
　　　　　　　２０１７（平成２９）年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　金曜日
北日本 1 国の伝統的工芸品 「福岡の菅笠」指定  県内６品目 庄川挽物木地に続き

3 優良工事で４５業者表彰 県建設優良工事表彰  

19 いえしごとの夜明け ５ 寿木けい 汁物は〝おおらか〟に

20 選んでください ２０１７年県内１０大ニュース １月③「砺波の民具」国重要有形民俗文化財に指定へ（２７日）

21 全面広告 「頼れるまちの専門家」をインターネットでご紹介します！

24 議会日程 砺波市

25 木の魅力引き出す 青山さん彫刻展

26 とやま元気っ子 福光スキー少年団（Jr・R) 

30 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 古田曻（７７）憲子（７１）

32 作付け希望 想定の４割弱 「富富富」まだ様子見？ 販売価格見通せず

富山 1 国の伝統的工芸品 越中福岡の菅笠指定  県内２９年ぶり、６品目に

2 リサイクル金属でメダル作製 東京五輪へ 県内全市町村が参加  全国５県のみ

2 優良工事業者ら表彰 県建設優良工事の表彰式

27 砺波２図書館 イチ押しの本 写真撮り SNSで発信  子ども月間、初企画  きょうから

29 県中学校選抜体育大会 バスケットボール

読売 29 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館

31 議員「子連れ出席」規定なし 県と１５市町村議会「取り組み必要」

朝日 26 ウイークエンドとやま 展覧会 季節展示「季節を彩る花々～クリスマスの色～」

26 ＬＥＤ１０万球ライトアップ 砺波

27 越中福岡の菅笠 伝統的工芸品に 県内から２９年ぶり指定

毎日 26 光の花が彩り 来場呼びかけ 砺波・きょうから

 ２日　土曜日
北日本 11 業務継続計画策定 県内は４市３町 ６月時点

22 読者のひろば お客本位の眼鏡店 砺波市 武部幹夫 ７７歳

25 力合わせ工作 友情を深める 庄東・庄川小が交流

25 地域医療支援病院の承認 砺波総合 来年度目指す

25 サンタ姿の園児が演奏 県花総合センター・エレガガーデンの「クリスマスキッズミニコンサート」

25 除雪対策本部を開設 砺波市は１日、市役所に除雪対策本部を開設

25 かたかご書道教室が作品展 ギャラリーみかん堂で始まる

28 砺波チューリップ公園 輝くタワー 光のアーチ １０万球飾り幻想世界

30 過失傷害容疑 男逮捕 自転車をはね、腰に重傷を負わせた疑い

富山 2 県内有権者９０万３８２人 １０月から９０１人減

24 年末特別警戒に出発 砺波署と砺波市防犯パトロール連絡協議会が出発式

25 市町村議会（１日） 砺波総合病院の「地域医療支援」承認

25 ちゅうりっぷ園児 Ｘマスの歌や演奏 砺波・県花センター

25 砺波市も発足 砺波市は１日、市除雪対策本部を設置

28 有効求人倍率１．８３倍 １０月の県内、全国６位に

29 砺波の冬 キラキラ チューリップ公園で開幕

29 地鳴り 商戦に向けたイベント楽しむ 藤井昭道 ４５歳 砺波市

北陸中日 1 ＬＥＤ１０万球 光咲く 砺波・チューリップ公園

18 Ｘマス気分 早くも 花や小枝飾ってブーツを手作り 砺波で園児

 ３日　日曜日
北日本 7 日曜特番とやま 議会基本条例 改革へ広まる制定

16 とやまスポーツ回顧２０１７－１－ 体操

22 天正営農組合が法人化 石黒勉さんが組合長

23 創立１０周年 喜びダンス ちゅうりっぷ保育園

23 市内初の夜間訓練 栴檀山地区総合防災訓練

28 松村外次郎の足跡たどる 庄川美術館 ２３点展示 １６日集いも

28 マジックにびっくり 砺波クリスマスこどものつどい 親子連れ楽しむ

28 富山ゆかりの３人 山下さんとジャズ 富山でライブ

29 地域包括ケア推進 ８個人１８団体表彰 砺波でフォーラム

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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別2 北日本新聞第１４回 わたしの新聞コンクール かべ新聞 銀賞 満保穂稀さん 砺波市庄東小２年 他

