時避難所に 砺波・青島地区が協定

28 あすから師走　年末年始へ準備 南砺・高瀬神社　穂宝守りに「大和平和」

28 あすから師走　年末年始へ準備 冬道の安全確保へ結束　砺波も本部設置

29 軽快で優雅な響き　コンサート楽しむ 砺波東部小教育振興会の「わくわくコンサート」

32 「雇用守り投資維持」 売却のパナタワージャズ　全従業員にメール　砺波市長会見、説明

北陸中日 13 願い込め準備チュ～　 南砺の高瀬神社　破魔矢、絵馬など

読売 26 チューリップ公園　１０万球ＬＥＤ輝く　あすから 「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１９」　

朝日 31 冬はきらきら☆満開 砺波チューリップ公園　あすから　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１９」

＊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

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。
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