
　　　　　　　２０１５年（平成２７）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　火曜日
北日本 3 委員長に山本氏 予算特別委

3 優良工事で５１業者表彰 本年度の県建設優良工事表彰

16 バスケットボール　第４２回全日本クラブ選手権県予選 男子３回戦　庄西ク79-71ＡＬＩＶＥ

16 剣道　第６３回県大会 団体①砺波剣友会　他

18 読者のひろば 度胆抜かれたテロ　砺波市　福岡みよ子（無職　９０歳）

21 青少年健全育成考える 砺波市の青少年健全育成大会とＰＴＡ連絡協議会講演会、公民館研究大会

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年　安念颯大君

26 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

27 １３日砺波でトルコ映画祭 ヤロバ市との文化交流が縁

富山 1 第６４回富山県農村文化賞 かんきょう下村保全会（柴田博基代表、砺波市庄川町青島）

3 建設４部門で功績たたえる 県建設優良工事、県産業経済部門建設功労、県建設業新分野進出企業の表彰式

26 わが町朝市夕市 砺波市

27 砺波で４０チーム熱戦 県バレーボール小学生大会

27 藤井プロ準優勝 第１１回富山新聞社杯県オープンビリヤード

27 きょうから１２月 「けやき展」１９日開幕

27 砺波剣友会Ａ２連覇 第６３回県剣道大会

29 地鳴り 友人栽培のパパイア頂く　角栄一　６３歳（砺波市）

北陸中日 23 となみブランドに うまみ自慢 庄川おんせん野菜

読売 27 １８歳選挙権小中も出前授業 １１市町村選管「要請あれば協力」

　　２日　水曜日
北日本 5 ＣＡＴＶ４社クラウド 富山・高岡・となみ・射水 高速で安価な基盤提供

19 砺波のチューリップ各地で植え込み 春の開花待ち遠しい

24 砺波チューリップ公園 〝光の花〟咲き誇る　タワーや花壇鮮やか

24 高岡・山町ポエム大賞入賞作 富山・砺波で展示

24 年末特別警戒各地で出発式 砺波署では自主防犯パトロール隊員ら６０人が参加

富山 1 農林振興功績たたえ 県農村文化賞贈呈式６団体を表彰

1 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 砺波彩る光の花

2 出町小・越塚さん 文科・総務大臣賞 明るい選挙啓発ポスター

16 うちの店のイチ押し とべーぐる砺波マチナカ店（砺波市豊町）店長・梅基洋子さん

20 県内各地、式やキャンペーン　年末警戒へ出発 砺波署では自主防犯パトロール隊員ら６０人が参加

21 お年寄りに大根贈る 砺波・庄東小野菜栽培ク

21 申の置物で新年の幸を 砺波 越中三助焼、製作着々

21 ケアホームあきもと開所 砺波・秋元　通所、訪問看護、短期入所が一体

21 機能別団員に初辞令 高畠尚志さん（58）＝頼成と片山雅喜さん（57）＝三合が入団

23 砺波市民が球根植栽 チューリップ開花心待ちに

23 被災地で植え込み トナミ球根研究会　宮城の保育所など訪問

23 砺波市も開設 １日、市除雪対策本部を設置

24 県農村文化賞の受賞夏野砺波市長に報告 下村保全会

北陸中日 14 除雪対策本部を設置 砺波市

15 チューリップ夜咲いた 砺波の公園 ＬＥＤ１０万球で演出

15 来春フェアに向け球根３０００個植え込み 砺波市　市民ボランティア

朝日 26 展覧会 Ａｒｔｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ　風　大作公募展　砺波市美術館

26 美しい島、台湾～クリスマスの夢 砺波市中村のチューリップ四季彩館

　　３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

22 来春台湾客に記念品 砺波　チューリップ四季彩館福祉作業所油田エコたわし作製

22 ＯＢの力借りよう 砺波　市消防団機能別団員に辞令

22 １０周年でコンサート 砺波市宮森のみやの森カフェで
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23 市町村議会　砺波 「フェアへの誘客期待」　台湾でチューリップ開花事業

23 〃 出町認定こども園　幼稚園に増築し整備

23 孫とおでかけ支援開始 射水市

25 来年の置物でごザル 越中三助焼　

富山 27 リンゴと柿おいしい 砺波で園児が試食、収穫

27 市町村議会（２日）　砺波市 保育サービス充実　出町認定こども園　０歳児２４人、総定員２７０人

27 〃 ２店に空き店舗補助

27 孫とおでかけ支援来年４月本格実施 射水市

27 若者対象の事業考える 北陸銀行砺波支店のとなみ野レディースサロン

28 日本海ガス社長勉学の意義伝え 砺波・出町中

29 チューリップフェア誘客へ 台湾客にエコたわし　砺波の四季彩館福祉作業所と連携

30 ５４１人減の８８万７７７４人 県内の選挙人名簿登録者数

31 地鳴り 今までにない出来栄えに　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 18 補正予算４億３０００万円 砺波市議会で上程