別4 北日本新聞第１４回 わたしの新聞コンクール 家庭ｄｅ新聞スクラップ 金賞 菊池良威君 砺波市庄東小４年 他

別6 北日本新聞第１４回 わたしの新聞コンクール 新聞感想文 金賞 親しんで読む 小竹萌々花さん 砺波市出町中１年 他

富山 2 霞が関 高嶋政幸氏 農林水産省農村振興局地域振興課長補佐（砺波市出身）

22 創立１０周年を祝う 砺波・ちゅうりっぷ保育園

22 もちつきで３世代交流 砺波・高波幼稚園児ら満喫

23 園児の歌や作品展楽しむ 砺波・庄東センター ふれあいフェス

23 水稲種もみ品質向上 タマネギ生産を拡大 砺波で天正営農組合設立

24 夜の災害に備え 砺波・栴檀山地区自主防災会 土のう作りや避難誘導

25 男女４０チーム熱戦 県バレーボール小学生大会 大会結果

26 地域包括ケア考える 砺波で推進県民フォーラム 表彰者一覧

27 コント 砺波・たぬき

 ４日　月曜日
北日本 3 橘氏が砺波で国政報告会 「慶政会」がＴＯＮＡＭＩ翔凛館で国政報告会を開いた

6 第３７回全国中学生人権作文コンテスト 奨励賞

11 追想 ありし日 元砺波市美術協会長・洋画家 山勢慶三さん 砺波市矢木

15 バスケットボール 全日本クラブ選手権県予選 大会結果

15 バスケットボール 中学・第１１回入善カップ２０１７ 大会結果

15 卓球 松本杯第６２回砺波市選手権大会 大会結果

15 剣道 砺波地区少年錬成大会 大会結果

18 氷見が優勝 県学童選抜少年野球 大会結果

18 とやまスポーツ回顧２０１７－２－ クレー射撃

22 唄や三味線 成果披露 「義正会」の第３９回発表会

22 ワーク・ライフ推進 優良企業８社表彰 市男女共同参画のつどい

28 一年締めの一服 となみ野 もてなし穏やかに

富山 16 砺波で作品展楽しむ 南部ふれあいの集い

17 華やかな舞台披露 砺波、義正会が発表会

17 寸劇や講演で共同参画考え 砺波で推進のつどい

17 道之上が制す 第５０回砺波市東野尻ゲートボール同好会長杯争奪地区民ゲートボール大会

18 合併特例債の再度延長を論議と橘氏 砺波で慶政会研修会

18 荒井さん親子Ｖ クッキング北陸大会

19 野菜たっぷり 料理に挑戦 砺波で教室

21 地鳴り 会社のOB会 初めて参加 春川正人 ７０歳 砺波市

北陸中日 11 ２月は雪景色の庄川峡 ＪＲカレンダーに初採用

13 全日本クラブバスケットボール選手権大会県予選 大会結果

 ５日　火曜日
北日本 1 空き物件 市町村が仲介 国交省 まちづくりへ新制度 県内も対策本腰

22 子供歌舞伎曳山会館 幕の購入資金を寄付 北銀砺波支店

22 新高岡駅 観光拠点に 飛越能誘客へ開発プロジェクト

23 農業まつりの収益預託 ＪＡとなみ野女性部 となみ野農業まつりの収益金の一部を砺波善意銀行に

23 園児がリンゴと柿収穫体験 あぶらでん保育園の園児６５人 大島友則さんの果樹園

富山 21 わが町 朝市夕市 砺波市

24 販売収益の一部預託 ＪＡとなみ野女性部

27 ３市の９３人熱戦 第２３回砺波地区少年剣道錬成大会

29 地鳴り 心洗われる市民の展示会 犀川寮明 ６９歳 砺波市

29 地鳴り 木の生命力につくづく感心 嶋村了吉 ５４歳 砺波市

朝日 32 北陸見聞録 砺波民具展示室（富山・砺波市） 道具に染みた汗と知恵

 ６日　水曜日
北日本 10 全面広告 喪中につき、年末年始のごあいさつを遠慮させていただきます。

21 工事現場にＩＣＴ活用 砺波 庄川左岸で見学会

21 児童に子ども手帳贈る 日本公衆電話会北陸統括支部富山分会が砺波東部小学校に

富山 17 すこやか育児 沖田李憲さん 砺波市坪内 長女 空ちゃん 

17 すこやか育児 三村頼子さん 砺波市五郎丸 長女 浬子ちゃん 

23 藤井さん悼み 彫刻展示 砺波のコーヒー店 同級生の南本さん

24 とやま呉西圏域 体験ツアーを初企画 伝統工芸の産地巡って

25 シクラメン４０鉢贈る 公衆電話会富山支部 小矢部の特養に

26 ＩＣＴ施工 利点に理解 砺波 庄川護岸工事で見学会
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26 新宮司に藤井秀嗣氏 南砺・高瀬神社 秀弘氏は名誉宮司に

