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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

    １日　木曜日
北日本 3 ４月１６日投開票 砺波市議選

17 ２０１６年あなたが選ぶ県内１０大ニュース ５月 ⑳ 立山で遭難、砺波の男性ら２人死亡（２日）

17 〃 １１月 ㊾ 砺波市長選で夏野氏再選、南砺市長選は田中氏（６日）

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

25 庄川福祉会に車両贈る 砺波 日本財団（東京）

25 市の消防団活動に協力 砺波 管工事業の寺田（同市宮森）に表示証を交付

25 夏野砺波市長を再選 南砺 砺波広域圏事務組合会議と砺波地方介護保険組合理事会、砺波地域消防組合会議

26 新聞コンクール金賞受賞者ひとこと（下） 家族ｄｅスクラップ 「スイカで元気！！」砺波南部小１年・窪田乃彩

29 チューリップ公園１０万球の光で装飾 きょうからイベント

30 今月の顕彰の金婚夫婦 砺波市 ４組

富山 3 来年４月９日告示 砺波市議選

4 若鶴酒造、５５万円ウイスキー完売 次回の販売時期は未定

22 新設講座 １２、１月 アピタ砺波スタジオ、となみラモーダ

26 全国表彰、喜び報告 現代の名工 関谷さん、砺波市に

27 ＰＯＰ作製でセミナー 砺波農林振興センター

27 小学校からの友 ８０歳で初の２人展 砺波市美術館 林、山勢さん絵画５５点

27 砺波市長が管理者 砺波広域圏事務組合

27 寺田に砺波市消防団協力事業所表示証 砺波市

27 庄川福祉会に送迎車 日本財団（東京）

28 春待ちロード見て ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション ＰＲ隊来社 砺波できょう開幕

28 ４９社３人の功績たたえ 県工事で表彰

31 地鳴り 長時間労働では生産性向上ない 春川正人 ６９歳（砺波市）

北陸中日 16 砺波市議選４月１６日投開票 定数２減

16 災害時消防協力を「寺田」に表示証 砺波市、２５事業所に

17 名工の技 未来へ ガラス曲げ 砺波・関谷さん受賞報告

17 「キラキラな」砺波 キャラバンがＰＲ きょうから点灯

18 イベント チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１６

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 光る砺波 見に来てね きょう点灯式

29 砺波市議選４月１６日 定数は２削減され１８で実施

朝日 25 ニュース短信 砺波市議選は来年４月１６日投票

毎日 22 砺波彩る１０万球 きょうからイルミネーション

22 行政ファイル 砺波市議選の日程決まる

  ２日　金曜日
北日本 3 県が優良工事４７業者を表彰 農林水産部長賞＝宮木建設

5 若鶴酒造３８００万円調達 クラウドファンディング 当初目標の１．５倍

17 ６０個人・団体たたえる 県体協１６年度表彰式

17 フットサル 全日本ユース（Ｕ－１５）県大会 ③アレスグーテ砺波

19 ９０チームが熱戦 富山 本社杯カローリング

19 切り絵の力作ずらり 富山 「となみ野切り絵同好会」の作品展

20 菅笠に縁起物 正月気分 福岡の保存会 講習で華やか飾り付け

21 道路除雪任せて 対策本部開設 砺波 各種機器点検操作法も確認

26 進路迷う生徒にエール 中３高校生向けフリーペーパー 本社が２号発刊

26 “光の花”冬彩る 砺波チューリップ公園 ２５日まで ＬＥＤ１０万個幻想的

26 伊藤さん（砺波）栽培のチューリップ特別賞 フラワー・オブ・ザ・イヤー

富山 4 資金調達の目標達成 蒸留所改修 若鶴酒造社長が来社

20 市場便り 花 砺波からシクラメン

23 小規模校 縄跳び交流 砺波・庄東、庄川小 市教委、来年度に拡充
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25 砺波のチューリップ「マリット」特別賞 東京の大田花き きょう表彰式

25 除雪対策本部を設置 砺波市

27 ６０の個人団体たたえ 富山で表彰式、国体報告会

27 初誕生 上野柚稀ちゃん 砺波市杉木 

30 ＬＥＤ１０万球 師走の夜彩る 砺波チューリップ公園

北陸中日 19 幻想的な光あふれる チューリップ公園 冬の夜中に花開く

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

28 読者が選ぶ県内１０大ニュース２０１６ ２月 ④ユッケ食中毒事件で、元社長ら２人を書類送検

28 〃 ４月 ⑪ＧＷで山岳遭難相次ぐ

28 〃 ６月 ⑮７０代夫婦溺死、砺波の貯水池で

毎日 26 ギャラリーだより かがやき☆はんが－２０１６ｉｎ庄川展、写真家「高道宏追悼展」

日本経済 39 富山のウイスキー蒸留所 改修資金ネット調達 若鶴酒造、３８００万円

    ３日　土曜日
北日本 23 市町村議会 砺波 新図書館空調に地中熱 本年度は建設地周辺調査

23 折り紙の成果発表 砺波 折り紙教室「和（なごみ）の会」の作品展

23 古典や前衛 発想豊か 南砺 あすまで移山書会展

27 平木さん（庄西中３）最高賞 来年度全国愛鳥週間用ポスター  県内３人目

富山 3 有権者９０万４３０５人に 県内、１０月から１１２７人減る

4 地酒増産へ設備強化 北陸の酒造会社 若鶴 仕込みを前倒し

22 市町村議会（２日） 砺波市 新図書館、維持費を抑制 地中熱の空調導入

22 最後の摘み取り体験 来年度移転、民営化 砺波・油田保育所

23 菅笠後継者も出来栄え絶賛 「かさぼんこ」３Ｄアニメ 氷見の漫画家山下さん制作

23 駅前商店街振組に飲酒運転追放旗 砺波市交安協が贈呈

24 デザイン銀賞を報告 砺波市長に乃村工藝社

27 地鳴り ふれあい市と里芋祭りへ 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 ハーフを完走頑張り実った 農業 島田栄 ６８ 富山県砺波市

