
　　　　　　　２０１８（平成３０）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　土曜日
北日本 23 ２０１８県内１０大ニュース いろんな出来事ありました ㉗日本画家 下保昭氏死去 ㊸不正免震装置 県内３公共施設で使用

27 てくてく風土記  砺波市出町地区 ②世界カラオケ大会 内気な気質 歌で変えよう

27 議長に向川氏 副議長は榊氏 砺波広域圏事務組合議会議員ほか

27 機器をチェック 市役所に除雪対策本部を開設

富山 6 市町村負担１０００億円軽減 幼保無償化、国さらに譲歩 幼稚園分を修正

24 はがき集め寄付金 施設利用者と交流 砺波南部小

25 議長に向川氏 副議長・榊氏 砺波広域圏事務組合議会議員ほか

28 多様な日本画の美浸る 砺波市美術館・松尾敏男展 あす最終日 金沢の婦人会鑑賞

30 ３日から「往復遊覧」再開 庄川遊覧船

毎日 13 第４６回毎日農業記録賞 中央入賞作品 優良賞 川辺孝之

 ２日　日曜日
北日本 24 屋敷林保全へ課題話し合う 砺波カイニョ倶楽部

25 てくてく風土記  砺波市出町地区 ③あそぶ駄菓子屋さん 子どもたちの声響く

25 ４０周年祝い盛大にフェス 社会福祉庄東センター

25 地域の役に立てた 南部っ子児童会

30 輝くタワー 冬彩る 砺波チューリップ公園  ２５日まで  １０万球の光で装飾

30 マジックショーに歓声 砺波クリスマスこどものつどい  親子連れ楽しむ

33 納得できず最後の手段 えびす食中毒事件 刑事不起訴  遺族あす検審申し立て

富山 22 もちつき 交流深め 三世代７０人集い園児らが味わう 砺波・高波幼稚園

22 もちつき 交流深め 砺波北部小で集会

22 ６６代宮司の頌徳碑移設 南砺・髙瀬神社

22 郷土料理を現代風に 砺波で親子１０組が挑戦

25 砺波で４０チーム熱戦 県バレーボール小学生大会開幕 男子４強、女子８強決まる

28 キラキラＬＥＤ１０万個 砺波チューリップ公園  ２５日まで 

29 昨シーズンの大雪 教訓に タイヤチェーン装着義務化

29 ほたるいか 青野桂三シェフが「庄川ゆず」を使って提供

北陸中日 10 １０万個きらめく スノーマン登場 チューリップ公園

読売 24 旅の印象 色の重なりで 砺波  画家・稲垣さん企画展

25 ふるさと写真館 砺波市野球場（砺波市） 年間３万人 昼夜に汗

25 タイヤチェーン 砺波で装着体験会 イエローハット砺波店

 ３日　月曜日
北日本 3 水道法改正案 近く成立 広域化・民間活用拡大へ  県内も厳しい経営

12 わたしの紅葉百景 砺波市の小杉神社、砺波市の庄川水記念公園

20 てくてく風土記  砺波市出町地区 ④砺波体育センター  人気走路 ご近所と一緒

20 親子で伝承料理作り 庄南小学校ＰＴＡの親子地場産料理教室

21 結成４０年 節目祝う 水舞流越中八幡太鼓保存会の結成４０周年記念祝賀会

21 餅・豚汁味わう 北部小で収穫感謝の集い

21 共同参画や人権に理解 庄川でつどい

22 とやまいろいろ図鑑１６０ 砺波郷土資料館５０ 庭じまい① カマス・手かぎ

24 一年を振り返り一服 各地で茶会  初冬の風情醸す となみ野

27 火災警報器 寿命大丈夫？ 県内 設置義務化１０年  電池切れ・劣化 点検を 消防呼び掛け

富山 7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

14 ４０周年 勇壮に祝う 越中八幡太鼓保存会  砺波

15 八幡島Ｖ 第５１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

15 ハラスメント理解 砺波でつどい

19 松尾敏男展が閉幕 砺波

北陸中日 9 元気です あつまれ！ 田島心結ちゃん

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ４日　火曜日
北日本 6 大雪予報 きめ細かく 時間幅短縮「１２時間」や「６時間に」  県内は１２年から実施

