
　　　　　　　２０１４年（平成２６）１２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　月曜日
北日本 17 とやまキトキト１００選 第１７回ご当地キャラクター　地元ＰＲに一役

20 サッカー　Ｕ-13ドリーム・フューチャーリーグ Ａブロック後期第２節　滑川中2-1庄西中

20 フットサル 全日本選手権県大会 予選リーグ グループB トロブラボ富山25-2チューリッパーズ

20 フットサル MOVA OKUKITA CUP MOVAカップ③FCとなみ

20 バスケットボール　全日本クラブ選手権県予選 男子５回戦　砺波クラブ95-71籠遊会　庄西クラブ84-71篭巧会

23 山菜栽培学生が協力 砺波・別所地区　県立大有志住民と草刈り

23 朗々とした吟詠響く 砺波　松風会吟道大会

23 郷土料理おいしい！ 砺波・冬のふれあい市　子供歌舞伎も披露

24 古里発展の願いタイムカプセルに 砺波　杉木自治会　区画整理完了など祝う

24 ２団体３人表彰 砺波　市青少年健全育成大会

24 「天地人」書写美しい文字学ぶ 砺波　北日本新聞砺波支社で

30 合併１０年祝う戴冠ミサ となみ野合唱団ＯＥＫと共演　華やかに音楽祭「合唱」

30 川と人の関わり説く 高志の国文学館　山田和さん（砺波出身）講演

30 青少年育成に功労 １２人６団体を表彰 青少年育成県大会

富山 16 ロビー展 山本征世和紙アート作品展

17 杉木の将来像児童の夢納め 砺波・タイムカプセル作り　公民館改築５年を記念

17 砺波で冬のふれあい市 新鮮な野菜、魚買い求め

17 中嶋さん、鷹栖小が最優秀 砺波市の緑のカーテンコンテスト表彰式

17 第３２回高波地区スポーツレクリエーション 第４分団、初の総合優勝

17 青少年育成指導者ら表彰 砺波青少年健全育成大会

19 青少年健全育成６団体１２人表彰 富山で県大会

23 イラスト 埜村信子　（砺波市）

23 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

北陸中日 12 つきたてお餅…心待ち 砺波駅前で「ふれあい市」

読売 34 高校生ダンス動画でゆるキャラとコラボ 砺波市中村のチューリップ四季彩館など

　　　２日　火曜日
北日本 3 県内有権者８９万1694人 ３区　砺波市　39,783人

11 第12回北日本児童文学賞　最優秀賞受賞エッセー イラスト　（砺波市の漫画家、宮永輝彦さん）

17 手の不自由越え撮影 あすから砺波　中田さん（高岡）初めて個展

17 空き店舗活用事業費追加 砺波市長会見　補助申請相次ぐ

18 砺波　市少年少女発明ク　 全国大会出場を夏野市長へ報告

20 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄東小６年　　貝渕　光　君

24 円滑な交通確保へ　除雪対策本部設置 砺波市も１日、除雪対策本部を設置

24 年末防犯決意新た 県内各地で特別警戒出発式

富山 3 富山政治 選挙人名簿登録者数　県選管まとめ

21 空き店舗再生事業 砺波市12月補正　夏野市長が表明

21 子どもの絵伸び伸びと 北陸銀砺波支店

22 年末の事故、犯罪防止へ 砺波署

23 男女４０チーム熱戦 砺波で県小学生バレー　13,14日　組み合わせ決まる

23 第26回全日本ベンチプレス選手権兼第15回マスターズ選手権 村中悟　佐伯博文（砺波市）

23 創造コンテスト　市長に結果報告 チームとなみ

24 砺波でも設置 市除雪対策本部

北陸中日 16 衆院選選挙人名簿登録者数 ３区　砺波市　39,783　▲103

16 除雪対策本部砺波市が開設 砺波市役所

16 「公約５割完了」 任期半分終え　砺波市長が会見

読売 35 １４衆院選　師走の戦い出陣へ きょう公示　県選管の準備万端

朝日 31 ２０１４衆院選 ３選挙区に８人準備

　　　３日　水曜日
北日本 21 第４９回北日本文学賞　宮本輝氏選 ２次選考通過１９５編　砺波市＝「青き稲穂」埜村努

23 とやまスポーツ回顧２０１４　-３- ダンススポーツ　大西組世界でも活躍
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25 浴場庭園眺め美しく 砺波市福祉センター北部苑　木戸さん無償で改装

25 砺波商店会が解散へ　 協同組合砺波商店会が組合員数の減少などで

27 散居村の写真使いクリアファイル作製 となみ野博物館推進協

32 記者ぶろぐ 新図書館に熱い期待

34 ２０１４衆院選とやま 富山３区

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

5 衆院選公示 候補者力強く第一声　３区

28 浴場に手作りの中庭 砺波・北部苑 木戸さん奉仕、４カ月かけ

29 クリスマス作品並ぶ 砺波・藤井さん個展

29 強盗対応や詐欺防止訓練 県信組砺波支店

29 切り絵で風景、人物表現 国泰寺（高岡）の虚無僧や散居村（砺波）の家屋と県内の風景などを題材に

34 「いりご」使い伝統の団子作り 砺波のえんなか会

北陸中日 19 衆院選とやま　12.14 ３区　

読売 33 衆院選公示 ３区　初めての自共対決

毎日 26 ２０１４衆院選 各区候補者が第一声　３区

27 県内有権者数、８９万１６９４人 前回比で７２５９人減　砺波市計３９７８３人

　　　４日　木曜日
北日本 10 第３４回全国中学生人権作文コンテスト 優秀賞＝西部颯（庄西２）　他

13 越中エル・ドラド　ふるさとの歴史秘話 浅野総一郎の県内遺産　庄川に東洋一のダム

16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

21 とやまスポーツ回顧２０１４　-４- フェンシング　全国少年大会中学男子③室永優（ＳＥＩＢＵ）

21 剣道　県少年錬成大会 団体５年②Ｂ＆Ｇ砺波剣道教室

23 「金屋石」軟らかいね 庄川小３年生　建物の基礎や石仏…かつて地域に採掘場

23 市町村議会 被災農地の復旧着手　砺波７月の豪雨で３ｶ所

23 〃 新図書館建設地１５年度末までに

23 県内外の自然しっとり捉える 砺波　アマ写真家の中田さん

23 強盗・特殊詐欺に備え 砺波市栄町の県信用組合砺波支店

25 施設にWｉ-Ｆｉ導入進む 小矢部・来年７月アウトレット開業控え　砺波市は一歩先を行く

25 チューリップフェアＰＲ年賀状 砺波　四季彩館がＨＰで公開

30 昇太さん巧みな話芸 砺波で独演会

富山 4 第３９回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール入賞者発表 文部科学大臣奨励賞　森亜麻音（砺波市庄東小）