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 29 議会だより　２日 砺波市

朝日 29 ニュース短信 砺波市議会が開会

　　４日　金曜日
北日本 5 パナ・タワージャズ 半導体基板 出荷６割増

8 第35回全国中学生作文コンテスト 富山地方法務局賞　砺波市立出町中学校３年　清水 佳乃さん

23 仲間と集う 「となみ散居村の記憶」出版記念会

26 除雪対策本部を開設 砺波

富山 25 砺波・県花センター Ｘマスへ　ツリーとシクラメン

北陸中日 16 県選挙人名簿登録者数 541人減の８８万７７７４人に

17 江戸期の土蔵 よみがえれ 砺波・千光寺の市文化財修繕

毎日 22 庄川おんせん野菜 となみブランドに トマトなど７種

　　５日　土曜日
北日本 15 宮本輝氏選 第５０回北日本文学賞 ２次選考通過１９９編

18 きょうから砺波大会豊田合成が意気込み Ｖ・プレミア男子

27 砺波の小学生３人 全国大会出場市長に報告　からくりで夜高祭りＰＲ

27 農家レストラン大門 砺波　来店１万人を達成

27 演奏でⅩマス盛り上げ 砺波　県花総合センター・エレガガーデン

30 著名人らの色紙展示 県善銀が頒布展

30 記者ぶろぐ 県内人口増加か？

33 県内雷猛威各地で停電・断水 ９市町に暴風警報　砺波で２７．５㍍

富山 26 空き家活用前進 砺波・大門 農家レストラン開業９カ月、入店１万人

27 砺波市長に結果報告 夜高行燈からくり披露　全国出場の児童３人

29 きょうから砺波２連戦 バレーＶプレミア男子　豊田合成、市役所で抱負

33 県内雷雨、風大荒れ 鉄道や航空便、大幅に乱れる

北陸中日 15 農家レストラン入店客１万人超 砺波・大門

読売 27 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

27 〃 俳句         砺波市　源通ゆきみ

　　６日　日曜日
北日本 16 Ｖプレミアリーグ 男子砺波大会　豊田合成９連勝

25 華やかな生け花２５点 砺波　稲垣美梢（しょう）社中

30 一足早くⅩマス満喫 砺波でこどものつどい　ピエロの芸に笑顔

30 古里出身の作家紹介 庄川美術館　彫刻や洋画４０点

30 美の祭典第１０回越中アートフェスタ 「斬新な表現」来場者感心

富山 21 庄東センターでフェス 砺波市社会福祉庄東センターの「ふれあいフェスティバル」

22 男子バレーＶプレミア砺波大会 豊田合成全勝守る

　 22 始球式でサーブ 夏野修砺波市長

25 地鳴り 母を連れて近くの銭湯へ　角栄一　６３歳（砺波市）

25 〃 したいことにどんどん挑戦  石川祐惠 ６７歳（砺波市）

27 進まぬ地籍調査 自治体でばらつき、課題多く

北陸中日 20 砺波の夜高からくりがＰＲ 小学生３人が全国出場報告
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　　７日　月曜日
北日本 8 読者写真コンクール１１月の入選作 最終選考進出者　橋場正夫（砺波）