北陸中日 5 テーマ特集 鍋料理 ストーブ使いぶり大根料理 上野亮平 ７５ 富山県砺波市

読売 29 心はずむ飾り付け 土江田玲子（砺波市）

30 よみうり文芸 短歌 砺波市 和里柳蛙

30 観光の担い手 研究内容披露 「とやま未来創造塾」修了式

30 僕と好きな本 撮って 砺波の２図書館 館内やＳＮＳで紹介

朝日 25 新高岡駅使って視察研修を開催 旅行商品開発へ

 ７日　木曜日
北日本 3 県産米生産１８万トン維持 １８年 減反廃止で独自目標

16 県内美術館・博物館の催し（１２／７～１２／１３） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

17 情報かわら版 となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

20 読者のひろば わが家の柿の木 砺波市 小西文子 ７３歳

23 優良工事の９社表彰 県砺波農林振興センター管内の農地林務優良工事表彰式

29 オンリーワン手作り置物 砺波の三助焼 来年のえと「戌」の置物作り

富山 31 最優秀に山田建設、池田組 砺波・農地林務優良工事

北陸中日 19 県西部の伝統工芸 体験して ４市が連携 ツアー初企画

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

 ８日　金曜日
北日本 3 となみ政経懇話会１２月例会 ８日（金）正午

20 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）９月第２５５回段位珠算検定試験 合格者一覧

20 第１８３回段位暗算検定試験 合格者一覧

20 第３０８回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

20 文部科学省後援第３８１回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

21 新成人 まちづくり提案 市議会議長と対談

21 ざっくばらん 砺波工業高校弓道部主将 本谷玲央さん（南砺市・１７歳）

21 個性的な絵画など２０点 「８＋α」の作品展

25 公共交通の未来探る 城端線開通１２０年 １０日にシンポ 南砺市長交え意見交換

26 中３・高校生向けフリーペーパー 「フューチャー」第５号発行 テーマ「好きなことしよう」

28 砺波市最高齢１０６歳 北村かずゑさん死去

富山 2 長大トレーラー運行協議 高岡砺波スマートＩＣ 砺波市と連携 企業進出環境づくり

22 住民の意欲作並ぶ 砺波 高波美術展が開幕

23 砺波 開かれた議会へ 新成人と対談 高校生傍聴  議会基本条例で検討

読売 29 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館

 ９日　土曜日
北日本 3 本社世論調査 高校再編「賛成」５１．１％ 南砺・朝日・入善は反対多数

3 本社世論調査 北陸新幹線「利用した」７１．３％

5 となみ政経懇話会 １２月例会 講師 富士通総研経済研究所エグゼクティブ・フェロー 早川英男氏

17 とやまスポーツ回顧２０１７－７－ 剣道

18 宮本輝氏選 第５２回北日本文学賞 ３次選考通過６５編

20 仲間と集う 砺波工業高電子科一期生クラス会 （小矢部市 荒永誠治）

23 さまざまな職業に理解 砺波高校の講座「エキスパートに学ぶ」

23 趣向凝らした折り紙１００点 奥井弘子さん（小矢部）が講師を務める折り紙教室「和の会」の作品展

28 美の祭典 越中アートフェスタ２０１７ 感性響き合う空間 きょうから砺波巡回展

富山 24 卒業生らが業務紹介 砺波高「エキスパートに学ぶ」

29 地鳴り 屋久島の自然 圧倒された 松原千華 ３１歳 砺波市

29 地鳴り 手頃な価格でブリを食卓に 藤井昭道 ４５歳 砺波市

北陸中日 21 折り紙で四季折々 砺波で主婦２人 作品展 木村三千子さん（砺波市庄川町金屋） 散居村ミュージアム

読売 30 県内１０大ニュース締め切り迫る １５日必着

31 冬の庄川峡 訪日客に人気 昨年度６８００人 台湾客７割超

31 チューリップもキラキラ 砺波、１０万球イルミネーション

 １０日　日曜日
北日本 20 とやまスポーツ回顧２０１７－８－ 卓球 

20 果敢にゴール狙う ＪＨＳとなみバスケ

20 女子 小杉南中がV ソフトテニス氷見オープン

25 キャンドル１０００個輝く 「３５オク」の文字点灯

25 絵画や立体 自由な発想 第２回砺波高校美術部・美術科展 砺波市文化会館で
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29 木管五重奏 音色柔らか 砺波 N響演奏会