26 金屋石触って学んで 語る会 砺波・庄川小で初の授業　苦労話や御影石との硬さ比べ

27 市町村議会　砺波市 幼稚園側で建設　出町保育所の移転　市長が考え

27 夜空彩る幻想の光 砺波市の県西部体育センターの中庭

29 出町中で学びや仕事の意義説く 朝日建設の林社長

32 第６３回県農村文化賞贈呈式 地域活性に努力重ね　６団体の功績たたえ

32 〃 「砺波の誇り」夏野市長を訪問　２団体が報告

33 事件事故 砺波の意識不明男性が死亡

33 〃 脚立から転落、男性重傷

北陸中日 5 テーマ特集　師走　下 はがき大好き年賀状に全力　上野亮平　72　砺波市

13 ２０１４年度中日ボランティア賞 団体 たんぼにおえかき実行委員会＝砺波市

16 補正予算案など１４議案を上程 砺波市議会

17 改装 庭眺めてくつろぎの湯 木戸さん善意で特技生かす　砺波・北部苑

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　　　５日　金曜日
北日本 25 農地林務優良工事で表彰 土地改良優秀賞＝岡部砺波営業所、治山林道優秀賞＝宮窪建設

25 ７日に歌謡漫談やショー 砺波市栴檀野体育館１３周年記念のショー

26 描く喜び感じて 砺波北部小　洋画家藤森さん指導

33 ストップ特殊詐欺被害 砺波で１１８８万円被害

富山 29 雪づりに「頭飾り」 砺波・鷹栖小の高畑さん　冬楽しむ知恵伝え

29 砺波市美術館で展覧会 高波住民の力作７０点

29 魅力ある直売所へ研修 砺波農林振興センターの農産物・加工品販売促進研修会

30 絵の楽しさ伝える 芸術院会員 藤森さん指導　砺波北部小　
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30 ＬＥＤでコギク開花調整、成果発表 砺波・県園芸研究所