12 Ｖプレミアリーグ　男子砺波大会 豊田合成が今季初黒星

15 バスケットボール　全日本クラブ選手権県予選 男子４回戦 庄西ク73-69PSCDｏｕｂｌｅ、準々決勝　砺波ク75-66籠巧会

16 Ｔ１・ＭＶＰに武隈（富山東高） 県サッカー協会Ｕ－１８リーグ チームや選手表彰

16 ビーチボール　砺波市協会長杯争奪大会 大会結果

16 ペタンク　油田会長杯室内大会 ①木下Ａ②三郎丸Ｄ③中村Ｂ

20 若手劇団員ら熱演 高岡　砺波市を拠点に活動するアマチュア劇団「劇団すばる」

21 砺波・杉木自治会加入人口 １０００人達成結束さらに　１０年で倍増記念の集い

　 21 ざっくばらん 砺波市少年少女発明クラブ指導員　堀一雄さん（砺波市・６１歳）

21 心も和むりんご風呂 砺波市福祉センター北部苑

21 百万石支えた民具に理解 砺波　砺波民具展示室の民具デー

21 エコキャップ役立てて 砺波　五鹿屋幼稚園

富山 14 もちつき「ヨイショ」 砺波・五鹿屋地区　田んぼに描いたハーティ登場

15 農作業のジオラマ公開 砺波郷土資料館の民具デー

15 第４８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 西島が優勝

15 砺波で北野さん熱唱 砺波市栴檀野体育館の会館１４周年記念歌謡ショー

15 砺波でふれあいの集い 砺波市福祉センター苗加苑と南部ディサービスセンターの「南部ふれあいの集い」

17 男女共同参画考える 県と砺波市などの「砺波市男女共同参画推進のつどい・「女（ひと）と男（ひと）のパートナー会議」

19 豪快プレー１８００人歓声 男子バレー　Ｖプレミア砺波大会

20 砺波・杉木自治会 若者転入で住民１千人超　区画整理完了イオンも影響

20 月曜インタビュー 砺波市球根組合長　石田隆紀氏　チューリップ王国守る

21 地鳴り ゆるキャラどう活用？　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

21 〃 天神信仰にみる少子化　武蔵桂　７８歳（高岡市）

21 月曜川柳 別所武（砺波）

北陸中日 5 発言 侍ジャパンのＶ奪還信じる　上野亮平　７３　富山県砺波市

16 杉木自治会加入者１０００人超えでつどい 砺波で世代間交流

17 昔の民具に触れる 砺波　家族連れが使い方体験

17 田んぼアートの収穫米で餅つき 砺波・五鹿屋幼稚園

読売 33 車椅子バスケ県勢健闘準Ｖ 東海北陸ブロック大会

　　８日　火曜日
北日本 13 こうごさんをモデルに描いたイラスト 砺波市の漫画家、宮永輝彦さん

14 とやまスポーツ回顧２０１５　■７■ ダンススポーツ

18 男女共同参画社会に理解 砺波　砺波市男女共同参画推進のつどい・女と男のパートナー会議

19 飲酒運転追放ひょうたん 砺波　砺波署と砺波市交通安全協会

19 チューリップフェアへ植栽 美術館前に展示 砺波　きれいに描け花模様

19 大絵馬にサル生き生き描く 砺波　支社カルチャー教室

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年　竹端悠拳君

　 26 教科書閲覧 「処分含め検討」　県教委調査

富山 24 交通安全推進 砺波市安協飲食店に寄贈　ひょうたんで飲酒運転追放

25 半身不随 砺波・埜村さんが広報紙 リハビリ兼ね富山紹介

25 赤ちゃんに触れ子育てを実感 砺波高、スマホも学ぶ

26 農地林務優良工事で表彰式 県砺波総合庁舎

26 わが町朝市夕市 砺波市

27 チューリップ 美術館に彩り 砺波市民が「庭園」整備　来春のフェアへ

27 高岡漆器ＰＲへ協同組合がパネル 地場産業センター

30 三省堂「組織判断で開催」 教科書謝礼問題　県教委「深くおわび」

北陸中日 17 交通安全推進へ一手 ひょうたん飾り飲酒運転追放を　砺波署、飲食店に贈る

30 教科書問題、文科省に報告書 県内の１教員が１０年の会議出席

読売 33 マイナンバー返送相次ぐ 高岡、射水市は日曜も窓口

毎日 32 教科書閲覧 県内教員「会議」に参加

　　９日　水曜日
北日本 3 ５割が搬送２０～４０分短縮 ドクターヘリ出動１０４件　救命率向上に効果

14 とやまスポーツ回顧２０１５　■８■ スキー

富山 18 文芸喫茶 海潮砺波歌会１１月例会
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21 ふるさとの良さ知って　砺波 移住体験ツアー初企画