12 第３８回全国中学生人権作文コンテスト 北日本新聞社長賞  砺波市立庄西中学校３年 北山美咲さん
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16 仲間と集う 砺波高普通課程第１４回卒３年４組クラス会（砺波市 四十万忠史）

19 てくてく風土記  砺波市出町地区 ⑤洋風お好み焼き店「よっちゃん」  店主トークも〝隠し味〟

19 災害対応トイレ新設 砺波 チューリップ公園  緊急避難場所の機能強化

19 卓球６部門で熱戦 松本杯第６３回砺波市卓球選手権大会一般の部

19 大正琴の音色響く 南部ふれあいの集い

22 とやまいろいろ図鑑１６１ 砺波郷土資料館５１ 庭じまい② 台ばかり

24 大牧温泉航路が再開 庄川遊覧船 豪雨被害から５ヵ月  宿泊客 川面でゆったり気分

25 砺波の住宅で屋根裏焼く ３日午後６時１０分ごろ

富山 3 治水の整備促進国交省に要請 ４同盟会の市町長ら

3 本社来訪（３日） 高岡支社 砺波総局

17 文芸喫茶 海潮砺波歌会

22 年末警戒 安全守る 駅や商業施設回る  砺波署

23 危険空き家１戸取り壊し 定例会開会 ２戸も準備、１０戸通知  チューリップ公園 災害用トイレ新設

24 庄川遊覧船 完全復活 大牧温泉  往復再開、秘境の絶景堪能

29 遺族が検審申し立て えびす食中毒  元社長らの不起訴不服  県内２人「最後の望み」

29 住宅の屋根裏焼く 砺波、けが人なし

北陸中日 13 飼い主 会いたいニャ 砺波に「保護猫カフェ」  譲渡やふれあい 松浦さん開店

読売 29 不起訴不服 検審に申し立て ユッケ食中毒事件の遺族ら

朝日 26 不起訴不当 申し立て ユッケ事件遺族、検察審に

26 ニュース短信 砺波市議会始まる

毎日 22 遺族、検察審に申し立て 焼き肉店集団食中毒 「不起訴は不当」

 ５日　水曜日
北日本 5 県西部４商議所連携強化へ懇談 議員懇談会

7 全面広告 喪中挨拶

13 レシピ手帳 紅煨肉塊（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

15 回顧２０１８  柳壇 坂下淸 ねんりんピック大成功  ジュニア向け講座も盛況

23 てくてく風土記  砺波市出町地区 ⑥真如院  福運願い七福神巡り

23 転入者多い 杉木の歴史 砺波  自治会が冊子発刊 地名の由来や変遷掲載

23 犯罪防止へ巡回 砺波署で出発式

24 とやまいろいろ図鑑１６２ 砺波郷土資料館５２ 庭じまい③ 荷車

28 武装工作員潜入防げ 北陸３県警と陸自訓練

28 チューリップ新品種紹介 県園芸研が成果発表会

29 屋根裏が火元か ３日夜 砺波市庄川町青島の但田良治さん方

富山 13 地鳴り １歳の孫の発表会見る  戸田祐子 ５６歳（砺波市）

17 くらしの日記 松尾敏男展に感動  山田厚子 ７５歳（高岡市荻布新町）

20 新住民に地域理解を 砺波・杉木自治会が冊子製作

22 砺波育成２種チューリップ新品種を紹介 県園芸研究所

23 県西部の連携へ高岡で初の懇談会 ４会議所

24 武装工作員侵入に備え ３県警と陸自、砺波で訓練

北陸中日 13 隣の仕事場お邪魔します！ 砺波工業 砺波市  時短徹底 業界に新風

読売 30 道の駅と郵便局 スタンプラリー 県西部６市で

朝日 26 チューリップ公園１０万球でキラキラ ２５日まで砺波

 ６日　木曜日
北日本 3 県内有権者８９万５７７７人 県内選挙人名簿登録者数

13 宮本輝氏選 第５３回北日本文学賞 １６４編 ２次選考通過

13 文芸新刊から 歌誌「海潮」１２月号

14 県内美術館・博物館の催し（１２／６～１２／１２） 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