30 細かな技法 心情映す 砺波巡回展 大賞など３３点並ぶ

31 ２０１７ あなたが選ぶ県内１０大ニュース 締め切り迫る １５日必着

富山 27 ２０１７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）

30 湯川さん 美声を披露 砺波でショー CDデビュー合わせ

30 ＬＥＤアート幻想的 砺波チューリップ公園 「３５オク」やパンダ表現

32 ボストン研修に意欲 砺波高の海外研修激励会

33 地鳴り 介護世帯に配慮は大賛成 角栄一 ６６歳 砺波市

読売 33 聖夜彩る県産花 県花総合センターで

 １１日　月曜日
新聞休刊日

 １２日　火曜日
北日本 1 地元クリエーション・ブラックラウド 「いろどり錬磨」結成  １６キャラで富山をＰＲ

18 バスケットボール 第２８回ＪＨＳとなみ大会 女子③般若中

19 とやまスポーツ回顧２０１７－９－ スキー 

19 砺波でねんりんピックリハ大会 県剣道大会を兼ねたリハーサル大会

22 大絵馬に願い込め 来年のえと「戌」に色塗り 高瀬神社（南砺）へ２３日奉納

22 多彩な曲目 聴衆魅了 「なんと！吹奏楽団」の第１６回定期演奏会

23 基金取り崩し必要 砺波 来年度予算 市長「財政厳しさ増す」

23 代表質問 川辺一彦氏（自民会）インバウンド対応東南アジアも強化

23 小中学校の不登校４１人 昨年度

23 高校生が本会議傍聴 議長らと意見交わす 「主権者教育」の一環として企画

28 浅草寺に球根１０００個 砺波切花研植え込み奉仕

28 城端線は〝地域の宝〟 じょうはな座 開通１２０年で記念シンポ

29 財布窃盗容疑の男逮捕 砺波署

30 出合い頭衝突７人が重軽傷 砺波の福祉施設ワゴン車

富山 3 募集定員 早期の公表検討 県議会予算特別委  教員の多忙化解消せよ 瘧師富士夫氏（自民）

3 記者席 幸せな気分に

21 わが町朝市夕市 砺波市

26 「基金取り崩し必要に」 砺波市 来年度予算で市長  財源不足が拡大

26 「身近な問題分かりやすい」 高校生傍聴

26 地震の揺れを体験 砺波 

27 ２氏２団体たたえる 砺波市青少年育成大会

27 チェーンソーの整備学ぶ 県民公園頼成の森のチェーンソー整備講習会

28 コスプレで富山ＰＲ ぶらっくすわんさんら  ユニット結成 県、市町村キャラ作成

28 除雪隊 高齢者ら支援 砺波・中野地区自治振興会  自宅や通園路で作業

28 富山だらぁず３位 第１８回リップルカップ・バスケットボール大会

29 ねんりんピックへ砺波で剣道招待試合 ねんりんピック富山２０１８のリハーサル大会

29 ４市３４小学校にサッカーボール寄贈 富山トヨタとカターレ

30 チューリップ球根浅草寺に植える 砺波切花研究会

31 事件・事故 財布盗んだ疑いで逮捕

31 地鳴り 家内のために年に１回温泉  犀川寮明  ６９歳（砺波市）

32 県内、平野部最大３５㌢か 砺波市で１８．２㍍を記録

北陸中日 1 コスプレで富山 盛り上がれ 各自治体をイメージ

5 発言 優勝より品格 横綱には大切  石丸秀幸 ５８ 富山県砺波市

18 「基金取り崩し必要」 砺波市議会 市長が認識示す

18 市議会一般質問 砺波高、砺波工生が傍聴

19 ローカル鉄道を考える 城端線１２０年シンポ ジオラマも展示

19 県産チューリップ 浅草寺に球根植え 東京で砺波切花研など

読売 32 県と１５市町村キャラに変身 女性ユニット結成 地域ＰＲ  県は立山連峰 魚津はタテモン

 １３日　水曜日
北日本 13 「来てくれてありがたい」 ニーズ高まる買い物支援 県内

17 とやまスポーツ回顧２０１７－１０－ バレーボール

19 仲間と集う 庄川申酉燦々会（砺波市 大浦正治）

23 防犯灯全てＬＥＤに 今後１０年で整備方針

23 ２個人２団体を表彰 砺波市青少年健全育成大会
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23 高瀬神社宮司に藤井秀嗣さん １２日に神社本庁で辞令を受ける

富山 23 防犯灯 １０年めどにＬＥＤ化 本会議 有若隆氏の質問に答える

23 討ち入り蕎麦を提供 砺波飲食店組合 高齢者に振る舞った

24 物語の世界 親子が満喫 砺波ファーストブックの会 大型絵本を読み聞かせ

24 大阪国際招待卓球選手権大会県予選会 大会結果

24 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

27 地鳴り 父より長生き 周囲に感謝 春川正人 ７０歳 砺波市

29 デイサービス送迎 車衝突、７人重軽傷 砺波の市道交差点

北陸中日 1 富山城址公園で愛され半世紀 涙雪 さらばＳＬ

20 砺波市内全防犯灯 １０年内にＬＥＤ化 市議会、目標示す

読売 30 よみうり文芸 短歌 砺波市 西能さとみ

30 富山－台北便 冬も好調 「庄川峡」など台湾で人気

31 高齢層 増えるタンス預金 ごみから発見の２７００万円も？

31 車同士衝突 ７人重軽傷 砺波市林の市道交差点

毎日 26 コスプレで富山の魅力ＰＲ 県と１５市町村 擬人化ユニット

26 石碑みてある記⑦ 砺波・石埼謙碑

 １４日　木曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い 高岡会場 選者・米田憲三氏

14 県内美術館・博物館の催し（１２／１４～１２／２０） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

15 情報かわら版 となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

19 仲間と集う 砺波市鷹栖ひだまりサロン会 砺波市 早崎峰子

20 読者のひろば 今日を生きる 砺波市 幡谷さち子 ８２歳

23 市町村議会 イノシシ捕獲 過去最多２１９頭

23 高齢者にそば振る舞う 砺波市飲食店組合が市内の福祉施設で利用者にそば２００食

30 寒い・・・雪降り続く 砺波２１センチ 空の便に乱れも

富山 26 無事故願い反射材ツリー 砺波署 園児が飾り付け

26 テレビなど贈る 砺波学園に２ＬＣ

27 イノシシ捕獲 過去最多２１９頭 産業建設常任委員会で農業振興課

29 わら文化継承へ しめ縄づくり 砺波・えんなか会

31 地鳴り 米国大統領 危険な賭け 嶋村了吉 ５４歳 砺波市

北陸中日 18 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

朝日 29 キラキラ夢気分 砺波チューリップ公園

 １５日　金曜日
北日本 20 読者のひろば 異国の娘さんたち 砺波市 横井君子 ７５歳

20 仲間と集う いきいきサロンらんじょ浮安亭 砺波市 板東勲

22 ツリーに反射材飾り付け 交通安全反射材ツリーの展示 高波幼稚園の年長児１０人が飾り付け

22 田楽行燈ツリーに顔描く イオンモールとなみで展示

22 大学生や地元住民が新年へしめ飾り作り えんなか会が指導

23 砺波総合病院に自動精算機導入 砺波市議会民生病院委員会で説明

29 東京五輪マスコット投票 一番人気を僕らが選ぶ 県内小学校 続々参加へ

富山 25 医療費自動支払機 １９年１月導入 砺波総合病院 民生病院常任委員会で方針を示す

25 庄下、林が決勝大会へ 第９回ロングラン親善ゲートボール大会第２日

25 一瞬の美 じっくり 砺波で写真展 第２０回フィクション・ノンフィクション写真展

27 戌の三助焼置物 砺波市長に贈る 般若自治振興会と窯元

北陸中日 13 私的ほくりく百景 砺波・チューリップ四季彩館

19 三助焼の戌 砺波市に寄贈 般若自治振興会 ５代目・谷口さん力作

読売 29 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー  砺波市美術館  庄川美術館

30 日本酒香るフェースマスク ３種類 県内外で発売

朝日 28 ウイークエンドとやま 展覧会 開館２９年記念 松村外次郎展

 １６日　土曜日
北日本 1 注目のニュース チューリップ切り花出荷開始

3 総務大臣表彰を伝達 議員・職員＝米原蕃

22 とやまスポーツ回顧２０１７－１３－ バスケットボール

24 読者のひろば 残したい「ヤダケ」  砺波市 村中正敏（８７歳）

26 大正の設計 １００年経て完成 砺波 県文化財 入道家改修  未設置の「懸魚」装飾

26 「戌」テーマに多彩な書展示 きょうから井波美術館
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26 三助焼えと置物 市役所に寄贈 般若自治会