17 １５議案を提案 砺波市議会開会 夏野市長所信表明も

17 越中春秋 引き上げ撤回

読売 28 年賀状で新高岡駅ＰＲ シールやテンプレ利用促進へ提供

朝日 27 ニュース短信 砺波市議会が開会

    ４日　日曜日
北日本 8 第３６回全国中学生人権作文コンテスト 優秀賞と奨励賞入賞者

29 お年寄りはつらつ 砺波・ふれあいフェス 元気に体操し交流

29 ざっくばらん 相続診断士・終活カウンセラー 五島佐知子さん（砺波市・３２歳）

34 魔法唱え会場一体 砺波クリスマスこどものつどい 親子連れら楽しむ

富山 31 園児の踊りや大正琴楽しむ 砺波でフェス

33 第３３回県バレーボール小学生大会第１日 砺波市の県西部体育センター

35 地鳴り 雪化粧の立山圧倒的な尊厳 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

37 新タマネギ１０月収穫を 県園芸研が新栽培法 国内初 砺波の産地化に弾み

北陸中日 20 平木さん（砺波市庄西中３）最高賞 愛鳥週間全国ポスターに

22 ネット栽培にかける 生産縮小続く富山のチューリップ

    ５日　月曜日
北日本 16 読者のひろば 台所に立てる幸せ 砺波市 幡谷さち子（無職 ８１歳）

18 卓球 松本杯第６１回砺波市選手権 試合結果

19 昭和の農具工夫知る 砺波民具展示室 来場者体験楽しむ

19 クイズで庄川地域学ぶ 砺波 水記念公園親子ら６６人が挑戦

19 ２００人伸びやかに吟じる 砺波 砺波市松風会の第３５回記念吟道大会

富山 17 謎解きゲーム、地元学ぶ 砺波・庄川水記念公園

17 漫談や歌で１５周年祝う 砺波・栴檀野体育館

17 砺波で寸劇や講演 男女共同参画理解 砺波市男女共同参画推進のつどい

17 「民具デー」昔実感 砺波、市民ら体験

17 浦之島が優勝 東野尻ゲートボール同好会の第４９回同好会長杯争奪地区民大会

19 砺波がＵ１４制す サッカー・第１回射水カップ

21 地鳴り 面白く奥深い和菓子の世界 安カ川仁省 ６６歳（砺波市）

北陸中日 15 年賀状にチューリップを 砺波・四季彩館 ＨＰでデザイン提供
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    ６日　火曜日
北日本 3 県議会一般質問 ＪＡとなみ野のタマネギ栽培の展望は 瘧師富士夫氏（自民、砺波）

23 エンディングノート紹介 砺波 東野尻公民館で

23 女性中心に開発した鋳物フェンスを発売 砺波 金森メタル

25 綿貫さん初防衛 囲碁・となみ野本因坊

26 名古屋だより ８５人親睦深める 東海となみ野会総会

26 記者ぶろぐ 次の遺産の担い手に

富山 2 社説 タマネギ新栽培法 砺波の産地化一層進めたい

3 県議会一般質問 タマネギ産地へ支援を 瘧師富士夫（自民）

3 記者席 神ってる？

23 わが町朝市夕市 砺波市

25 まち記者にポロシャツ メンバー募集 移住推進へ砺波発信 Ｔｅａｍ1073

26 関西中京だより 砺波地域ゆかり８５人が親睦深め 東海となみ野会総会

29 地鳴り 商店街の活性化目指し頑張る姿 吉井他喜子 ７９歳（小矢部市・主婦）

北陸中日 19 地中熱空調を導入 砺波市計画の新図書館

19 城端線・氷見線風景写真を募集 「わたしの城端線・氷見線～四季折々の風景とともに」をテーマに

読売 32 キラキラ咲く 砺波

32 クマ出没８割が県東部 ブナの実「作柄」に落差

32 バスケットボール 第４３回全日本クラブ選手権県予選 試合結果

    ７日　水曜日
北日本 1 新年に向け筆走る 砺波 とりの置物制作最盛期

17 仲間と集う 高岡西部高第９回同級会 砺波市「越中庄川荘」（１０月）

17 〃 フォトクラブとなみ野 （砺波市 横山宗平）

17 〃 金岡会 砺波市「越中庄川荘」（１１月）

18 わが家のアイドル 金井美咲ちゃん １歳 砺波市杉木

21 電気の正しい使用法保安協会職員に学ぶ 砺波 出町小

21 男女共同参画に理解深める 砺波 砺波市男女共同参画推進のつどい

26 白ネギ栽培効率化を 砺波で研修会 機械を使った作業短縮学ぶ

28 県内で落雷 砺波２１０戸停電 般若、栴檀野両地区で午前４時ごろから約２時間半にわたって停電

富山 21 電気の安全教室 砺波・出町小

25 地鳴り ２度の収穫宿儺カボチャ 竹部誠孝 ７６歳（砺波市）

26 落雷で２１０戸停電 砺波

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

16 表情百とおり 砺波、酉の置物作り

17 作付け 伸びろ！ 県園芸研で研修会

読売 30 よみうり文芸 海潮砺波歌会

    ８日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

18 仲間と集う 出町中３年１組同級会 砺波市「越中庄川荘」（１０月） （砺波市 中田幸夫）

20 思いしたためた書６０点 砺波 吉田秀鶴書道教室 強い絆の七人展

21 松竹梅の寄せ植え続々 砺波・村中さん 公共施設１０カ所に飾る

21 ぜんざい売上金を預託 砺波 砺波市連合婦人会

27 クマ出没情報 ７日 砺波市

富山 30 溶接技能向上図る 砺波工高で出前講座

32 地鳴り 素晴らしかった拾得物の仕組み 境正子 ６７歳（砺波市）

34 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 18 県産チューリップ 春の浅草寺彩れ 砺波の団体 球根植え込み