21 〃 散居村ミュージアム　児童が絵はがき

　１０日　木曜日
北日本 13 とやま文芸散歩 平岡和代　砺波市

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

16 とやまスポーツ回顧２０１５　■９■ 剣道

20 農業まつりの売上金預託 砺波　ＪＡとなみ野女性部

21 たんぽぽ書心苑３５周年記念展 砺波　ギャラリーみかん堂で

21 文科大臣表彰を報告 砺波　庄川子どもわくわく教室

22 ふるさと探訪　富山県の近代史　43 鉄道網（下）　車普及で相次ぎ廃線

25 ＪＡ全中会長賞に土居野さん（庄川小６年） 「ごはん」コンクール

26 チューリップ球根栽培 土壌診断で病気防げ

26 となみ政経懇話会　奥様合同例会 川上さん（シャンソン歌手）講演

28 砺波・４１歳の黒田さん公務員辞め後継者に 大門素麺「父の味守る」

29 南砺の中学校長が参加 三省堂教科書閲覧 ７万５０００円受け取る

富山 28 演奏や会食 親子で満喫 砺波・南般若　ゆめっ子広場企画

29 農業まつりの益金寄付 ＪＡとなみ野女性部

29 農業委が建議書提出 砺波市農業委員会

29 文科大臣表彰を報告 砺波市庄川地区の放課後子供教室「庄川子どもわくわく教室」

30 砺波の２図書館 ３冊パックで貸し出し

30 １９日に「おはなし会」 砺波図書館

31 砺波・四季彩館 一年中楽しめる　チューリップ台湾にＰＲ

31 第４２回全日本クラブバスケットボール選手権県予選第４日 男子準々決勝　砺波クラブ75-66籠巧会

33 地鳴り お金を届けても対応は三者三様　犀川寮明　６７歳（砺波市）

34 南砺の中学校長出席 三省堂の会議　７万５千円受領

北陸中日 15 となみチューリップフェアＰＲ 台湾の旅行社四季彩館視察

19 園芸研究成果を発表 砺波で県担当者　チューリップなど

22 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 編集会議出席は南砺の中学校長 三省堂教科書問題

読売 29 三省堂編集会議 出席の校長「配慮足りず」

朝日 31 三省堂の教科書「編集会議」 出席は南砺の校長

毎日 24 教科書閲覧三省堂会議 参加は南砺市立中校長

　１１日　金曜日
北日本 16 とやまスポーツ回顧２０１５　■10■ バスケットボール

21 仲間と集う 中野希生会研修親睦旅行（砺波市　藤井成正）

21 〃 古河航空機乗員養成所第五期生会（砺波市 今井友）

25 市町村議会　砺波市 市庁舎整備へ基金　新築や耐震化で創設

25 〃 ３歳未満児受け入れ　１７年度から育休中の支援充実

25 〃 Ｕターン促進へ給付型奨学金新設

25 〃 代表質問　飯田修平氏　認定こども園開設に向け準備

25 観光振興願い寄付 砺波

富山 24 飲食店に飲酒運転追放のひょうたん 砺波市安協が配布

25 市町村議会　（１０日）　砺波市 ３歳未満児　育休時継続受け入れ　保育所、来年度から

25 〃 市庁舎耐震化で年度内整備基金

25 クリスマス気分満喫 砺波・苗加苑　親子、ツリー飾る

26 社会人の講義進路の参考に 砺波高

26 若手職員が地域観光考える 砺波市の若手職員を対象にした講演会「〝となみ創生〟アスリード養成講座」

27 稲穂、東野尻が決勝大会進出 第７回ロングラン親善ゲートボール大会第２日

29 地鳴り 山道を友と歩いて通学  西川良子 ６３歳（砺波市）

29 コント 砺波・越中之助

北陸中日 12 平和の俳句 砺波市　藤井健治

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館
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　１２日　土曜日
北日本 24 仲間と集う 東洋大釣友会OB懇親会　　　　（砺波市　　今井久人）