30 優良工事の業者表彰 砺波

34 砺波の男性１１８８万円被害 もうかるちゃ詐欺　競馬情報名目で

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

31 砺波で１１８８万特殊詐欺 砺波署発表

朝日 25 １１０・１１９ 競馬予想めぐる特殊詐欺で１１８８万円被害

　　　６日　土曜日
北日本 1 平野部で今季初積雪　 県内　航空・ＪＲに乱れ　砺波８㌢

19 2014回顧　俳壇　中坪達哉 普羅の精神全国に発信　ジュニアの活躍光る

27 予算編成で建議書 砺波　市農業委員会

28 街の活性化策学生が提案 砺波　金沢工大建築学科生 来月市民と討論会

28 読者のひろば 言わずによかった　砺波市　小西文子　（主婦　７０歳）

34 となみ野アート 人物・自然輝き捉える　川堰さん（砺波）の４９点紹介

34 松本さん（滑川）に北日本新聞社賞 東京で総合写真展　審査員奨励賞 全紙横＝山川勝秋（砺波） 他

36 砺波の歩道で男性倒れ死亡 ５日午前６時３５分ごろ、砺波市千代の国道１５６号交差点近く

富山 1 平野部でも積雪 県内きょう冬型強まる　砺波で７㌢

28 庄川挽物木地で記念皿 砺波市合併１０周年　庄川小で木工教室

29 砺波出町地区の空き店舗率１５％ 金沢工大生が調査

29 有害鳥獣対策を求める 砺波市農業委員会

34 歩道で倒れた男性、死亡 ５日午前６時３５分ごろ、砺波市千代の国道１５６号沿いの歩道

34 砺波の男性は病死 ２日午前、砺波市内のパチンコ店で男性客と口論した後に倒れ

北陸中日 17 ファイル１１０番 歩道で男性倒れ死亡

読売 33 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市 西能さとみ

33 〃 俳句【秀逸】砺波市 西能さとみ、源通ゆきみ

33 〃 川柳【秀逸】砺波市 和里柳蛙

35 国道沿いで８５歳死亡 ５日午前６時３５分頃、砺波市千代の国道１５６号沿いの歩道で

　　　７日　日曜日
北日本 16 Ｕ-18県リーグ表彰式 Ｔ３Ｂ フェアプレー賞＝砺波工業、優秀ユース審判員賞＝木村将也（砺波工）

16 氷見オープンソフトテニス 準決勝　小杉中3-0砺波高

16 １５チームが熱戦 バスケJHSとなみ大会

16 ペタンク　砺波市油田クラブ会長杯室内大会 大会結果

24 キャンドルライトで彩り 砺波　チューリップ公園　市民が飾り付け

28 Ｘマス気分でわくわく 砺波でこどものつどい　ショー・アニメに１１００人

28 砺波　千光寺展 千光寺の仁王像部材組み足し技を駆使　仏師の川口さんが講演

30 スリップ１８０件２３人けが 県内週末寒波　飛行機・ＪＲに乱れ　砺波積雪２４㌢

富山 1 ４０回記念 同窓の美輝く 金沢美大出身作家 林清納さん（砺波）の洋画「ガンガーの女」

19 子どもに「本読んで」 市月間に合わせ 砺波図書館が促進作戦

19 ふれあい温かい 砺波・庄東センター　園児元気によさこい

19 公民館の役割考える 砺波、研究大会で報告や講演

20 光のアート雪の夜彩る 砺波・KIRAKIRAミッション　チューリップ公園に３１作品

23 地鳴り 病は気からご自愛を　藤井昭通　４２歳　（砺波市・会社員）

24 県内４地点で冬日 スリップ事故、２４時間で１８０件　積雪砺波市は２４㌢

朝日 32 平野部でも積雪車滑り事故多発 降雪ピーク今朝まで　各地の積雪は、砺波市１７㌢

毎日 24 事件・事故 砺波の男性が特殊詐欺で１２００万円被害

　　　８日　月曜日
北日本 1 空や陸の交通に乱れ 県内６地点で今季最低気温　積雪量は砺波２０㌢

16 バスケットボールJHSとなみ大会 男子②出町中  女子①出町中

16 ソフトテニス 氷見市オープン大会 スーパーチャンピオンの部③砺波高校

16 剣道　第６２回県大会 団体①砺波剣友会Ａ　個人60歳以上②片山彰広（砺波）他

19 男女共同参画考える 砺波市男女共同参画推進のつどい

19 県内外の民謡華やかに 砺波　義正会練習の成果発表

19 砺波地域活性化へ取り組みや成果報告 砺波市公民館研究大会

20 読者のひろば しっかり目を通す　砺波市　横井君子　（主婦　７２歳）

29 砺波で県道１００㍍崩壊 地滑りか 1世帯自主避難

富山 1 砺波で崩落 停電や断水 県道通行止め
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18 郷愁誘う民謡舞台 砺波　義正会が発表会

18 餅つき「よいしょ」 砺波・栴檀野

18 完成１３周年記念漫談や歌謡ショー 栴檀野体育館

19 浦之島が優勝 第４７回砺波市東野尻ゲートボール同好会会長杯争奪地区民ゲートボール大会

19 高齢者宅を防火診断 砺波でひまわり分団

19 男女とも心豊かに 砺波でつどい

19 リンゴ風呂楽しむ 砺波・北部苑

21 地鳴り 思い出した郷里の生活　小倉慶子　７０歳　（砺波市）

21 月曜川柳　乱反射 別所武（砺波）

23 下新川と砺波で計１２０万円被害 特殊詐欺

北陸中日 12 鍋を囲みながら憲法９条語ろう 砺波であす催し

13 親子でもちつき交通ルール学ぶ 砺波・栴檀野幼稚園

13 ファイル１１０番 砺波では２２万円被害

35 砺波で県道崩落電柱倒れ停電も ７日午後１時２５分ごろ、砺波市井栗谷で

読売 31 大雪で被害相次ぐ 砺波市では県道が崩落するなどの被害

　 31 特殊詐欺 砺波市の７０歳代女性宅に５日

朝日 33 県道で崩落　雪の影響か 砺波　けが人なし

　　　９日　火曜日
北日本 3 衆院選とやま２０１４ 期日前前回比１４．６％増

5 精米工場が完成 砺波の北越

17 サッカー MOVA OKUKITA CUP2014 MOVAカップ③FCとなみ

17 ビーチボール　砺波市協会長杯争奪大会 大会結果

19 村岸さんの１００歳祝う 砺波市福岡の村岸たま子さん

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年　黒川珠菜さん、田上楓馬君

27 とやまキトキト１００選 ご利益スポットリスト　砺波市

29 断続的な雨と雪誘発か 砺波・井栗谷大規模地滑り　年度内の復旧困難

29 １月上旬並み県内冷え込む きょう雨か雪

富山 3 全投票区で前回上回る 期日前投票　中間集計２万２６３１人

22 ロビー展 稲垣環さんプリザーブドフラワー作品展

22 〃 有沢和代さん水彩画展

23 砺波では村岸さん祝福 砺波市福岡の村岸たま子さん

24 わが町朝市夕市 砺波市

25 砺波剣友会Ａ制す 個人・７段は山本 第６２回県剣道大会

27 地鳴り 「人生の転機」と思われる年に　黒田和也　３７歳（砺波市・会社員）

28 雨、雪の影響で地滑り 砺波の県道　県など現地調査

28 砺波で死亡男性、低体温症 ５日午前、砺波市千代の国道１５６号沿いの歩道で

北陸中日 9 発言 信を問う選挙棄権許されぬ　会社員　石丸秀幸　55　富山県砺波市

16 期日前投票２８７５人増 前回選同期比「制度が浸透」

17 チューリップフェアＰＲへ 年賀状用デザイン

読売 35 死因は低体温症 砺波市千代の歩道で５日に遺体で見つかった

毎日 24 梅本さんに賞状と盾 農業記録賞授賞式

　　１０日　水曜日
北日本 11 くらし川柳 砺波市　松岡紀子

13 とやま文芸散歩 畑尚萠　砺波市在住

16 仲間と集う 利賀村職員年金者連盟研修会　（砺波市　端保勇一）

19 ロビー展 富山銀行井波支店　砺波市の田辺貞さんによる風景画

20 タイの学生砺波を満喫 四季彩館など訪問　伝統文化「とても魅力的」

25 地滑り現場に警報装置 砺波井栗谷

富山 2 １２月分の配分額決定 特別交付税　砺波市２億３３５９万円

20 全国準優勝を報告 高校ロボット大会　砺波工高

20 マイスターに技術学ぶ 砺波工高 電子回路を製作

20 砺波の良さ絵はがきに 小学６年生が４７１点　増山城跡や曳山会館訪れ

21 中心市街地整備など提言・要望 砺波会議所が市に

22 タイ人学生となみ野体験 アズマダチ民家　チューリップ

25 地鳴り 「鉄鋼王」の偉大さ知る　別所武　７５歳（砺波市）

25 〃      イラスト 埜村 信子（砺波市）
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北陸中日 19 愛機「鷹」の実演に拍手 砺波工高全国準優勝ロボ披露