19 県溶接競技会へ砺波工高生特訓 マイスター加藤さん指導

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

読売 30 チューリップ栽培「謹賀１００年」 砺波の四季彩館 年賀状デザイン無料提供

    ９日　金曜日
北日本 5 ５６０㌧射出成形機導入 戸出化成砺波工場 大型部品に品目拡充

5 頭取賞に木村氏（木村産業） 富山銀ビジネスアワード 創業や新プランを表彰
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18 読者のひろば 冬支度も終わりに 砺波市 島田栄（農業 ６８歳）

21 心和む光の♡ 砺波 県西部体育センター イルミネーション好評

21 社会人講師が働く意義解説 砺波 砺波高で講座

26 自衛隊の活動支援１４人６団体に感謝状 富山地方協力本部

28 散居村の除雪任せて 砺波・若林地区支援隊誕生 公道から玄関先まで

富山 25 出波、東般若Ａが決勝大会進出 第９回ロングラン親善ゲートボール大会第２日

25 ロビー展 砺波市庄川町青島地区の押し花展

25 〃 杉森律子さんの日本画展

28 １４人６団体に感謝状 自衛隊富山協力本部

29 地鳴り 一人暮らしの母老人ホームに 角栄一 ６５歳（砺波市）

北陸中日 14 子育て世代向けの住宅事業評価 木村産業常務に富山銀行頭取賞

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

   １０日　土曜日
北日本 17 魅惑的芸術家の色使い 魚津 近代美術館の所蔵品展

19 「ありがとう」言葉で 砺波 庄川小 大住さん（東京）講演

19 農業まつりの収益預託 砺波 ＪＡとなみ野女性部

23 ホテルパークイン砺波インター １０８室１３日オープン

24 多彩な表現一堂に きょうから砺波巡回展 美の祭典第１１回越中アートフェスタ

25 新型インフル感染防げ 砺波総合病院実地訓練 初動対応など確認

富山 4 ホテルパークイン砺波インター ＩＣ近くで１３日開業

18 くらしの日記 考えを変えると 伊藤芳子 ７７歳（砺波市高波）

21 ＪＡとなみ野女性部寄付 １１月に開かれた「となみ野農業まつり」での販売収益金

21 砺波・庄川小で講演会 公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」代表の大住力さん

22 新型インフルに備え 県、砺波総合病院で訓練

22 ３４５人が入賞 とやま科学五輪きょう授賞式

23 デスク日誌 市民の思い 詰まった輝き

25 コント トップの座 （砺波・山之助）

北陸中日 19 新型インフル感染防げ 砺波総合病院 県対策実地訓練 

  １１日　月曜日
北日本 18 とやまスポーツ回顧２０１６ ■７■ エアロビック

20 わが家のアイドル 山本彩葉ちゃん ２歳３カ月 砺波市柳瀬

23 力強い歌声響かす 砺波 合唱団となみが演奏会

23 優良工事７社を表彰 砺波 県砺波農林振興センター管内の

26 美の祭典第１１回越中アートフェスタ 砺波巡回展開幕 審査員ら解説

26 ご当地アイドル登場 砺波・キラキラミッション ステージ楽しむ

27 ２０１６あなたが選ぶ県内１０大ニュース 締め切り迫る １６日必着

29 今年の漢字は？県民に聞く 愛 松澤景子さん（６３）砺波市千保

富山 2 平木さん最高賞 愛鳥週間ポスター

29 ２０１６年読者が選ぶ県内１０大ニュース募集 締め切りは２１日（必着）

31 アイドルのライブ満喫 砺波市文化会館

34 砺波市美術館 学芸員がトーク 高道宏追悼展 風景写真の構図解説

北陸中日 21 木なのに柔らか 井波彫刻人形展 砺波の牛島さん、金沢で

読売 30 １０大ニュース締め切り迫る １５日必着 ニュース項目

毎日 28 フラワー・オブ・ザ・イヤーＯＴＡ 砺波のチューリップに特別賞

  １２日　火曜日
新聞休刊日

  １３日　火曜日
北日本 11 学びや上空２０１６ となみ東支援学校（砺波市） 住民と交流 地域学ぶ

18 剣道 第６４回県大会 大会結果

19 激しく技掛け合う 第２８回若獅子青少年柔道大会

19 バスケットボール 第２７回となみＪＨＳ大会 大会結果

19 ミニバスケットボール 第２６回寺田杯大会 大会結果

22 高齢者宅対象に除雪ボランティア 砺波 若林佑雪隊結成

22 酉の大きな絵馬作り 砺波 美術教室児童１０人 ２３日に高瀬神社奉納

22 クリスマスソング楽しむ 砺波 ママさんブラスバンド「とやママおんがくたいＰｏｋｋｅ」
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23 市町村議会 ３世代同居を推進 砺波 来年度対象拡大を検討