27 一足早く聖夜気分 ちゅうりっぷ、あぶらでん両子育て支援センターの合同クリスマス会

27 小中学校給食費来年度も同額 市議会総務文教委員会

27 ふるさと納税前年並み２３９万円 １１月末現在  １９８件

27 思い出詰まった５０点 「絵ことば教室」の閉会を記念した作品展

29 「燻製醤油」を開発 県産丸大豆とコウゾチップ使用 トナミ醤油とねこのくら工房

30 全国へ 最多１４６万本 チューリップ切り花  砺波で出荷開始

30 生産農家が球根植え込み フェアに向け

30 映画「ごはん」監督と主演女優が思い語る 砺波できょう上映

富山 1 ゲレンデ準備完了 たいらスキー場、きょう開業

3 地方自治法施行７０周年記念 総務大臣表彰伝達式  ６人、６団体たたえ

24 不審者侵入に備え 砺波・出町小

24 コウゾ使い燻製醤油 トナミ醤油、ねこのくら工房 芳醇、まろやか

25 給食費  消費増税まで上げず 砺波市 総務文教常任委員会

26 チューリップ切り花出荷 砺波の研究会 今シーズン初  クリスマス、正月…贈答用など１４６万本

26 市長に花束贈る 砺波切花研究会

26 フェアへ準備着々 砺波の組合 球根植え込み

26 三可、川尻さん最優秀賞に選出 県防火ポスター

27 「農家の気持ち伝えたい」 映画「ごはん」、監督ら思い  きょう、砺波で上映会

北陸中日 16 チューリップ冬の目覚め 砺波産切り花出荷

19 切り妻屋根に「火よけ」 入道家住宅修繕完了 ９５年ぶり設置

19 映画「ごはん」  米作り泣き笑い きょう砺波で上映会 主演女優ら「来場を」

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １７日　日曜日
北日本 15 とやまスポーツ回顧２０１７－１４－ 軟式野球、ラグビー

18 シーズンの安全を祈願 となみ夢の平スキー場

19 演奏会やトーク満喫 庄川美術館 松村外次郎展で集い

19 中学生７６ペアが熱戦 B＆G南砺市オープンバドミントン大会 大会結果

19 不審者侵入に備え訓練 砺波市出町小学校 教職員が対処法を確認

24 いろどり錬磨 軽やか 県内１６キャラ 地域元気に 婦中で初ライブ

24 吉田さんの叙勲祝う 瑞宝小綬章を受けた元砺波高校長 吉田久夫さん（７０）

24 道順さん（富山工）優勝 高校生県溶接競技会

富山 23 犀星の原稿前で校歌 砺波高合唱部コンサート 「卒業しても歌い継ぐ」

23 シーズン中の安全祈願 となみ夢の平スキー場

北陸中日 1 白銀招く初滑り 県内２スキー場オープン

16 コスプレで富山を発信 市町村イメージ ユニット初舞台

17 大雪待ちわび 安全祈願 となみ夢の平スキー場

17 バスケットボール県クラブ選手権 大会結果

18 香り豊か「燻製醬油」発売 富山の会社 五箇山豆腐店と連携

朝日 29 地域コスプレ 初ライブ 県や市町村イメージ「いろどり錬磨」

 １８日　月曜日
北日本 1 雪続き交通乱れ 積雪  砺波２９㌢ 朝日２４㌢

7 粋・意気 とやまの祭り チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション(砺波市花園町） 冬の砺波きらめく

8 北日本俳壇の集い 特選  二俣れい子

15 とやまスポーツ回顧２０１７－１５－ 空手道

18 親子でクリスマス料理 砺波 教室に３６人 カット野菜で安全・時短

18 歌やゲームでクリスマス 砺波市出町児童センター（同市本町）

19 伝統工芸巡りに来てね 県西部４市 首都圏・関西から誘客

19 吹奏楽 サウンド軽快 砺波工業高校吹奏楽部 第４７回定期演奏会

19 澄んだ歌声響く 井波で女声コーラス

25 重機から転落し重傷 砺波市狐島の笹谷工業本社工場で

27 風車 「アイディアロボットフェスタ」 

富山 14 光の演出 地域を元気に 砺波・若林地区 樹木に電飾

14 留学生が「よいしょ」 砺波で餅つき体験 えんなか会と交流「疲れたけど楽しい」

17 基礎や守備練習 サンダバ選手指導 砺波で野球教室

19 事件・事故 砺波、重機から転落で重傷

19 地鳴り 教員の働き方改革案に思う  北清俊一 ６０歳（砺波市）
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19 地鳴り 人のうわさは慎むこと大事  紫藤道子 ８３歳（砺波市）

19 地鳴り 同い年の団体 心を許せる  犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 1 驕り考 失敗から学び生かす  ガラス曲面加工 関谷智宏さん（５６）