　　１１日　木曜日
北日本 18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 県内朝市夕市 砺波市

21 とやまスポーツ回顧２０１４　-１１- 体操　中学・ジュニア層活躍

25 １００歳吉田さんに祝い状 砺波市表町の吉田利香さん

26 台湾から観光客続々 砺波・チューリップ四季彩館　市長が売り込み

27 県内産業の学習成果発表 砺波　砺波高１年生

富山 27 四季の写真とイラストで和み 富山で二人展　上田哲さんと竹田有美子（砺波市）さん

28 １００歳　長寿祝う 砺波の吉田さん

29 老朽空き家は除外 砺波市の固定資産税特例　適切な管理、処理促す

29 郷土の産業調査 砺波高で発表会

37 初誕生 川原彰一朗（かわはら しょういちろう）ちゃん　砺波市高波

39 地鳴り 静かに雄姿を眺めていたい　小倉慶子　７０歳（砺波市）

北陸中日 20 衆院選とやま１２．１４ 未来を託す私の一語

21 お正月心待ち　年越し準備 タイの家族らしめ縄作り　砺波で民家合宿伝統文化体験

22 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　　１２日　金曜日
北日本 6 県道復旧に１年 砺波・井栗谷地滑り崩壊

6 富山の魅力でおもてなし 「駅ナカ」３商業施設　一角に入る若鶴酒造

19 市町村議会　砺波 体育センター移転検討　候補地に出町文教ゾーン

19 〃 次期総合計画来年度から策定

19 〃 地滑り災害の復旧は長期化

28 ２人が赤痢感染 県内ことし初　砺波管内

富山 21 市町村議会　砺波 体育センター移転も検討　新図書館建設場所で市長「公有地の有効活用を」

21 子育ての喜び知る 砺波高で体験授業

23 山田さん（高岡）２大会連覇 第２回健康麻将となみ大正蔵杯（砺波市の若鶴酒造大正蔵）

25 初誕生 三村浬子（みむら りこ）ちゃん　砺波市五郎丸

28 女児と９０代女性が赤痢 砺波厚生センター管内

北陸中日 16 砺波の９０代女性と女児が赤痢に感染 県は１１日発表

読売 31 ２人が赤痢に感染 県は１１日発表

32 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　　１３日　土曜日
北日本 27 「庄川アユ」ブランド化を 砺波　認定制度創設に意欲

34 千光寺　永禄以前　位置を特定 富山大・砺波市教委　地中レーダー探査

35 ２０１４あなたが選ぶ県内１０大ニュース 締め切り迫る19日必着　9月㊲特殊詐欺、砺波の女性2800万円被害（5日）

富山 3 富山３区　橘慶一郎候補 米原蕃選対総括責任者

31 庄川あゆ認定検討　となみブランド 砺波市

33 飲酒運転根絶の日 ひょうたんで警鐘を　　砺波、飲食店に贈る

35 ３３７人　入賞　とやま科学五輪 きょう富山で表彰式

37 地鳴り 人々の安全守る除雪車　　　浦　外喜夫65歳（砺波市）

北陸中日 20 昭和の暮らし展　ふるさと絵はがき展 砺波・散居村ミュージアム

　　１４日　日曜日
北日本 3 期日前投票11万5813人 県内小選挙区前回比17.5%増　砺波市７，２６５人

3 県内有権者８９万２７２人 砺波市３９，６９５人

11 とやまキトキト１００選 豊かな郷土誇り　３位チューリップ

19 とやまスポーツ回顧２０１４　-１４- バスケットボール

19 第１０回Ｂ＆Ｇ南砺市オープン大会 佐武・高野組と原野・松本組Ｖ

23 「新年準備」で砺波満喫 女性グループが町歩きツアー　しめ縄作りやお神酒選び

28 熊谷と松村の絆紹介 庄川美術館　企画展がスタート

29 砺波 千光寺展 弘法大師石像「美しい」　尾田さん（砺波市文化財保護審委員）が解説

31 寒波富山便３便欠航 県内スリップ事故相次ぐ　砺波積雪５㌢

富山 2 期日前投票１７．５％増 砺波市７，２６５人　１，３７７人２３．４％増

2 当日有権者数８９万２７２人 砺波市３９，６９５人　▲７３人
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14 油田地区で新年準備体験 砺波でモニターツアー