26 砺波できょうから 製造道具を展示 となみ散居村ミュージアム

27 城端線車窓に花の景観 市町村議会　砺波

27 田中さんの１００歳祝う 砺波市庄川町三谷

27 事故防止願いツリー点灯 砺波署

富山 27 市町村議会（１１日） 砺波市　県チャレンジ事業を計画　チューリップ切り花

28 事故防止、年末警戒へ　県内各地 砺波署

31 地鳴り 実証バス路線本格運行を  石川祐惠 ６７歳（砺波市）

北陸中日 30 となみ野アート 女性の空白時間を表現  

読売 29 よみうり文芸　　　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　　西能さとみ　　

29 〃　　　　　　　　　川柳　　 脇坂　正夢選 砺波市　　源通ゆきみ　　

　１３日　日曜日
北日本 18 県内教職員ら卓球で親ぼく 高岡　シックスティ男子③林宣彦（砺波高ＯＢ）

18 卓球　大阪国際招待選手権県予選会 大会結果

25 砺波・当番町の中町 子供歌舞伎来春へ始動　役者・指導者初顔合わせ

30 キラキラミッション 砺波チューリップ公園　キャンドルアート登場

富山 20 自分たちのⅩマス満喫 砺波・太田公会堂

20 〃 イオンモールとなみ　園児１２３６人サンタに願い事

20 〃 県砺波自然の家

21 砺波・出町子供歌舞伎　来年４月末上演 配役が決定衣装合わせ

21 砺波で移住体験会 都市圏の３人古民家を実感

21 興味に感謝 増山城跡解説「曲輪の会」　砺波・ふるさと探訪の絵はがき展に

23 富山新聞文化センター　となみ・ラモーダ ジュニアゴルフ上達ぶり確認

25 砺波で県小学生バレー 男子４強　女子は８強決定

25 デスク日誌 砺波地域に脈々と続く技

26 砺波チューリップ公園 キャンドル絵幻想的　キラキラスペシャルＤＡＹ

28 カモシカ目撃市またぎ捜索 砺波、南砺

北陸中日 17 衣装合わせ似合う？ 出町子供歌舞伎 来春の配役も決まる

17 砺波で製作道具展 散居村に彩った瓦に迫る

　１４日　月曜日
新聞休刊日

　１５日　火曜日
北日本 21 卓球の技術向上目指す 松本杯第６０回砺波市選手権一般の部

21 力強い技次々と 柔道の第２７回若獅子青少年大会

23 らいちょう　第２７回県高校文化祭ニュース（下） 放送　練習の成果競う

23 〃 定期発表大会　県代表に島樋さん

23 〃 神通

23 〃 あとがき

26 切り花出荷スタート 砺波　チューリップ生産者グループ２０万本見込む

26 ぜんざい販売の収益金預託 砺波市連合婦人会

26 島田さんのエピソード紹介 砺波　「外次郎からはじまる物語-コレクション展」

27 市町村議会　砺波 チューリップ球根のネット栽培機 本格運用へ軽量化

27 〃 婚活支援活動の現状と課題理解

28 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年　林靖人君、大窪愛莉さん

30 砺波市と市友好交流協会３００人感動作鑑賞大使招きトルコ映画祭

31 砺波でガードレールに衝突男性重傷 １４日午後４時４０分ごろ、砺波市太郎丸の北陸自動車道上り線で

富山 24 商業施設の消防設備点検 砺波消防署の歳末特別査察

25 チューリップ切り花出荷始まる 砺波　３０品種２０万本を全国へ

25 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 出店の収益金預託　砺波市連合婦人会が３万円

25 トルコ大使表敬友好の促進誓う 砺波市役所

25 市町村議会（１４日）　砺波 チューリップネット栽培機来秋本格稼働へ

25 ケーキ作りで交流 ガールスカウト県連盟第１２団のクリスマス会

26 となみブランド タマネギ作付１００㌶突破

26 わが町朝市夕市 砺波市
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27 砺波・県小学生バレー 男子　庄川１８年ぶりＶ

29 事件・事故 北陸道でガードレールに衝突

30 １３８件減の５６５１件に １１月末、県内の刑法犯　戦後最少さらに

北陸中日 17 クッキングコンテスト北陸大会 優勝を除く入賞の皆さん

19 商業施設の防火を砺波消防署が点検 灯油売り場の消火設備を点検する署員ら

　１６日　水曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い【兼題 クリスマス・落葉】 特選 二俣れい子、佳作 広橋玉枝

15 とやまスポーツ回顧２０１５　■１３■ 体操

17 特殊詐欺に気を付けて 砺波郵便局　利用者にチラシ

17 ７０人で壮大な吹奏楽 砺波

21 市町村議会　砺波 砺波総合病院　「地域医療支援病院」目指す

21 多彩な民謡披露 砺波　民謡グループ「和（やわらぎ）の会」の第２０回クリスマス会

25 作品展の収益預託 百合工房の松原さん

26 来春フェアもきれいなチューリップ 砺波　球根３０品種植え込み

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１１月句会

20 となみチューリップフェアへ 地元組合、球根を無償提供　生産者自ら植え込み

21 今年最後の年金支給日　特殊詐欺、気を付けて 砺波郵便局

21 市町村議会（１５日）　砺波市 マイナンバー通知未交付は７３０通

22 ふるさと上空 砺波市神島

22 図画コンクール７人に表彰状 伏木海上保安部

22 荒井さん親子優勝 クッキング北陸大会

24 県砺波青少年自然の家 冬休みの勉強お助け　富大生が先生役

朝日 29 チューリップの球根 砺波市など 冷蔵技術で開花促す

　１７日　木曜日
北日本 5 ２０１６年を描く県内トップインタビュー　⑦ 北陸コカ・コーラボトリング社長　稲垣晴彦氏

13 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市　中井溥子、安念智栄子

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

17 とやまスポーツ回顧２０１５　■14■ ソフトボール

21 市町村議会　砺波市 病院窓口で市税納付１０９件３９８万円

22 ふるさと探訪　富山県の近代史　44 高速道路の整備　小杉-砺波開通に１０年以上

富山 22 富山新聞文化センターだより 和やかに一服　八田嵩さん（砺波市頼成）

27 忘年会で民謡楽しむ 砺波・リハビリ友の会

27 市町村議会（１６日）　砺波市 園舎の補助基準示す

27 集落営農の再編で研修 砺波農林振興センターの砺波地域農業法人化推進研修会

31 第４２回全日本クラブバスケットボール選手権県予選第５日 男子準々決勝　⑥116-77庄西クラブ

31 大阪国際招待卓球選手権県予選 ホープス男子　③近藤（砺波ジュニア）

34 富山新聞社提供　ふるさとを拓く 岡本社長（立山酒造）１９日出演　富山テレビで午前１１時半から

北陸中日 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

22 ２０１５年度中日ボランティア賞 おはなしポケット＝砺波市　子どもを本好きに

　１８日　金曜日
北日本 3 市町村一律で1.1％減目標 砺波市　15,879ｔ

23 新図書館建設に寄付 河合さんへ感謝状 砺波

23 合唱やゲームで交流 砺波高校家庭クラブ

23 林さんの１００歳祝う 砺波

富山 29 チューリップ 2万5千本で花の大谷 砺波・来年のフェア 「二つの壁」設置

29 河合さんに寄付感謝状 砺波市野村島の河合泰さん（82）

29 林さんの１００歳祝う 砺波市頼成の林あや子さん

29 砺波高生、南砺の施設訪問 砺波高校家庭クラブ

33 地鳴り 茶会に参加し里芋おはぎ頂く　　　西川　良子 63歳（砺波市）

北陸中日 17 「夢」と「希望」の大花壇 砺波、来年の「フェア」デザイン

読売 31 おでかけガイド　　歴史・伝説ハイク 安居寺

　１９日　土曜日
北日本 15 回顧２０１５考古学　鹿島昌也 「つながり」で新たな成果　調査・研究の動向
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23 砺波千光寺御幸門の修復完成 こけら葺き風屋根復元