20 災害時に食品供給 日本製麻と市が協定

20 協力事業所表示証を交付 砺波市消防団の協力事業所表示交付式

21 ねんりんピック成績報告 「ねんりんピック富山２０１８剣道交流大会」で優秀な成績を収めた市内在住者

21 料金所で防犯訓練 北陸道

22 とやまいろいろ図鑑１６３ 砺波郷土資料館５３ 庭じまい④ ホーキンボーキ ネゴボーキ

富山 2 県内有権者８９万５７７７人 選管まとめ  ３カ月で７１０人減
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13 地鳴り トラッド愛好者とてもいい時間  北清俊一 ６１歳（砺波市）

23 農業まつり益金砺波善意銀に預託 ＪＡとなみ野女性部

24 砺波の北陸道料金所でも訓練 砺波署と中日本エクストール名古屋富山営業所

25 ねんりんピック剣道交流大会の優勝報告 砺波の３選手

25 災害時の支援で協定 砺波市と日本製麻

北陸中日 1 取り付け方分からない 全ての道対象と勘違い 県内ドライバー困惑

13 災害時食品提供 日本製麻と協定 パスタなど、砺波市

16 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

16 コンサート クリスマスキッズコンサート

読売 27 北陸大紀行 山城⑦ 嶮難之地 神保氏の拠点

 ７日　金曜日
北日本 15 いえしごとの夜明け１６ 寿木けい 本当の「学び」とは

20 米国研修の生徒たち激励 砺波高校の海外研修出発式

21 園児に野球の動き指導 砺波市野球連盟が般若幼稚園で

21 Ｘマス彩る花々並ぶ チューリップ四季彩館

21 農業まつりの収益金預託 ＪＡ女性部とほほえみの会

26 「フューチャー」第７号発行 本社 中３・高校生フリーペーパー

28 幸せな亥年へ 砺波 三助焼置物いかが

富山 18 地鳴り 母の遺品に向き合う 石倉眞利子 ６９歳（砺波市）

18 地鳴り 足元にあった栄養十分の柿 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

18 地鳴り ご当地ナンバー 家族の車に付け 藤井昭道 ４６歳（砺波市）

18 地鳴り 寺島蔵人邸と成巽閣訪ねる 黒田和也 ４１歳（砺波市）

21 捨てネコに飼い主を 富山の松浦さん 砺波で保護カフェ開設 空き店舗を活用

21 米国研修に意欲 砺波高で出発式

23 野球の楽しさに触れ 砺波・般若幼稚園

23 わら細工 雪づりと共演 砺波市文化会館

北陸中日 13 ２０１８年度 中日ボランティア賞 伝統おもちゃの病院 砺波工業高校工学クラブ

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 22 ギャラリーだより 山本優美「間（あわい）を読む」 ギャラリー無量