27 軽快な音色響く 砺波市文化会館で

28 愛好者３００人師走の一服 砺波で北日本となみ野茶会 青山さん茶道具展も

30 インフルで９施設学年・学級閉鎖 学年閉鎖＝砺波市庄東小２年

富山 4 きょうＩＣ近くに開業 ホテルパークイン砺波インター

18 文芸喫茶 となみ野川柳会１１月句会

21 わが町朝市夕市 砺波市

24 市町村議会（１２日） 砺波市 

25 独居高齢者の除雪奉仕 砺波・若林 「佑雪隊」発足、散居で活動

北陸中日 18 ３世代同居推進へ要件緩和、補助増 砺波市議会で市側

18 小中計８校など集団インフルか 学年、学級閉鎖

19 散居村の除雪お任せ隊 砺波・若林地区  ボランティア結成

読売 30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  １４日　水曜日
北日本 17 「地貌」踏まえた活動推進 回顧２０１６ 俳壇 中坪達哉

18 とやまスポーツ回顧２０１９ ■９■ 体操

22 わが家のアイドル 長森大樹ちゃん ２歳 砺波市東保

22 仲間と集う 富山大ラグビーＯＢ会 （砺波市 野村豊秋）

24 高齢者にそば振る舞う 砺波 飲食店組合 「年末の雰囲気味わって」

25 市町村議会 砺波 砺波大橋交差点を改良 １５㍍移設見通し確保

25 〃 「雪の大谷」白い花で表現 来春チューリップフェア

富山 20 市町村議会（１３日） 砺波市 デマンド運賃「５００円以内」 来年１０月から試行

21 交通安全反射ツリー点灯 砺波署

21 討ち入り蕎麦振る舞う 砺波飲食店組合

23 第６４回県剣道大会 大会結果

23 第２８回若獅子青少年柔道大会 中学女子 ③庄西・福野

25 地鳴り 収穫した野菜味わいたい 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

北陸中日 19 砺波大橋交差点事故対策で改良 市議会、市側方針

読売 29 ＠メール 初冬の道に明るく咲く 土江田玲子（砺波市）

30 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

  １５日　木曜日
北日本 3 舟川・栴檀野・津沢３地域の事業採択 県まちの未来創造

3 産業観光振興など要望 県商議所連合会 知事と懇談

15 回顧２０１６ 歌壇 上田洋一 家持の記念イベント続々

16 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センターのアマゾンユリなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

18 とやまスポーツ回顧２０１６ ■１０■ フェンシング

20 仲間と集う 中米沢ふれあいサロン「ふきの会」 砺波市「農家レストラン大門」（１０月）

23 市町村議会 砺波 出町の大ケヤキ樹勢回復へ処置

28 台湾・嘉義市に球根８０００個 砺波市が働き掛け 県産チューリップ２６年ぶり輸出

29 となみ政経懇話会 奥様合同例会 「富山でまた撮りたい」 映画プロデューサー阿部さんトーク

31 ４台絡む事故 ３人が重軽傷 砺波

富山 27 市町村議会（１４日） 砺波市 上中野マイクロ発電売電の収益年２５０万円

28 未来創造モデル事業に 砺波・栴檀野、小矢部・津沢、朝日・舟川新

30 ２６年ぶり球根を輸出 県産チューリップ 台湾・嘉義へ７品種８千球

30 外国人誘客へ魅力探る 県内観光地で大手旅行会社

31 コント 砺波・越中之助

33 チューリップ切り花を出荷 砺波

33 砺波で車衝突３人重軽傷 １４日午後１時１５分ごろ、砺波市正権寺の国道３５９号で

北陸中日 15 赤白黄色１００万本の感謝 砺波 チューリップきょう初出荷

19 新幹線早期延伸や五輪合宿誘致要望 県内８商議所が県に

19 住民との連携事業３市町が内容説明 小矢部、砺波市、朝日町
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20 体験 厄払い鯉の放流