23 市町村議会　砺波 庄川若者の館無償譲渡　水害予防組合議員を選出

23 論戦を振り返って 一時退所見直しを評価

23 自治振興会への補助金復活検討 砺波市

富山 27 薬物乱用の怖さ学ぶ 砺波・出町中

27 砺波市議会（１８日）　砺波市 教育委員に信田氏

27 自治振興会に今年度交付金 砺波版の地方創生を推進する施策として

28 ３４３人が入賞　 とやま科学五輪　きょう表彰式

29 光と音楽で砺波盛り上げ キラキラミッションきょうＤＪナイト

30 御幸門の修復工事完了 砺波・千光寺 市指定文化財を継承

31 地鳴り 農業は一体どうなるのか　犀川寮明　６７歳（砺波市）

31 コント 砺波・越中之助

32 富山新聞社提供ふるさとを拓く 岡本社長（立山酒造）きょう出演

北陸中日 16 １３議案可決し閉会 砺波市議会

17 砺波・千光寺の御幸門修復竣工式 江戸初期の造りを再現

読売 31 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

33 来年の新成人９９８５人 県教委

33 議会だより　１８日 砺波市

　２０日　日曜日
北日本 3 県内自治体の総合戦略 人口減対策知恵絞る

21 となみミュージカルキッズ来年３月５、６日 元気な１０周年公演に

21 おもてなしの心で運営 砺波　夢の平スキー場安全祈願祭 営業は積雪待ち

富山 19 園児に飛騨の昔話情感たっぷり披露 砺波図書館

23 県溶接協議会 団体敢闘賞　砺波工

23 討論や課題研究学習成果を発表 砺波高

24 キラキラみんナイ！でＤＪナイト 砺波チューリップ公園　光と音の共演堪能

26 雪不足早く降って！ 県内３スキー場 開業、安全祈願

北陸中日 5 ミニコント 砺波・越中之助

17 シーズンの安全を祈願 夢の平スキー場

　２１日　月曜日
北日本 11 富山文芸散歩 山本允子　砺波市在住

17 ソフトテニス　県高校インドア選手権 男子個人決勝　南部・徳川4-0滝本力・藤森祐汰（砺波工）

17 卓球　松本杯第６０回砺波市選手権大会小中学生の部 大会結果

21 ブラームスの「愛の歌」披露 砺波　合唱団となみ

21 ９０人激しく打ち合い 南砺　砺波地区少年剣道錬成大会

26 功労会員を表彰 県柔道整復師会と協同組合

富山 16 児童８９人が熱戦 第２１回砺波地区少年剣道錬成大会

17 ロビー展 杉森律子さん日本画展

18 創立９３年を祝う 県柔道整復師会

　２２日　火曜日
北日本 19 JAとなみ野 特産タマネギ作付100ﾍｸﾀｰﾙ超 栽培８年目で目標達成

19 １位「城端線より便利に」 砺波　市が10大ニュース発表

19 古里描いた絵はがきずらり 砺波「ふるさと『となみ』探訪事業」絵はがき展示会

23 女性コンソート凪が児童に歌プレゼント 砺波・庄東小でコンサート

24 小学生は１１人中学生は１人満点 県思考大会

24 舞台の喜び次の１０年に となみミュージカルキッズ 地域社会賞受賞祝う

24 善意のともしび 砺波善銀

25 マイナンバー普及へ独自サービス 高岡・砺波両市が図書館カード化検討

25 砺波で住宅半焼 砺波市中村、アルバイト店員、中本好裕さん（42）方から

富山 23 来年産５千ﾄﾝ、４億円を ＪＡとなみ野のタマネギ

23 「城端線便利に」１位 砺波市１０大ニュース

24 地域医療最前線　７ 金井　正信さん（62）医療法人社団力耕会（砺波市）理事長

27 地鳴り ぬくもりある石油ストーブ　　石川　祐惠　67歳（砺波市）

28 民家２階燃える 砺波、けが人なし

北陸中日 16 個人番号カードの事務手続きを説明 県、市町村に
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　２３日　水曜日
北日本 14 とやまスポーツ回顧２０１５　■20■ レスリング　島田寿男県レスリング協会理事長