15 園児と児童がゲームや手遊び 砺波市出町児童センターのクリスマスのつどい

19 第３１回県バレーボール小学生大会 男子　五箇山、福野、庄川、侍　４強

北陸中日 12 当日有権者数８９万２７２人 砺波市３９，６９５人　▲７３人

12 期日前投票全区で増加　１１万５８１３人 砺波市７，２６５人　１，３７７人２３．４％増

朝日 25 師走の戦い審判へ 選挙人名簿登録者数　砺波市　３９，６９５人

25 きょうも寒波大雪・雷に注意 地方気象台

　　１５日　月曜日
北日本 2 県内小選挙区投票率９．４３ポイント減初の５０％割れ 砺波市投票率５３．０３％

18 気合込め打ち合う 砺波地区少年剣道

18 卓球　砺波市選手権・一般の部 大会結果

18 バスケットボール　第４１回全日本クラブ選手権県予選 大会結果

19 二胡やトーク楽しむ 庄川美術館　企画展に合わせ集会

21 県内厳寒交通に乱れ 富山便５便欠航ＪＲ遅れ　積雪砺波２７㌢

富山 14 農村文化賞受賞祝う 砺波　新屋敷環境保全推進協

15 第３１回県バレーボール小学生大会 男子決勝　福野男子2-0庄川

15 庄西は予選敗退 キャッチボールクラシック２０１４全国大会

15 大阪国際招待卓球選手権ホープス県予選 県代表 女子 宮野琴果（砺波ジュニア）

21 自民全勝で「王国」底力 投票率　砺波市２１，０５０人、５３．０３％

23 富山・猪谷で積雪４７㌢ 投票所、雪かきに追われ　砺波市で２６㌢

北陸中日 13 野党共闘成果形に　 ３区　砺波市　橘１６，４０４票、坂本３，６１８票

17 県内、雪で交通に乱れ 積雪砺波２６㌢

読売 17 自民完勝３議席 市町村別得票　３区　砺波市　橘１６，４０４票、坂本３，６１８票

朝日 17 自民３議席を独占 市町村別得票　３区　砺波市　橘１６，４０４票、坂本３，６１８票

　　１６日　火曜日
北日本 26 とやまスポーツ回顧２０１４　-１６- 空手道　全国少年少女選手権組手②中谷翔貴（砺波東部）

29 ２年ぶりに新規農家 砺波チューリップ球根栽培　支援制度市が拡充　助成３年に延長

29 市町村議会　砺波 タマネギ作付面積１．４倍に　ＪＡとなみ野が特産化

29 交通安全願い手づくりストラップ 砺波市出町地区の旧桜木町の老人クラブ「百寿会」

30 軽快な音色聴衆を魅了 砺波工高吹奏楽部

31 クリスマス会民謡伸びやか 砺波　和の会

32 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年　田島亜唯さん、土田修也君

34 美の祭典第９回越中アートフェスタ あすから砺波巡回展　新川展閉幕

34 チューリップの魅力発信へ 贈答品にいかが　砺波切花研究会　バランス整え出荷

34 〃 来春のフェア楽しみ　砺波市球根組合　３０品種植え込み

34 旺文社全国学芸サイエンスコンクール 読書感想文部門・努力賞＝中川沙耶（砺波高２年）

34 善意のともしび 砺波善銀

36 雪でスギ倒木か走行中の車と衝突 砺波　国道３５９号

37 庄川沿岸用水土改を提訴 砺波のアユ卸業者　１億１８００万円賠償求める

富山 3 自民「１強」鮮明に 自民得票率、砺波市が５２．６０％

29 うちの店のイチ押し おめで鯛ケーキ　１９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ南砺店

35 市町村議会　砺波 イノシシ被害２３７万円に

35 交通安全飾り寄贈 百寿会が砺波署へ

36 来年の出町子供歌舞伎 砺波・東曳山会　「絵本太功記十段目尼ケ崎之段」「釣女」

36 クイズで手口理解 砺波市本町の北陸銀行砺波支店

36 砺波工高が文科相表彰 キャリア教育優良校

36 わが町朝市夕市 砺波市

37 来春のフェアへ球根植え込み 砺波の組合が２５００個

38 工夫凝らしたロボット並ぶ 富山でフェスタ

38 志貴野中が入選 読書感想文部門で砺波高の中川沙耶さん（２年）が努力賞を受賞

39 事件事故 暴行の疑いで会社員逮捕

40 倒木、走行の車破損 砺波の国道

北陸中日 14 県内選挙区得票を分析 全市町村自民トップ　投票率３区とも最低

15 比例得票率でも自民トップ守る 比例代表政党の市町村別得票

16 チューリップフェア彩れ 砺波　生産者が球根植える
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読売 34 比例 自民、民主ともに１増 比例選市町村別得票