 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

30 県産球根２６年ぶり輸出 台湾へ１６品種

読売 28 郷土の温かさ伝える紙芝居や絵本原画 砺波で企画展

29 チューリップ球根輸出へ ２６年ぶり砺波から台湾へ

毎日 25 カメラ探訪 富山市・砺波市 街きらめく彩りの季節 クリスマスイルミネーション

  １６日　金曜日
北日本 5 来年節目迎える県内企業 石黒煉瓦工業（小矢部）と北酸（富山）が８０周年

5 深夜営業を大幅短縮 富山・砺波の２店も対象 ガストなど

19 とやまスポーツ回顧２０１６■１１■ スキー

20 わが家のアイドル 中山優杏ちゃん ２歳 砺波市三郎丸

23 チューリップ花束 出荷開始 砺波切花研究会 施設充実 １００万本達成へ

23 プランターに球根植え込み フェアに向け

23 市町村議会 砺波 非紹介加算で病診連携加速

27 ダンス全国大会 検討誓う 砺波・庄東小５年生 壮行会 住民前に息ぴったり

富山 2 社説 県議会が弔電自粛 悪しき慣習の徹底排除を

23 ＫＡＮＡＢＩＳＭ 富山けやき展 ７０周年記念 掉尾を飾る

24 市町村議会(１５日) 砺波市 民生病院常任委員会 紹介ない患者初診５千円に引き上げ

26 チューリップ切り花 出荷１００万本目指す 砺波の研究会 市長に花束贈る

北陸中日 18 黄小町やメルローズ ３０品種 砺波 チューリップ球根植え作業

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

  １７日　土曜日
北日本 17 北日本歌壇の集い 砺波市 安念智栄子、中井溥子

19 とやまスポーツ回顧２０１６■１２■ ソフトボール

22 読者のひろば 和暦と西暦の間で 砺波市 上野亮平（無職 ７４歳）

24 八尾町描いたスケッチ展示 高岡 末広美術会

24 えとテーマに書道作品 南砺

25 思い出のヤギ彫刻どうぞ 故辻志郎さんの初期作品 砺波の東さん辻さん長男に贈る

25 自由な発想の作品ずらり 砺波 砺波高校の美術部員と美術選択者による作品展

25 市町村議会 ＩＣＴ活用学習導入 砺波出町小の放課後教室に

28 みなぎる生命の力 きょうから砺波支社 紫音さん（南砺）日本画展

28 「夢中になれる何か見つけて」 車いすバスケ宮島さん講演

30 富山１１㌢砺波１０㌢ 平野部広範囲で積雪

富山 1 街も雪景色 富山市中心部で積雪１０㌢

3 回復期病床を拡充 県が地域医療構想素案

3 ２年ぶり１万人超 来年の新成人

4 眉丈文庫が最古 富山県内の周年企業

22 市町村議会（１６日） 砺波市 出町小放課後教室に電子黒板や端末配置

23 砺波の寿優勝 第４回成政酒造杯争奪親善ゲートボール大会

北陸中日 15 民話紙芝居地域の原風景 散居村ミュージアム 絵本作家・藤井さん原画も

読売 25 イラスト よっさん（砺波市）

25 ほくりく情報交差点 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１６

朝日 24 富山市中心部積雪８㌢記録 スリップ事故６７件

  １８日　日曜日
北日本 16 とやまスポーツ回顧２０１６■１３■ バスケットボール

21 スキーシーズン幕開け 砺波 夢の平 積雪不足滑走まだ先

21 男女８０組が熱戦 南砺 中学生バド・ダブルス

26 地元出身作家を紹介 庄川美術館 彫刻・洋画・日本画２９点

26 とやまｗｅｂｕｎランキング ⑦積雪、富山は８㌢、砺波１０㌢ １６日の県内（１６日）【１３７８ポイント】

29 民意と歩む とやま議会考 委員会傍聴なぜできぬ

富山 24 降雪を願う となみ夢の平

25 県高校新人大会 柔道

27 地鳴り 営農の原点に返り仕事見直し 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

27 コント 砺波・たぬき

北陸中日 19 県高校新人大会 柔道
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  １９日　月曜日
北日本 15 柔道 県高校新人大会兼第３９回全国高校選手権県大会 大会結果

15 バスケットボール 全日本クラブ選手権県予選 試合結果

15 バスケットボール 会長杯県中学校大会 大会結果

15 ソフトテニス 県高校インドア選手権 大会結果

15 卓球 北信越高校選抜大会・県勢分 大会結果

19 完成度の高さで魅了 砺波 砺波工業高吹奏楽部

19 ロビー展 県信用組合出町支店

19 気合込め竹刀打ち合い 南砺 砺波地区少年剣道錬成大会

27 福野で女性はねられ重体 砺波の会社員逮捕

富山 14 クリスマス会 交流の輪 ガールスカウト県連盟第１２団

15 児童８９人が熱戦 第２２回砺波地区少年剣道錬成大会

16 イルミで地域に元気を 砺波・若林地区有志

16 女子県選抜チーム全日本準優勝祝う 小学生ソフトテニス

16 第４３回全日本クラブバスケットボール選手権県予選第４日 試合結果

19 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

19 地鳴り 皇帝ダリア３鉢に息のむ 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

20 ７６歳女性はねられ重体、男を逮捕 南砺、過失運転致傷疑い

毎日 26 砺波産２６年ぶり輸出 チューリップ球根 来年春節に開花予定

  ２０日　火曜日
北日本 3 市町村一律１．１％減 １７年産米生産量

17 仲間と集う 月見町福寿会 砺波市「越中庄川荘」（１０月）

18 〃 大門本江、中村、柳町長寿会 砺波市「若鶴大正蔵」（１０月）

21 地区の親子楽しく交流 砺波 若林地区農業集落センターで

25 平木さん（砺波庄西中３）市に報告 愛鳥ポスターで最高賞

26 かなざわ便り あおぞら銀行金沢支店長 橋本明美さん 砺波市出身・４８歳

27 事後強盗容疑で女逮捕 砺波署

富山 2 市町村一律１．１％減 １７年産米 県が生産目標 現行制度で最後

18 うちの店のイチ押し ＬＩＮＤＡ ＯＦ ＦＬＯＷＥＲ（砺波市広上町） 「ありきたり」でなく

18 文芸喫茶 短歌 海潮砺波歌会

21 わが町朝市夕市 砺波市

23 母親らサンタ人形作る 砺波・若林、わかば子育て広場

23 平木さん（庄西中）最高賞喜ぶ 砺波市役所 愛鳥週間用ポスター原画

23 北陸銀庄川支店で訓練 砺波署の強盗対応訓練

23 ユズ風呂楽しんで 冬至を前に砺波善意銀行に特産の庄川ゆず約２００㌔を寄贈

31 事後強盗の疑い女を現行犯逮捕 砺波署

北陸中日 16 ファイル１１０番 強盗容疑で自称介護士の女逮捕

読売 30 箱根駅伝 ともに走る 国学院大の細森、浦野選手

30 バスケットボール 第４３回全日本クラブ選手権県予選

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 トラックにはねられ南砺の７６歳が死亡 １８日午前１０時５０分頃、南砺市寺家新屋敷の市道交差点で