20 岸渡洪水調整池の太陽光発電を視察 砺波　夏野市長ら

21 門松に交通安全願う 砺波　砺波安全運転管理者部会

26 わくわく冬休み ５市町村小中学校で終業式

27 砺波の住宅火災、火元は寝室か ２１日に砺波市中村の住宅を半焼した火災

富山 24 砺波市内の施設も６カ所 交通安全の願いを込めた門松を設置した

25 砺波市長ら視察 岸渡の太陽光発電

25 高瀬神社、病院に福寿箸贈る 砺波総合病院に

27 砺波に硬式野球チーム 中学生対象　来春に本格始動

28 「チューリップ見に来て」 砺波市長　金沢本社でフェアＰＲ

29 地鳴り 責任持って温暖化防止　別所武　７６歳（砺波市）

30 さあ冬休み 県内一部終業式

北陸中日 13 となみチューリップフェア 夏野市長ら本社でＰＲ

16 洪水調整池に造成太陽光発電が完成 砺波市長ら視察

17 さあ冬休み胸膨らむ 県内５市町村小中学校で終業式

　２４日　木曜日
北日本 7 回顧２０１５　文学 物語生む風土再認識

8 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

9 情報かわらばん となみ野

9 県内朝市夕市 砺波市

13 バドミントン　第２３回となみオープン選手権 大会結果

13 剣道　県少年錬成大会 大会結果

18 読者のひろば 発想の転換が必要　砺波市　石川祐惠　（無職　６７歳）

21 軽快な音色披露 砺波　砺波工高吹奏楽部

21 高瀬神社に大絵馬奉納 本社砺波支社カルチャー「こども美術教室」

21 初詣へみこ委嘱 南砺市高瀬（井波）の越中一宮高瀬神社

21 齋藤教育委員長を再任 砺波市教育委員会

27 風車 イオンモールとなみ

富山 22 砺波・深江 福祉サポーター　高齢者宅に安心贈りたい

23 クリスマスメモリーナイト 砺波　ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

23 美しき調べ♪聴き入る 砺波　となみのブラスアンサンブル　金管楽器、豊かな音

23 〃 砺波　演歌歌手　もとえつこさん　情感たっぷり、熱唱

23 各地でイベント 砺波・総合カレッジＳＥＯ

23 齋藤教育委員長を再任 砺波市教育委員会

29 ほたるいか イオンモールとなみ

北陸中日 5 テーマ特集　クリスマス　中 米は最大催し娘家族大忙し　上野亮平　73　富山県砺波市

10 ２０１５ほくりく回顧 小矢部にアウトレット　人口減打開なるか

毎日 22 青少年読書感想文コン 県代表１０編中央審査へ

　２５日　金曜日
北日本 15 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール２０１５ 入賞・入選作４７４点

21 仲間と集う 庄下小昭和３０年卒同級会　（射水市　水野進）

22 読者のひろば ダイコン欠かせぬ　砺波市　横井君子（主婦　７３歳）

24 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１５ 砺波市　１０月チューリップネット栽培導入

25 農地防災の拠点着工 砺波　１階に庄川合口用水会館

25 早期回復願い福寿箸贈る 砺波　越中一宮高瀬神社

25 家族で門松作り体験 砺波　注文住宅・リフォームのミズカミ

28 県花卉球根協同組合県産チューリップ輸出再開へ 台湾で球根植え込み

28 南砺２病院役割明確に 新改革プラン策定委初会合 機能転換求める声も

28 大賞に川口さん（高岡） 万葉フォトコンテスト カタカゴを撮影

28 全国製図コンクール 吉野・栄前田君最優秀特別賞に

富山 2 県西部６市　来年度早々に懇談会 連携中枢都市圏に弾み

4 富山駅直営店好調地酒ＰＲに手応え 串田若鶴酒造社長が来社

22 リズムダンス　砺波・鷹栖小チーム 全国入賞へ「全力で踊る」
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22 庄川左岸農地防災事業 中央管理所の安全祈願　砺波、合口用水会館も移設

23 南砺２公立病院の改革プランへ協議 策定委会合

24 砺波・医師の佐藤さん 「人生の最終章 よりよく」　古民家を診療所に改修

24 最優秀特別賞に吉野、栄前田君 全国高校製図コンクール

25 水野さん優勝 第１２回健康麻将となみ大正蔵杯

27 地鳴り 年配者の話聞き知識を蓄える　犀川寮明　６７歳（砺波市）

29 ほたるいか 砺波市の県立砺波学園で演奏会

北陸中日 24 主な美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　２６日　土曜日
北日本 15 とやま科学オリンピック2015 入賞者名簿

18 仲間と集う 砺志和会　　　砺波市　　老　孝光

21 高瀬神社に絵画寄贈 日本美術家連盟会員の洋画家、林清納さん（79）

27 交通安全へ親子門松 砺波署玄関に設置

富山 29 デスク日誌 来年の10大ニュース１位は？

31 地鳴り 家族みんなが成長した年　　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

31 〃 満面の笑みで孫娘が報告     小倉 慶子  71歳（砺波市）

北陸中日 14 北陸文芸　　俳壇　　松本松魚 選 一席　　砺波市　　源通　ゆきみ

17 サルの置物作り　砺波・井波彫刻師 音琴冰春さん（56）　砺波市杉木

　２７日　日曜日
北日本 12 平成２８年度県立高校受験動向予想 第５回育英模試「受験校決定模試」結果報告高岡地区＆砺波地区分析

16 卓球　全国ホープス選抜大会県予選会 大会結果

16 卓球　県新人大会 大会結果

16 ソフトテニス　県中学生インドア大会 推薦選出＝高田璃舞・山本咲依（庄川）

16 ソフトテニス　県高校インドア選手権 男子代表決定戦　砺波工2-0富山工

20 年末も勉強に集中 砺波　県青少年自然の家　富山大生が中学生指導

20 全国珠算学校連盟検定合格者（１１月、石川県支部）第２９７回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