34 剣道　第６２回県大会　１位のみ 団体　砺波剣友会Ａ  他

34 バスケットボール　 第４１回全日本クラブ選手権県予選

朝日 32 小選挙区候補者の市町村別得票 ３区　砺波市

33 小選挙区の投票結果 ３区　砺波市

33 比例北陸信越ブロックの党派別県内確定得票 ３区　砺波市

毎日 26 比例北陸信越ブロック 市町村別確定得票　砺波市

26 投票率４７．４６％ 市町村別投票率　３区　砺波市

27 比例代表北陸信越ブロック開票結果 砺波市

　　１７日　水曜日
北日本 2 叙位 正六位　元庄川町議村井隆憲氏（８３）

10 くらし川柳 砺波市　森清泰範

19 市町村議会　砺波 ドクターヘリ「最大限協力」

19 ちょうちん新調無火災へ心新た 砺波　市消防団五鹿屋分団

19 ミニサンタから大きなプレゼント 砺波市寿町の出町青葉幼稚園

20 「カンカン野菜」生産拡大へ 砺波・南砺　農家ら栽培方法学ぶ

21 大花壇に新幹線模様 来春となみチューリップフェア　新品種で彩り開業を祝う

26 美の祭典第９回越中アートフェスタ 入賞作２８点並ぶ　きょうから砺波巡回展

26 キャリア優良校に砺波工業高 本年度のキャリア教育優良学校文部科学大臣表彰

28 砺波工高ＯＢ宅不審電話相次ぐ 南砺、小矢部、高岡、砺波の４市で

29 砺波でひき逃げ小２女児軽傷 １６日午後３時半ごろ、砺波市太郎丸の国道１５６号交差点で

富山 21 収益金３万円を預託 砺波市連合婦人会

21 市町村議会　砺波 城端線の利用割引１年で２６７８台　砺波駅南駐車場

21 提灯を張り替え贈る 砺波 五鹿屋消防分団にＯＢ会

21 ハンドベル軽やかに 出町青葉幼稚園児砺波善意銀に寄付

21 井波Ｂ優勝 第２回成政酒造杯争奪親善ゲートボール大会

22 チューリップ２０万本 大花壇に新幹線描く　砺波、来年のフェアデザイン決まる

22 叙位叙勲 正六位　元庄川町議村井隆憲氏（８３）

24 カンカン野菜栽培法を学ぶ 砺波で研修会

26 ひき逃げ容疑８歳児がけが 砺波の国道交差点

北陸中日 16 ファイル１１０番 砺波市でひき逃げ

16 叙位叙勲 正六位　元庄川町議村井隆憲氏（８３）

17 甘み増す寒気が味方 砺波「カンカン野菜」の研修

読売 35 ひき逃げで女児が軽傷 １６日午後３時半頃、砺波市太郎丸の国道１５６号交差点で

35 ２人が赤痢に感染 砺波厚生センター管内の３０歳代の男性と１０歳未満の男児

朝日 31 ユッケ食中毒損賠訴訟 被告側、争う姿勢　原告側「誠実な対応を」

31 １１０・１１９ ひき逃げで８歳女児軽傷

　　１８日　木曜日
北日本 1 県内暴風雪特急１１２本運休 砺波市上和田では、乗用車が上和田橋の手前で約５㍍下に転落

15 ２０１４回顧　考古学　鹿島昌也 ３月　砺波市の御館山跡で、過去千年に３度の大地震が

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

21 市町村議会　砺波 新設の民具展示室テーマごとに分類

22 ２３日から北日本書道展　入賞・入選作３００点展示 岩滝（砺波市鷹栖小６年）さんら４人最高賞

22 草木染め１００点素朴な色合い 砺波　越の国染色文化研究会

22 読者のひろば 原発ゼロを願う　砺波市　川越美子　（主婦　６１歳）

22 仲間と集う 砺波高商業科第１２回卒同級会　（砺波市　石野重幸）

23 チューリップ市庁舎彩る 砺波　切花研究会が寄贈

23 第５８回県児童生徒思考大会成績優秀者 90点以上　田嶋陸（庄南6）、栁澤祐太郎（砺波南部6） 他

26 美の祭典第９回越中アートフェスタ 砺波巡回展が開幕　審査員が制作技法解説

26 ツリーに反射材飾り無事故祈る 砺波署で点灯式

28 「暖冬」予報も寒波次々 １２月１日から１６日の平均気温　砺波２．９度（平年値６．２度）

富山 15 楽しんでます 哀愁の音色堪能し学ぶ　砺波で胡弓講座

27 市町村議会　砺波 卒業式、会場変更か　庄川小、体育館の改修遅れ
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27 交通事故減らそう 反射材ツリー園児が飾り付け　砺波署で点灯式

28 チューリップ切り花初出荷 砺波の研究会　太田市場（東京）で２月、初の展示

31 地鳴り 幼女も加わり「ダメダメー」　亀岡綾子　８６歳　（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集　クリスマス　下 宗教に寛容で生活取り入れ　上野亮平　７２　砺波市

13 第６７回中部日本高校演劇大会 情熱と感性キラリ　２６日（金）砺波（富山）

16 新幹線登場笑顔満開に となみチューリップフェア　大花壇デザイン発表

16 チューリップ花束初出荷を祝い贈る 砺波切花研が市に

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

18 あんだんてＷｅｅｋｌｙ イベント　クリスマスメモリーナイト（砺波チューリップ公園）

18 園児サンタ元気に合唱 砺波　キッズミニコンサート

朝日 27 県内で大雪続く交通機関に乱れ 最高気温は、砺波市２．０度

　　１９日　金曜日
北日本 7 砺波工業に消防団協力表示証 砺波市中央町　上田信和社長

18 読者のひろば 感謝で締めくくる　　　　砺波市　犀川　啓子（主婦　７２歳）

19 社会福祉に役立てて 砺波　ＪＡとなみ野女性部

富山 22 砺波駅で各駅周辺ＪＲ 城端線活性化

23 ゲームや歌楽しむ 砺波市出町生きがいセンター

23 となみ野女性部が寄付 砺波善意銀行

27 消防団協力で表示証 協力事業所表示証交付式　砺波工業の上田信和社長

29 地鳴り 孫娘と一緒に雪だるま作り　　　小倉　慶子　　７０歳（砺波市）

　　２０日　土曜日
北日本 1 北陸新幹線開業まで８４日 ＪＲ枝線一部駅始発列車に乗れず

13 ２０１４回顧　美術 話題の企画展相次ぐ　近代美術館移転準備進む

14 とやまスポーツ回顧２０１４　-２０- ビーチボール

17 早朝に砺波発増便 城端線・氷見線

19 仲間と集う ファーストとなみ会（砺波市　佐伯美智子）

19 〃 鷹栖西部長寿会（砺波市　西嶋賢治）

19 〃 中野希生会県外研修会（砺波市　藤井成正）

21 市町村議会　砺波 危険空き家軽減特例除外　所有者に適正な管理促す

21 〃 教育委員に小櫻氏同意

21 論戦を振り返って 事前通告制定着し成果

21 自民会と自民市連来年度予算に要望 砺波市議会自民会と自民党砺波市連合支部は、市に

21 １位は合併１０周年 砺波　市１０大ニュースを発表

26 美の祭典第９回越中アートフェスタ 違う角度から鑑賞して　砺波巡回展講評会人気集める

28 都内滞在ゆったり 接続の城端線始発は砺波

28 ストップ特殊詐欺被害 砺波で未遂事案

富山 29 台湾客１２月に急増 砺波・チューリップ四季彩館　昨年ゼロ→今年３００人

29 市町村議会　砺波 新教育委員に小櫻氏

29 砺波東バイパスの早期全線開通要望 砺波市に自民会

29 １位は砺波市合併１０周年 ２０１４年砺波市１０大ニュース

29 砺波市出町中でチェロ演奏 富山市出身のチェリスト高田剛志さんによる生演奏

33 地鳴り 冬野菜入れた鍋料理楽しむ　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

34 砺波で特殊詐欺未遂 砺波署発表

35 １９万人の思い届いた 北陸新幹線ダイヤ発表

北陸中日 1 城端線始発繰り上げ 午前５時３９分砺波発高岡行きを始発とする

16 教育委員に小桜氏 砺波市議会閉会

読売 31 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

33 議会だより　１９日 砺波市

朝日 26 高岡市長「最速列車停車大きな前進」 城端線には、砺波発高岡行きの普通列車が増発

　　２１日　日曜日
北日本 21 県西部　地域ニュース　　中学生の力作ずらり 第２３回砺波地区中学生美術展

22 待望のスキー場開き 砺波　夢の平　きょうリフト営業開始

富山 1 Ｘマスへ商戦熱く 砺波市で氷点下１．５度

18 砺波工高で実技指導 砺波地域ものづくり人材育成推進協議会の実技指導教室

19 にしひがし　中学生が力作１９７点 砺波地区中学生美術展
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19 カレンダーを寄贈 砺波・リハビリ友の会