1 県西部大雪 交通乱れも 砺波２６㌢、氷見１９㌢

9 学生と園児らがクイズやゲーム 砺波  砺波市出町児童センターのクリスマスのつどい

11 留学生ペッタン 旧中嶋家住宅  富山大の３人伝統体験

 １９日　火曜日
北日本 5 県内４社が来年１００周年 立山製紙・中新薬業・若鶴酒造・高岡冷蔵

19 バレーボール 第４回高岡チャレンジマッチ中学校女子大会 大会結果

19 切り花ハボタン 特産に 砺波 田中営農組合が初出荷 白の「晴姿」赤の「恋姿」

富山 2 社説 エゴマでイノシシ防除 栽培農家を増やす一手にも

19 ほんでいいがや けんかの相手を許せない 砺波市・４０代女性

25 切り花葉ボタン初出荷 水稲ハウスを活用 特産化に期待

25 西から東から インスタ映えスポット

26 冬本番 凍る池 砺波・チューリップ公園 各地で氷点下

26 新成人１万２７８人 前年比７６人減

27 地鳴り 白内障の手術 なんと別世界 山本治子 ７７歳 （砺波市）

27 コント 砺波・たぬき

北陸中日 19 砺波ハボタン 期待色づく 田中営農組合 初の出荷「新しい特産に」

読売 27 冬眠前のクマに注意 ドングリ不作 エサ求め人里に

毎日 24 青少年読書感想文コンクール 県代表１０編 中央審査へ

 ２０日　水曜日
北日本 12 北陸の魅力体感ツアー 戸出化成株式会社 独自の技術で、地域から全国、世界へと飛躍する

18 上野サイエンスの社から⑨ 国立科学博物館長 林良博 「智の人」南方熊楠の企画展

20 読者のひろば 学生の目 両親に感謝の日々 砺波市 塚田健悟（大学１年 １９歳）

22 お小遣い役立てて 出町青葉幼稚園の年長児

23 市町村議会 着実に施策展開 夏野市長が決意

23 来年度予算で要望書 自民市連と自民会

23 桜野氏 自民会に入会 会派構成は自民会１３、創生となみ２、市民の会１、日本共産党１となった

31 「事故心よりおわび」 えびす食中毒訴訟 東京地裁 証人尋問で元社長

富山 25 教育委員に林氏再任 本会議にて

25 栴檀山の復旧求め 自民砺波市連など

25 自民会に桜野氏入会 メンバーは定数１８人中、１３人となった

26 園児が善意を寄付 砺波・出町青葉幼稚園 ハンドベルも演奏

31 「苦しみ今も」と遺族 えびす訴訟結審 元社長は謝罪

北陸中日 16 響く、園児のベルと善意 お小遣いから８０００円寄託

読売 30 USO放送 砺波・越中之助

31 ユッケ食中毒訴訟 運営会社元社長「心よりおわび」 遺族 悲しみ改めて訴え

朝日 31 ユッケ食中毒 元社長が謝罪 賠償訴訟 東京地裁で結審

 ２１日　木曜日
北日本 15 回顧２０１７ 考古学 遺物が初の県文化財に

16 県内美術館・博物館の催し（１２／２１～１２／２７） 松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

16 花通信 県花総合センター 砺波市高道

17 情報かわら版 となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

19 剣道 県少年錬成大会 大会結果

20 読者のひろば ヤングコーナー 必修化はまだ早い  砺波市 今井英（富山高専１年 １６歳）

22 １０大ニュース発表 市政記者クラブが選考した市１０大ニュース

22 柔らかな作風の書 吉田さん作品展

23 交通安全願う門松 福祉施設６ヵ所に設置 砺波

富山 3 １８・１９歳投票率３５．５５％ 県選管発表  １０月の衆院選

27 「チューリップ球根栽培１００年」１位 砺波市１０大ニュース

28 飲食店街を巡回 砺波・出町防犯組合

31 ６１歳男性が一時不明 砺波署

北陸中日 5 テーマ特集 重大ニュース 明るい話題が将棋界に次々  上野亮平 ７５ 富山県砺波市

17 「球根栽培１００年」首位 砺波市 今年の十大ニュース

18 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

7 ページ



読売 30 叙位叙勲 １９日 従六位瑞宝双光章  苗田幾代子氏

毎日 26 都大路にかける 全国高校駅伝・チーム紹介㊤ 男子・高岡向陵 １４年ぶり１８回目

 ２２日　金曜日
北日本 1 天地人 冬至

3 県西部中心に死者３５５７人 邑知潟断層帯地震 県被害想定 建物全半壊１６万９６５６棟

11 ２５０人 多彩な歌・踊り 「新春民謡の祭典」 来月８日県民会館

11 回顧２０１７ 音楽 県出身の声楽家活躍  若手シンガーにも注目

13 しあわせカフェ 田園の食卓ノエル  ログハウスで癒やし提供

17 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール あすから県民会館  入賞・入選４５７点  デザイン