21 ２０周年の感謝込めきょうとあす花贈呈 砺波　チューリップ四季彩館

29 砺波・南砺の３人語り部に 満蒙開拓の悲劇伝えたい

富山 17 砺波・ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 来場は８万５千人

17 砺波「たんぽぽ」カレンダー贈る ケアポート庄川に

17 砺波本校、かぶらずし作る 瀬尾学園・総合カレッジＳＥＯ砺波本校

20 自然の中で勉強に集中 県砺波青少年の家で５日間

20 砺波駅周辺活気づくり きょう「にぎわい市」

読売 15 公園彩る冬のチューリップ 球根を低温処理　花の少ない時期イベントも

　２８日　月曜日
北日本 17 北日本文芸　年間賞 歌壇　佳作　砺波市　山田泰子、近藤令子

17 〃 俳壇　佳作　砺波市　藤井哲尾、二俣れい子

17 〃 柳壇　天　砺波市　吉川博

18 わが家のアイドル 森咲綾ちゃん　２歳１ケ月　砺波市豊町

18 読者のひろば 高岡らしい散策を　砺波市　高田建一（会社員　５８歳）

20 年末年始の業務案内 砺波

21 駅から街なか活性化 砺波　砺波駅でにぎわい市

21 鷹栖スポ少が総合優勝 砺波　フットサル大会１６チーム出場

26 県内雪景色 厳しい寒さ　

富山 1 県内降雪 寒さにブルッ

14 １月から入団体験 となみ野ベースボールクラブ

14 チューリップ切り花贈る 砺波・四季彩館

15 砺波市観光協会 イベントで駅を活性化

16 年末年始 窓口ごみ情報 砺波市

16 ウエスタン、黒部南部Ｖ 第１０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

19 地鳴り リスクなくし火災を予防　角栄一　６４歳（砺波市）

北陸中日 18 鉄道ジオラマなど市内外６団体出店 砺波駅「にぎわい市」

18 日頃の感謝込め切り花 四季彩館あすより改修準備で休館

　２９日　火曜日
北日本 16 初売り情報 砺波
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21 ２５日間で８万５０００人来場 砺波・キラキラミッション１日当たりは１．６倍に

22 善意のともしび 砺波善銀

23 加越能バス 来年１月末で廃止　砺波・高岡-富山空港便

富山 20 市町村回顧　中 砺波市　

21 ８万５千人来場に感謝 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション実行委、本社訪れ

23 年末年始レジャー情報 砺波市

23 県内の人口　１２月１日現在 砺波市　４８，７８１

25 地鳴り かぶらの絵をめいっぱい描く　埜村信子　６８歳（砺波市）

25 〃 外孫の学習発表会に参加　犀川寮明　６７歳（砺波市）

26 加越能バス　空港路線２月に廃止 砺波・高岡往復新幹線で利用減

北陸中日 14 加越能バス 砺波・高岡-富山空港線 来年１月末で廃止

14 県内公務員給与指数 高岡市と富山市国水準上回る

読売 25 砺波・高岡－空港バス廃止へ 来月末 新幹線開業後、利用減

毎日 26 砺波・高岡-空港路線バスを廃止 来月末で

　３０日　水曜日
北日本 14 仲間と集う 鷹栖１区長寿会（砺波市　上田登昭）

17 各地の元旦マラソン 砺波

22 金屋石使い勾玉作りを 江戸期から庄川で採掘

22 なじみのポーズで…　五郎丸選手木彫像に 井波彫刻師　音琴さん（砺波）制作

富山 3 来年の県内選挙展望 砺波市長選　夏野氏以外動きなし

21 高山、岩安さんに消防協力で感謝状 砺波消防署

23 初詣情報 砺波市

23 柴田君（砺波）に最優秀賞 雨活アイデアコンテスト作文

23 全国中学選抜卓球大会県予選 氷見北部と吉江３月の全国大会へ

23 県新人卓球大会（ホープス・カブ・バンビ） 大会結果

北陸中日 12 北陸３県スキー場案内 ⑤砺波市　となみ夢の平

14 五郎丸選手木彫り像 井波彫刻職人　音琴さん制作

読売 27 回顧２０１５　政治・経済 県西部、大型店相次ぎ進出

朝日 23 新春ガイド　上 初売り　イオンモールとなみ

　３１日　木曜日
富山 23 ＪＲ城端線三郎丸第２来秋完成へ 砺波市、市道も広げ

23 合併特例債７０億円活用 砺波市 今後は新図書館建設に

24 初売り情報 砺波市

27 コント 砺波・越中之助

北陸中日 12 ２０１６年選挙展望 砺波市長選　現職・夏野氏軸に情勢推移

12 越中春秋 砺波市の民具展示室

      　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。
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