22 県内スキー場　２カ所で営業開始　 となみ夢の平　きょうオープン

北陸中日 10 けさの人 青年サークル「となみ元気道場」　鈴木　創悟さん（３１）

10 スキー場オープン 夢の平で安全祈願

毎日 24 青少年読書感想文全国コンクール 県入選　【小学校中学年の部】《課題》砺波市立砺波東部小４年、南明良

　　　　　　【小学校高学年の部】《課題》砺波市立庄東小５年、前田陽平

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　《自由》砺波市立庄南小６年、上野優花

　　　　　　【高校の部】《課題》県立砺波高１年、長原由果

　　２２日　月曜日
北日本 15 第１３回ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール２０１４ デザイン　佳作　紫藤さくら（出町３）　入選　南部百香（庄川１）他

絵画　佳作　三輪洋司（となみ総合支援３）　　　

まんが　グランプリ　「君の知らないおとぎ話」紫藤さくらさん（出町中） 他

23 美と健康体験楽しむ チューリップ四季彩館

24 城端線の魅力知って 砺波市観光協会　砺波駅にＰＲコーナー

25 スケール大きな演奏披露 県内の社会人でつくる「なんと！吹奏楽団」

富山 14 親子で餅つき楽しむ 砺波でつどい

19 第９回おおしまスポーツクラブ杯争奪ミニバスケットボール大会最終日 女子決勝トーナメント　３位決定戦　射水25-13となみ

19 デスク日誌 来年も市民が笑う１年に

読売 29 ひゅーまん2014 米粉を生かした農園カフェを経営　梅本　英孝さん44（砺波市）

　　２３日　火曜日
北日本 3 崩壊土砂１０万立方㍍ 県議会経済建設委　砺波の地滑り現場視察

7 ラスパイレス指数 県内市町村平均９７．７　県は９８．９で全国３２位

24 美の祭典第９回越中アートフェスタ 美術ファン魅了・全日程終了　

24 ひと足早く終業式 県内５市町村など

富山 2 砺波地滑り現場を視察 県議会経済建設委

3 富山、高岡除き国下回る 県内市町村職員の平均給与

19 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１１月句会

23 詐欺防ぎ署長感謝状 県信組砺波支店

23 回復祈る福寿箸高瀬神社が寄贈 砺波総合病院

24 夜空彩る音楽花火 砺波チューリップ公園　きょうクリスマスナイト

24 新幹線描く大花壇 夏野砺波市長　金沢本社でフェアＰＲ

27 地鳴り 夢を買うと言い聞かせ　藤井昭通　４２歳　（砺波市・会社員）

北陸中日 1 大交流時代新・駅とまちづくり　⑥富山駅 路面電車つなぐ街

16 他社乗り継ぎ上昇抑制 あいの風鉄道運賃発表

16 チューリップフェア来て 夏野・砺波市長がＰＲ

　　２４日　水曜日
北日本 1 合併１０年大輪彩る 砺波・ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

4 ２０１５年の針路　県内トップに聞く　-８- 北陸コカ・コーラボトリング社長　稲垣晴彦氏

9 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子、中井溥子

17 教育委員長に齋藤氏 砺波市

18 愛らしい羊の大絵馬 砺波カルチャーこども美術教室　高瀬神社に奉納

18 仲間と集う 東海大工学部通信工学科同窓会（砺波市　坂井勇雄）

19 春に向け稽古始め 砺波・出町子供歌舞伎曳山　配役決めせりふ読み

19 墨の美多彩３００点 砺波　ＣＯＳＭＯＳ書会北日本書道展

富山 8 くらしの日記 これからは２人で　浦外喜夫　６５歳

16 配役決まり稽古始め 砺波・出町の子供歌舞伎

17 音楽花火８００発彩る ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　砺波チューリップ公園

17 教育委員長に齋藤氏 砺波市教委

17 北村森氏が講演 北陸銀行砺波支店第８回となみ野レディースサロン

21 地鳴り 孫の初節句に姉との別れ　西川良子　６２歳（砺波市）

北陸中日 10 ４月の本番へ稽古開始 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭り

　　２５日　木曜日
北日本 15 越中エル・ドラド　ふるさとの歴史秘話-25- 古代の支配領域　新潟の半分含む巨大国

15 ２０１４回顧　史壇 富山城の学術書出版　研究成果企画展で発表
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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