21 第４回卒業生に感謝状 庄川中 藤森さんの油彩画寄贈

21 図書館に１００万円寄付 河合さん（砺波）に感謝状 県立図書館

21 国保税率据え置き 市が来年度見通し

富山 1 県内死者 ３５５７人想定 「邑知潟」震源 Ｍ７．６の最大被害  ３断層帯調査、県が結果公表

3 耐震化や医療連携促進 ３断層帯調査で被害想定 県が防災計画改定案

22 庄川中に藤森さん 絵画寄贈で感謝状 砺波市

22 図書購入に１００万円 河合さんに感謝状 県立図書館

23 国保保険料は据え置きの考え 砺波市長

23 ロビー展 新富アートクラブの臨床美術展

25 ぜんざい販売収益金を預託 砺波市連合婦人会

27 地鳴り 早めの点灯を心掛けている  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

29 「予想以上」呉西に衝撃 各市、対策見直し  邑知潟断層帯の地震被害想定

読売 28 来年で「１００歳」県内に４社 「９０歳」は２社

 ２３日　土曜日
北日本 5 経産省選定 富山けん引 この３７社！ 県内選定企業一覧

5 通信容量無制限の無線サービス提供 TST・射水ケーブルに免許

26 松竹梅見て いい年を 砺波の村中さん寄せ植え 学校など１０ヵ所に展示

26 ぜんざい販売の収益金預託 砺波市連合婦人会 ２万円を砺波善意銀行に預託

27 職務代理者に小櫻氏 砺波市教委

32 入学準備金 前倒し急増 県内２市から１０市町に

33 部活動 週２日以上休み 来月から県内公立中高

富山 2 利賀ダム関連 ２４億円超 周辺整備、早期着工に期待

2 ヘリ離着陸場を整備 富山駐屯地 拡張用地にも進入路

27 林氏を再任 砺波市教育委員会

28 冬彩る七色タワー クロスランドおやべで試験点灯

28 交通安全推進で砺波、砺波工表彰 砺波署

31 地鳴り 堂々と着たい 着物は伝統 春川正人 ７０歳 砺波市

31 地鳴り 昭和世代には複雑な思いも 藤井昭道 ４５歳 砺波市

 ２４日　日曜日
北日本 12 第５回育英模試「受験校決定模試」結果報告 砺波地区 定員減により、各高校、激戦の様相！！

17 県内外３２５組 熱戦 バド砺波OP

24 Ｘマスムード盛り上げ 音楽やビンゴ楽しむ

24 子供歌舞伎へ決意新た 砺波 出町地区 児童７人初顔合わせ

24 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１７ 砺波市 ３月 民具が国重文に指定

25 大絵馬 願いかなえて 来年のえと描き奉納 児童 高瀬神社へ

29 地元のナンバーワン紹介 CATV新春特番

29 美しい混声合唱響く 合唱団となみの第２４回演奏会

富山 7 読者が選ぶ２０１７年１０大ニュース ３９ えびす食中毒、提訴５年で和解

20 晴れ舞台へ稽古 砺波・出町子供歌舞伎 東の７人、精進誓う

21 クリスマス 親子でケーキ作り 砺波 北陸のお母ＳＵN応援プロジェクト

21 砺波でコンサート クリスマス・メモリーナイト

24 学生巫女 奉仕誓う 初詣へ県内各社で認証式 南砺・高瀬神社

26 部活 週２日以上休み 県教委、全国初の通知

読売 25 ふるさと写真館 建物も味わい深く 三郎丸蒸留所（砺波市）

 ２５日　月曜日
北日本 10 回顧２０１７ 美術 作家の熱意 アートけん引
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12 越中富山ふるさとチャレンジ 「ふるさと博士」に７０５人 合格者の声 瀬戸宗明さん ４２歳 砺波市