31 事後強盗の疑い 砺波市安川、自称介護士辻亜希子容疑者（４７）

朝日 29 車にはねられ７６歳女性死亡 南砺

毎日 26 県代表１０篇中央審査へ 青少年読書感想文コンクール 県入選３９編も決まる

  ２１日　水曜日
北日本 13 回顧２０１６ 史壇 木本秀樹 新史料の発見相次ぐ

16 読者のひろば 船旅愛好家の願い 砺波市 黒田和也（会社員 ３９歳）

18 用排水の管理協議会発足 庄川左岸地区４市・８団体が協定 一元管理で連携

18 １位に夏野市長無投票再選 砺波 市政記者クラブが選考した２０１６年の市１０大ニュース

19 市町村議会 砺波 新「教育長」に山本氏

19 議論の透明性高めよ 論戦を振り返って

19 予算編成 市に要望 自民市連と自民会

23 東北被災地に安らぎの花 砺波市 チューリップ球根贈る

26 男に懲役２年４月 連続空き巣事件判決

富山 22 市町村議会（２０日） 砺波市 新教育長に山本氏

7 ページ



22 〃 自民砺波市連と自民会要望

23 砺波市１０大ニュース決定 １位には「夏野（修）砺波市長 無投票で再選」

24 チューリップ育てて 砺波市 東北の２市２町に寄贈 癒やしのプランター届け

28 庄川左岸管理協を設立 砺波など４市、８土地改良区 農地防災で協力

北陸中日 16 補正予算など可決 砺波市議会が閉会 砺波市議会１２月定例会

16 新制度に基づく教育長に山本氏 砺波市長が任命

16 庄川洪水対策で協議会 ４市長ら協定 排水路など共同管理

16 市長無投票再選が１位 砺波市十大ニュース発表

17 球根 復興の春招く 砺波市 東北の被災地にプランター

読売 32 砺波の花被災地で咲いて チューリップ球根発送

毎日 26 東日本大震災 砺波市 被災地に球根２６４０個 チューリップで安らぎを

  ２２日　木曜日
北日本 3 富山・砺波市議選 共産が公認発表 共産党県委員会

15 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール２０１６ あすから県民会館 あふれる独創性

16 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センターのハボタンなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

19 全国高校選抜バスケ あす開幕 男子・富山工 女子・龍谷富山

23 農産物の生産や販売で意見交換 砺波 市と青年農業士部会

23 ざっくばらん 済生会高岡病院助産師 五島尋子さん（砺波市・３１歳）

23 患者らの早期回復願う 南砺高瀬神社 病院などに福寿箸贈る

28 北信越の食材生かし３０品 農林中金富山支店 商談会前に試食会

29 庄西中が学級閉鎖 砺波市庄西中学校１年の１クラス

富山 2 知事選投票率 １８、１９歳は２３．８４％

2 富山市議選４氏 砺波は１氏擁立 共産

29 農業青年と市長が意見 砺波市農業者協議会青年農業士部会

31 高瀬神社が「福寿箸」 砺波総合病院に贈る

33 中日本選抜に５選手 台北で国際大会 中学硬式野球 きょう出発

34 アメイジングトヤマが大賞 景観広告とやま賞 景観広告優秀賞 イオンモールとなみ（砺波市）

35 地鳴り 柔道ルール改正を歓迎 藤井昭道 ４４歳（砺波市・会社員）

35 〃 近ごろ目立つ積極的な高齢者 春川正人 ６９歳（砺波市）

36 砺波で学級閉鎖 集団インフルか

北陸中日 22 越中春秋 台湾輸出

22 来春の砺波市議選 共産が境氏を擁立 共産党県委員会

22 インフルで学級閉鎖 砺波・庄西中

23 南砺・高瀬神社 病院などへ 患者の回復願い福寿箸

24 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 富山市議選で共産４人公認 砺波市議選も１人

  ２３日　金曜日
北日本 3 陸自富山駐屯地ヘリポート設置 政府の２０１７年度予算案に

13 ３００人多彩な歌や踊り 来月９日県民会館 新春民謡の祭典

28 チューリップの魅力発信 県産球根２６年ぶり輸出 台湾で植え込み

30 気温上がり風強まる 魚津などで１２月最高気温 交通機関乱れも

30 強風でけが２人 砺波・滑川

富山 23 平田さん優勝 第２３回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

23 高岡、砺波医療圏合同で救命訓練 大規模交通事故想定

28 台湾で球根植え込み チューリップ

29 地鳴り 「ほんやら洞」新潟の喫茶店 安カ川仁省 ６６歳（砺波市）

31 上市で風速２６．８㍍ ５地点１２月最高気温 魚津２３．２度

北陸中日 17 ファイル１１０番 風で転倒、自転車の男性重傷

26 気温グングン 風ピューピュー 魚津２３．２度 県内６ｹ所で１２月最高更新

読売 34 読者が選んだ県内１０大ニュース２０１６ ⑰７０代夫婦溺死、砺波市の貯水池で

朝日 25 県内各地気温２０度超 「フェーン現象」影響
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  ２４日　土曜日
北日本 9 回顧２０１６ 美術 県立近代美術館 歴史に幕