23 寒さで甘く品質上々 砺波・東般若　特産ナバナ初出荷

23 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１４ 砺波市　４月市合併１０周年で式典

24 全国珠算学校連盟検定合格者第２９１回準１級 武田彩花（出町小）　他

28 地元小麦で大門素麺 ＪＡとなみ野　来春限定販売「滑らかでしっとり」

28 はがきでコミュニケーション 原田君（砺波市鷹栖小２年）日本郵便社長賞

富山 15 富山文芸　１２月賞 俳壇　二位　砺波市表町　源通ゆきみ

17 第４１回富山県児童文学祭優秀賞受賞作品　 あゆちゃんの眼鏡　文・吉田真寿美（砺波市）

29 寒さで甘みナバナ収穫 砺波・東般若地区

34 砺波の原田君社長賞最優秀賞 日本郵便・はがき作品

北陸中日 14 越中春秋’１４回顧編　８ 砺波にケアラーズカフェ　介護の悩み分け合う

15 カンカン野菜ホクホク収穫 砺波のナバナ出荷へ

16 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

16 あんだんてＷｅｅｋｌｙ まつり　厄払い鯉（こい）の放流　１月７日

読売 33 第５８回日本学生科学賞入選者 全日本科学教育振興委員会賞【中学】砺波市立庄西中 吉田愛悠

　　２６日　金曜日
北日本 13 ２０１４回顧　音楽 若手コンクールで活躍　室内楽フェス各地でコンサート

13 １９団体歌と踊り多彩に 新春民謡の祭典　来月１１日オーバード・ホール

13 クロスレビュー 一糸乱れぬ群舞の美

20 仲間と集う 鷹栖１区長寿会　（砺波市　上田登昭）

21 屋敷林や庄川を紹介 砺波　小学生新聞コンクール　県信組出町支店で展示

富山 19 くらしの日記 正月飾りの講習会　柴田照子　６５歳（砺波市鷹栖）

22 年末年始の無事故願う親子門松 砺波署

23 雑誌スポンサー制度導入 砺波市の２図書館　購読料支払い、カバーに広告

北陸中日 14 越中春秋’１４回顧編　９ 砺波・空き家活用大学ゼミ誘致　古民家と自然は宝物

　　２７日　土曜日
北日本 15 ２０１４　回顧　文学 富山ゆかりの作家活躍

16、17とやま科学オリンピック２０１４ 入賞者名簿

21 早急な上水道復旧に尽力 砺波　管工事業協組へ市感謝状

22 砺波ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 来場５割増１１万4000人　初の花火が集客増に

22 「となみブランド」コラボ 庄川挽物と越中三助焼　新幹線開業へ商品開発

22 中小企業庁長官賞を報告 嶋田さん 木製健康器具で受賞

22 ひつじの置物２種を市に寄贈 越中三助焼の４代目窯元、谷口三明さん

富山 2 富山政治　県内各自治体で執務納め式 夏野砺波市長

27 越中三助焼＋庄川木工　合同で新作開発 「となみブランド」市長を訪問

27 砺波市が市管工事　業協組に感謝状 地滑り事故対応で

29 初誕生　 藤本　珠輝（ふじもと たまき）ちゃん　　砺波市鷹栖

北陸中日 11 歌壇　三井　修選 佳作　　砺波市　源通ゆきみ

11 俳壇　井村　和子選 〃　　　〃　　　　〃

11 〃     松本 松魚選 〃　　　〃　　　　〃

16 県内官公庁で仕事納め式 砺波市

18 砺波の技　きらり 越中三助焼　庄川挽物木地

朝日 27 新年に香りと彩りを 砺波・チューリップ出荷最盛期

　　２８日　日曜日
北日本 13 北日本文芸　年間賞　　　　歌壇　　佐佐木幸綱　選 天　砺波市　山田　泰子　　　　佳作　砺波市　吉田　晃子

13 〃　　　　　　　　　　　　　　　俳壇　　中坪　達哉　選 人　砺波市　中邨　宗承　　　　佳作　砺波市　二俣れい子

13 〃　　　　　　　　　　　　　　　詩壇　　池田　瑛子　選 優秀賞　砺波市　蓮井　信吉

13 〃　　　　　　　　　　　　　　　柳壇　　松岡　緑朗　選 佳作　　砺波市　倉田　外丸

23 年末年始の業務案内 砺波

24 読者のひろば 影響を受けた先生　　　　砺波市　　山田　敏江（主婦　72歳）

25 ざっくばらん チューリップ四季彩館緑化推進係　武部　篤典さん（砺波市・25歳）

富山 2 戦いの構図２０１５県議選　下 砺波市　現職以外動きなし

18 年末年始　窓口ごみ情報 【砺波市】

19 砺波のＫＩＲＡＫＩＲＡ　来場者１１万人超す 砺波チューリップ公園
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北陸中日 10 高岡市が給与トップ 県内市町村職員の水準指数

　　２９日　月曜日
北日本 13 仲間と集う 般若中昭和４１年卒３年４組同級会　　砺波市　谷井春男

14 初売り情報 砺波

15 県西部地域ニュース 雑誌スポンサー制度導入　　砺波と庄川図書館

15 〃 運動楽しみ能力向上　　砺波・県西部体育センター　親子６４組参加

16 となみミュージカルキッズ １０周年記念舞台　砺波市文化会館来年３月上演

16 読者のひろば 松竹梅の寄せ植え　　　砺波市　村中　正敏（無職　８４歳）

20 「安全安心に尽くして」 砺波市消防団

22 砺波・井栗谷の大規模地滑り 積もる雪　復旧阻む

富山 15 ２０人が練習成果披露 砺波でカレッジＳＥＯ

15 子どもの運動能力向上を 砺波でトレーニング教室

15 夜間巡回など始まる 砺波市消防団

19 地鳴り 積もる量多く除雪が大変　　　浦　外喜夫　６５歳（砺波市）

読売 21 若鶴大正蔵など県建築賞優秀賞 「第４５回県建築賞」北陸コカ・コーラグループの研修施設「若鶴大正蔵」（砺波市三郎丸）

　　３０日　火曜日
北日本 20 チューリップ四季彩館・４日から 光のアーチお出迎え　イベントのＬＥＤ再活用

富山 20 市町村回顧　下 合併１０周年盛り上げる　　砺波市

21 恋愛の現実を熱唱 砺波市出身のシンガー・ソングライター「鼻毛の森」

北陸中日 13 大家族の餅つき今年も 砺波の宮崎さん方住民ら15人で一斗

13 木彫でヒツジの置物 砺波の音琴冰春さん制作

16 北陸３県スキー場紹介 富山　となみ夢の平　⑤砺波市

　　３１日　水曜日
北日本 15 チューリップフェアボランティアを養成　受講生募集 問い合わせ　チューリップ四季彩館

15 各地の元旦マラソン 砺波

20 地元食材ふんだん三段重おせち作り 砺波・瀬尾学園

富山 17 砺波市、新幹線対策など公募 まちづくり協働事業　来年度実施

21 地鳴り 雪かきで体を鍛える　　石川　祐惠　６６歳（砺波市）

北陸中日 12 ２０１５年選挙展望　下 現職２人以外出馬動きなし　砺波市　定数２

      　朝刊１０紙及び北日本新聞夕刊に掲載された砺波市関係の新聞記事索引は、昭和４７年１月から
      切り抜きは、昭和４９年から保存してあります。ご覧になりたいかたは図書館２階へお越しください。
　　　　北日本新聞の夕刊は、平成２１年１２月２８日をもって休刊になり、朝刊単独紙となりました。
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