15 とやまスポーツ回顧２０１７－２２－ サッカー、ソフトテニス

17 卓球 県新人大会 大会結果

20 呉羽ＦＣフォーラス総合Ｖ フットサルのＳＥＩＢＵ・ＣＵＰ

21 砺波・砺波工高 優秀校で表彰 自転車マナーコンテスト

21 エステや演奏楽しむ 「美 マルシェ」

 ２６日　火曜日
北日本 17 病気 早く癒やして 砺波の病院に福寿箸贈る 井波高瀬神社

17 病気 早く癒やして 患者にオカリナ披露 砺波で高岡のグループ

17 砺波高放送部 感情豊かに朗読 今年最後の「にぎわい市」

24 救急搬送中脱輪 病院到着遅れる 砺波地域消防組合

富山 4 ウイスキーと日本酒相乗効果 若鶴酒造・串田社長

22 患者に笑顔を 福寿箸を贈る 南砺・高瀬神社 砺波総合病院に

22 患者に笑顔を オカリナ演奏 砺波誠友病院クリスマス会

23 ロビー展 平岡和代短歌教室和みの会 富山銀行庄川支店

23 ロビー展 手をつなぐとなみ野作品展 北陸銀行庄川支店

24 壊れたおもちゃ修理 砺波工高生が「病院」開設

24 県新人卓球大会 大会結果

27 事件・事故 救急車脱輪、１０分遅れる

27 地鳴り 人手不足の根幹に少子化 角栄一 ６６歳 砺波市

27 地鳴り 県人そろう来季の日ハム 岡野利雄 ６１歳 射水市

27 地鳴り 体力の限界感じる除雪 犀川寮明 ６９歳 砺波市

北陸中日 18 救急車が脱輪 搬送１３分遅れ 砺波地域消防本部

19 おもちゃ治療 お手の物 福野で「病院」 砺波工高生が修理

19 患者の回復願う「福寿箸」 砺波総合病院に高瀬神社寄贈

 ２７日　水曜日
北日本 1 富富富 作付け５３５ヘクタール 想定の半分 収穫２７００トン見込む

3 県立高校再編 非公開で２回目会合 「率直な意見交換」が理由

3 公務員給与指数 県内１５市町村９８．４ 国の水準下回る 県は９８．６

10 市民公開講座 前立腺がん 効果と副作用で考える 市立砺波総合病院 江川雅之氏

20 全国珠算学校連盟検定合格者 合格者一覧

20 第３０９回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

21 書き初めに向け筆遣い手ほどき 本社砺波支社で教室

21 音声パネルで校舎案内 砺波工高電子科生が製作

21 入場７万人「イベント定着」 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１７

21 台風被害用水にポンプ 東別所 応急用 国の貸与活用

富山 2 有効求人倍率１．８０倍 １１月の県内、全国８位に

3 県立高校再編 対象校名、時期挙げ議論

22 砺波工高生が会話案内板 大会に向け市役所で施行

23 来年のコメ 栽培可能に 台風で用水分断 仮設ポンプで代替

23 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 来場者７万人で好評 砺波、実行委員会が来社

25 県高校ソフトテニスインドア選手権 大会結果

26 「花の大谷」楽しんで 来春のチューリップフェア 夏野砺波市長 金沢本社でＰＲ

28 職員給与指数 財政硬直化の高岡市 県内最高値、全国４６位

28 「富富富」生産者応募 ４８９経営体から５３５ヘクタール 県最大想定の半分

29 県と１１市町村 寄付額減 １１月末 ふるさと納税 返礼品 ３割制限が影響

29 ユーチューバーにストーカー容疑 千葉の２９歳女逮捕

北陸中日 14 地域未来派 砺波・川越美子さんの第二の人生 笑顔あふれる町の駄菓子屋

16 越中春秋 回顧編 ’１７⑨ 砺波の生活・生産用具 重文に 市民協力 収集５０年

16 崩落の用水路に応急ポンプ設置 砺波 耕作継続へ望み

17 砺波工生発 しゃべる案内板 市役所に試験設置

読売 25 「富富富」の生産者申込み面積５３５ヘクタール となみ野（砺波、南砺市）は６１ヘクタール

25 「タミフル」９万２０００人分廃棄 県「新型インフル流行なく」

25 搬送中の救急車 脱輪 砺波地域消防組合が発表

朝日 20 保護者・校長「通学配慮を」 県立高再編巡り 会議で意見述べる

 ２８日　木曜日
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北日本 10 県内美術館・博物館の催し（１２／２８～１／１０） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

10 花通信 県花総合センター 砺波市高道

11 情報かわら版 となみ野

11 朝市夕市 県内 砺波市

16 北日本文芸 年間賞 歌壇 高畠陽子  俳壇 小野田裕司 中邨宗承 詩壇 蓮井信吉

19 読者が選ぶ２０１７県内ニュース 当選者

22 仲間と集う １６年生まれ還暦の会（砺波市 上田登昭）

22 仲間と集う 青島丑寅会（砺波市 米道信宏）

23 仲間と集う 砺波市身体障害者協会庄川ブロック会南般若支部（砺波市 坂井尚義）

23 仲間と集う 庄川中４６期卒同窓会（高岡市 桜井弥鈴）

26 年末年始の業務案内 砺波

27 砺波の味 ２００年ぶり〝帰郷〟 家庭料理べんけい 移住者南相馬で伝承 郷土資料館「再び広めたい」

27 子どもたちが正月飾り作り 出町児童センター

27 ロビー展 県信用組合出町支店

33 記者ぶろぐ 思い出詰まった駅舎

34 はじめしゃちょーストーカー被害 砺波出身ユーチューバー

34 雪で交通に乱れ 県内  除雪の男性 大けが

富山 2 社説 年末寒波襲来 台風並みの暴風に備えを

25 富山文芸 １２月賞 歌壇 佐伯裕子選  佳作 山森和子

30 市町村回顧 ２０１７① 世界が認めた財産 砺波市 チューリップ球根栽培１００年

31 華やか 正月ムード広がる 砺波・チューリップ四季彩館「季節を彩る花々」

31 砺波署前に交通安全門松 砺波安全運転管理者部会

32 年末年始 窓口・ごみ情報 砺波市

北陸中日 23 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 20 回顧２０１７ 富山この１年 ㊦ ９月７日 ユッケ食中毒事件

 ２９日　金曜日
北日本 16 富山の魅力 写真でPR 本社砺波支社カルチャー教室講師 安念さん  企業３社カレンダーに

16 初売り情報 砺波

20 「火の用心」呼び掛け 県内で歳末消防特別警戒  大きな役割果たして 砺波

22 ジャパンライフ 相談 １０年で１５００件 総額１００億円

富山 2 県内自治体で執務納め式 総合計画順調に  夏野砺波市長

21 嶋田、大隅さんV 第３４回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

21 ロビー展 「純の会」作品展 富山銀行砺波支店

21 「火の用心」地域くまなく 各地で歳末特別警戒 砺波

22 年末年始レジャー情報 砺波市

25 地鳴り 葉を落とした木立の美しさ  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

北陸中日 14 越中春秋 回顧編’１７⑪ ものづくり県の働き方 経営者の意識カギ

 ３０日　土曜日
北日本 3 県内選挙この１年 ３市２町 議員選

5 東京五輪文化プログラム 開催意欲２７％止まり 市区町村調査 周知不足や財政難

5 社説 砺波地方の屋敷林 保全の機運を高めたい

12 卓球 全国ホープス選抜大会県予選会 大会結果

12 卓球 全国中学選抜大会県予選会 大会結果

12 ソフトテニス 県高校インドア選手権 大会結果

16 仲間と集う 東野尻小同級会 （砺波市 川辺平三）

16 各地の元日マラソン 砺波

20 ジーアンドエス（金沢）最終審査へ 女性起業家支援コンテスト 浮津さん（砺波）サポート

富山 23 砺波総合病院 退院患者向け かかりつけ医選び支援

北陸中日 12 ニュースダイジェスト １月 「砺波の生活・生産用具」について重要有形民俗文化財指定

14 北陸３県スキー場案内 となみ夢の平

 ３１日　日曜日
北日本 3 県政回顧２０１７年 北陸新幹線 新高岡「かがやき」減便 定期便化へ運動継続

10 仲間と集う 石岡先生と語る会 （砺波市  黒田美紀子）

11 仲間と集う 第２回観瀾日本人交流会ＯＢ会 （砺波市 坂井勇雄）
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13 受講生３２人 正月料理作り 総合カレッジＳＥＯのおせち料理講座

18 とやまｗｅｂｕｎランキング 年間総合 ⑥砺波・寺尾温泉７月“復活” 長野の会社借り受け運営

富山 14 くらしの日記 根性  伊藤芳子 ７７歳 （砺波市高波）

16 地物ふんだん 三段重 砺波・総合カレッジＳＥＯ

17 合宿学習 充実の年末 県砺波青少年自然の家 中学生５１人参加

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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