20 読者のひろば 元気な声に安心 砺波市 小西文子（主婦 ７２歳）

22 強盗対応落ち着いて 砺波 北陸銀行庄川支店で

22 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１６ 砺波市

23 新年へ準備着々 高瀬神社（井波）に絵馬奉納 美術教室児童ら

23 歌やダンスで聖夜の気分 砺波 クリスマスメモリーナイト 野外ライブも開催

23 「本物のトナカイだ！」 イオナモールとなみ 記念撮影に行列

23 クリスマスケーキ ドライブスルーで 砺波 シャトレーゼ砺波店

23 調理楽しみ 介護いらず 砺波 ケアポート庄川予防ひろば

23 教育長職務の代理者に小櫻氏 砺波 市教委

富山 16 臨時巫女 清く明るく 各神社で認証式 南砺・高瀬神社

16 砺波、教育長職務代理者に小櫻氏 砺波市教育委員会

17 聖夜気分 笑顔輝く 砺波・ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 電飾と音楽競演

17 〃 砺波のＳＥＯでケーキ作り喜ぶ

18 調理で介護予防 砺波・ケアポート庄川 高齢者向けキッチン整備

19 五本足の大根見つかる 砺波の水溜さん方

19 砺波市職員の写真クラブ 第２２回砺波市役所写真クラブ展

21 地鳴り 喪中はがきに友人の悲しみ 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

読売 27 市役所写真クラブ作品３０点を展示 砺波

  ２５日　日曜日
北日本 12 平成２９年度県立高校受験動向予想 砺波地区

15 卓球 県選手権大会 大会結果

15 卓球 全国ホープス選抜大会県予選会 大会結果

15 ソフトテニス 県高校インドア選手権 大会結果

19 とやま科学オリンピック２０１６ 入賞者名簿

22 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１６ 立山町 ③立山で遭難、砺波の男性ら２人死亡

24 鷹栖スポ少総合Ｖ 砺波 フットサルＳＥＩＢＵ杯

富山 2 １５～６４歳６０万人切る 県内の年齢別人口 人手不足に拍車か

23 干支のはり絵など贈る ＮＰＯたんぽぽ 砺波の介護施設に

27 地鳴り ソフト日本代表監督の講演聞く 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

  ２６日　月曜日
北日本 9 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

15 とやまスポーツ回顧２０１６ ■２１■ ラグビー

15 バドミントン 第２４回砺波オープン選手権 大会結果

16 読者のひろば 活性化の原動力 砺波市 舘良治（会社員 ５３歳）

19 しめ縄作り新年準備 砺波・雄神公民館 縁起物も飾り付け

19 情感込め朗読劇披露 砺波 砺波高放送部 駅活性化に一役

富山 15 新年迎える準備着々 砺波・雄神公民館 住民が縄編む

16 奥田、となみ準優勝 第１１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

18 高校生朗読、情緒豊か 砺波駅のにぎわい市 砺波高放送部が初参加

18 チューリップフェアをＰＲ べるもんた乗客に

19 初誕生 久保華穂ちゃん 砺波市太郎丸

19 東京卓球選手権カデット県予選 女子②宮野（般若中）

北陸中日 12 ゆく年感謝 来る年歓迎 砺波・雄神公民館 しめ縄を手作り

13 絵本朗読劇心込めて 砺波高放送部、ＪＲ駅催しで

  ２７日　火曜日
北日本 19 第２回富山将棋グランプリ Ａ級③奥田崇文（砺波）

21 千光寺の古書６０４２冊整理完了 砺波土蔵の会 ２１年の活動まとめ冊子に

21 入場者数７万人「冬の風物詩に」 砺波 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

21 大規模災害に備え１１団体が連携確認 砺波 砺波・高岡医療圏合同訓練

21 ざっくばらん 松村外次郎記念庄川美術館嘱託職員 中島李紗さん（砺波市・２５歳）

21 交通安全願い砺波署に門松 砺波 砺波安全運転管理者部会

27 在宅を支える となみ野ケア事情 １ みとり 家に戻り安らかに 本人の願いかなえる

27 建築現場で連続窃盗 県西部 砺波の男容疑で逮捕
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富山 2 射水市トップ５８９㌔ １６年産水稲 １０㌃当たり収穫量

22 ７万人来場に感謝 八田会長ら来社 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション砺波の実行委

23 親子ジャンボ門松交通安全呼び掛け 砺波署玄関前

25 デスク日誌 球根輸出再開 大きな一歩

26 千光寺の古書整理完了 砺波土蔵の会や有志 ２１年の歩み一冊に

27 事件・事故 工具盗んだ疑い

北陸中日 1 費用弁償廃止の流れ 富山、石川の市町村議会

5 発言 無形文化遺産県挙げ支援を 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

16 ファイル１１０番 工具を盗んだ疑い

17 古書整理２０年 歩み冊子に 砺波土蔵の会

  ２８日　水曜日
北日本 3 県内市町村 給与平均 国を下回る 県は全都道府県で４１位

15 北日本文芸 年間賞 歌壇 佐々木幸綱選 佳作 砺波市 荒栄子 堀田節子

15 〃 俳壇 中坪達哉選 人 砺波市 小野田裕司 佳作 藤井哲尾

15 〃 柳壇 松岡緑朗選 佳作 吉川博 

22 年末年始の業務案内 砺波

23 年末も勉強に集中 砺波 中学１～３年生参加 富山大生が指導

富山 3 富山、高岡以外が国以下 県内市町村の給与水準 

23 年末 静かに勉強集中 県砺波青少年自然の家で中学生  富大生が支援、模擬授業

25 年末年始 窓口・ごみ情報 砺波市

25 初誕生 小田朋榎ちゃん 砺波市五郎丸

25 デスク日誌 見習いたい「復興城主」

26 「花の大谷、楽しんで」 来年４月のチューリップフェア 夏野砺波市長が来社

北陸中日 16 栽培１００年の節目 来場を チューリップフェア 砺波市長がPR

19 給与水準 全国４１位 県ラスパイレス指数９８．４

  ２９日　木曜日
北日本 2 けさの人 愛鳥週間用ポスター原画コンクールで最高賞に選ばれた砺波市庄西中学校３年 平木 里佳さん

3 県内選挙この１年 砺波市長選 夏野氏が無投票再選

12 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

13 花通信 県花総合センターのアンスリウムなど 砺波市高道

14 情報かわらばん となみ野

20 仲間と集う 新日軽北陸OB会(砺波市 松井幸雄）

22 初売り情報 砺波 イオンモールとなみほか

23 災害時 行政再開迅速に 砺波市 業務継続計画策定へ

23 酉の置物 市に寄贈 砺波 谷口さん（越中三助焼）と般若自治振興会

23 市に予算要望書提出 砺波 共産党市委員会

23 委員長に田邉氏再選 砺波 市選挙管理委

23 文部科学省後援第３７６回全珠算連検定試験合格者 準一級 小笹文也（砺波南部小）ほか

26 となみチューリップ街道実行委を指定 道路協力団体県内第１号

27 県内インフル注意報 砺波厚生センター２８．４３人

27 砺波で男性はねられ重傷 ２８日午後５時４５分ごろ、砺波市安川の県道

富山 2 県内自治体、執務納め式 元気、活力を再認識 夏野砺波市長

25 富山文芸１２月賞 歌壇 小池光選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

26 市町村回顧 中 砺波市 夏野市長が２期目入り 住みよさ全国３位

26 委員長に田邉氏 砺波市選挙管理委員会

26 共産、砺波市長に予算要望 共産党砺波市委員会

27 市長、歳末消防警戒を激励 砺波 砺波市消防団の歳末消防特別警戒

27 三助焼「酉」置物 砺波市長に贈る 般若自治振興会と窯元

28 となみチューリップ街道実行委 道路協力団体第１号に 北陸地方整備局が指定

29 年末年始 レジャー情報 砺波市

31 事件・事故 トラックにはねられ重傷

31 〃 窃盗罪に切り替え略式起訴

32 インフルで注意報 砺波が２８．４３人

北陸中日 18 ニュースダイジェスト ２０１６上半期 ２月１５日、５月２日、６月４日

18 中学生 勉強に突きススメ 砺波青少年自然の家 富大生が指導
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19 「三助焼」酉置物 砺波市に贈る 般若自治振興会

読売 19 ２１７㌔駆け抜ける２１チーム選手紹介 國學院大學 細森大輔④（富山・富山商）

  ３０日　金曜日
北日本 3 県政回顧２０１６年 農林水産 コメ１等比率２年連続９０％超え

11 ４日から第１５回北日本新聞新春色紙展 藤森兼明さん、林清納さんほか

13 卓球 全国中学選抜大会県予選 男子②出町 

14 仲間と集う 砺高三二会 （砺波市 川嶋陸司）

17 各地の元日マラソン 砺波 若林公民館

17 年忘れ会 楽しく 砺波誠友病院 砺波 「和みの会」踊りを披露

17 歳末消防特別警戒始まる 砺波 砺波市消防団の歳末消防特別警戒始まる

22 在宅を支える となみ野ケア事情 ３ 支援の輪 移動店舗起点に拡大

富山 2 富山政治 ３，４人超か 砺波市議選

15 箱根駅伝区間エントリー 国学院大の１区に細森大輔

16 市場便り 花 砺波チューリップ届く

19 墓碑銘２０１６ 国内 文化・スポーツ 元富山県文化財保護審議会長 佐伯安一

21 体操や歌謡舞踊楽しむ 砺波誠友病院

21 ロボット国産化目指す チューリップ球根ネット栽培 県花卉球根農協が研究

22 福岡、桜井が全国切符 第１８回全国中学選抜卓球大会県予選 

北陸中日 12 「ゆずまる」ヒットに喜び 庄川峡観光協 ９ヵ月で５万個販売

14 北陸３県スキー場案内 となみ夢の平 ⑤砺波市

23 ふるさと納税 市民は熱気も… 寄付争奪戦 悩む自治体

読売 16 箱根駅伝区間エントリー 国学院大 １区 細森大輔④

23 卓球 全国ホープス選抜大会県予選 ３年生以下 梅基来夢（砺波jr.）

23 卓球 東京選手権カデットの部県予選 女子 ②宮野琴果（般若中）

朝日 17 新春ガイド 上 初売り イオンモールとなみ

毎日 24 ’１６富山ニュースファイル ＆記者のつぶやき 上 ５月１９日 、６月４日

  ３１日　土曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 ６市町村「三ない議会」

12 仲間と集う 出町中昭和３６年度卒３年５組同級会（砺波市 鈴木文男）

12 〃 鷹栖１区長寿会 （砺波市 上田登昭）

15 地元産小麦全品に 砺波特産の大門素麺 ブランド力向上目指す

15 おせち準備ＯＫ 砺波 瀬尾学園で料理講座

22 在宅を支える となみ野ケア事情 ◇４◇ 地域の絆 ケア・見守り住民担う

富山 18 地物でおせち仕上げる 砺波・ＳＥＯで講習

20 初売り情報 砺波市

22 来年度から完全実施 県内１５市町村 個人住民税の特別徴収

23 地鳴り 字の上手な兄亡くなる 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

23 〃 来年も良い年になりそう 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

23 〃 糸魚川の火災びっくりした 小倉美央 ９歳（砺波市・小学生）

北陸中日 16 ２０１７年選挙展望 砺波市議選 定数２減、１８に 共産元職名乗り

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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