22 ギャラリーだより かがやき★はんが－２０１８ｉｎ庄川展 庄川美術館

22 ギャラリーだより 季節展示「百花繚乱～クリスマス」 チューリップ四季彩館

 ８日　土曜日
北日本 3 富山米新時代 減産路線から転換  １９年 主食用生産１８万㌧維持

17 回顧２０１８  俳壇 中坪達哉 宇奈月で４４０人交流 次世代への普及に力

25 読者のひろば 冬こそ富山料理  砺波市 上野亮平（７６歳）

27 ハンドベル演奏披露 クリスマスキッズミニコンサート

27 民意と歩む 砺波市議会報告会「年１回以上」明記  要綱提示

28 タイムスリップ明治のとやま㉟ 高岡の経済・産業① 悲願の米商会所設立

32 美の祭典越中アートフェスタ２０１８ 書や絵 美の空間演出  砺波巡回展きょうから

34 人骨の身元は砺波の男性 １１月８日 南砺市利賀村高沼で発見された人骨

富山 5 エコ私募債引き受け 北陸銀行  松本建設（砺波市）が発行する銀行保証付無担保私募債

25 議会報告会は年１回以上、２月定例会後 砺波市議会の議会改革特別委員会

25 製造業での女性活躍 砺波高で卒業生語る 県「製造業で活躍する女性による出前講座」

26 一足早くクリスマス 園児ハンドベル演奏  砺波・県花総合センター

29 事件・事故 転落車の骨は砺波の男性

北陸中日 14 登坂さん、志の輔さん 著名人ら寄贈の作品 高岡、あすまで色紙展

15 ものづくり女子 生き生き 砺波高キャリア教育 村田製作所社員語る

15 園児 植物とクリスマス シクラメン前にハンドベル  砺波・県花総合センター

読売 28 ひろば 砺波市・伊藤満里子、土江田玲子

29 南砺の人骨 身元判明 林に横転車両

朝日 27 １１０・１１９ 南砺の斜面に人骨、砺波の男性と判明

 ９日　日曜日
北日本 2 けさの人 第７回古民家フォト甲子園で金賞に輝いた砺波高校３年 中川綾友さん

3 最前線 県議選とやま 元閣僚・党役員 続々来県  「亥年選挙」で各党攻勢 お礼に加え激励

3 県議会１０日の論戦 瘧師富士夫氏（自民、砺波）、米原蕃氏（自民、砺波）
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18 剣道 砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター大会 大会結果

19 県内外の中学生が懸命にボール追う ＪＨＳとなみバスケ

19 高校総体優勝校監督が技術指導 砺波でソフトボール講習会

22 高校生が仕事に理解深める 砺波高校の講座「エキスパートに学ぶ」 

23 全国少年少女創造コンテスト 優秀賞 仲間に報告 

23 加藤金次郎の功績学ぶ 砺波市 青島公民館の教養講座

23 きょうもにっこり 砺波市企画調整課広報協働係主任 小幡一詞さん（砺波市・３６歳）

28 美の祭典越中アートフェスタ２０１８ 絵画・立体 自由な発想  砺波巡回展が開幕

29 創立７０周年祝う 県花卉組合

29 功績たたえ活動推進誓う 共生社会実現へ 理解と関心拡大  県身体障害者福祉大会

29 電動車いすの女性はねられ重傷 ８日午後５時４０分ごろ

31 標識柱に車衝突 ２４歳男性が死亡 ８日午前０時２５分ごろ

富山 2 あす５氏が質問 県議会予算特別委

24 からくりカー優秀賞 児童３人、作品紹介 砺波で報告会

24 ケーキ作りで交流 砺波・社会福祉協

25 チューリップ消費拡大を 県花卉球根協組  ７０周年祝う 高岡で式典

25 青少年健全育成で１氏６団体表彰 砺波市大会

25 電飾キラキラ大道芸楽しむ 砺波

25 寸劇で骨折予防や脳梗塞の対応学ぶ ＪＡとなみ野講座

26 福祉の増進実現誓う 立山で県身障者福祉大会

27 山崎監督が指導 砺波でソフト講習会

28 厚生労働大臣表彰 叙勲受章者たたえ 富山県薬剤師会

29 事件・事故 横断中の女性はねられ重傷

30 世界トップの技に歓声 高岡でバドＳ／Ｊリーグ  一層の盛り上がり期待

31 標識に衝突 男性死亡 高岡 今年の県内犠牲者５０人に

北陸中日 10 出会い咲かせた７０年 祝う 県花卉球根組合が創立記念式典

10 感嘆アイデアロボ 県教育記念館で展示  県内中高生らが製作

11 笑顔の伝道師 中日ボランティア賞 表彰式

23 標識に車が衝突 砺波の男性死亡 ８日午前０時２５分ごろ

読売 29 高岡 柱に衝突２４歳死亡 ８日午前０時２５分頃

朝日 25 １１０・１１９ ８日午前０時半ごろ 標識に衝突して運転の男性死亡

毎日 26 事件・事故 高岡で交通死亡事故

 １０日　月曜日
新聞休刊日

 １１日　火曜日
北日本 3 外国人児童の支援急務 改正入管法成立 広がる議論  学校になじめず孤立も

3 障害者に駐車証 商業施設スペース 適正利用へ県検討

3 県議会予算特別委 瘧師富士夫氏、米原蕃氏

21 剣道 第６６回県大会 大会結果

22 仲間と集う 鷹栖東部白寿会慰安会（砺波市 上田登昭）

22 仲間と集う ２４年会（砺波市 五島美志子）

24 優美な音色響き渡る 「なんと！吹奏楽団」の第１７回定期演奏会

25 来年度に新部署設置 砺波 公共施設適正配置へ

25 ２０年開館の新図書館子育てをサポート 整備イメージ説明

25 小学校エアコン設置 ２校は１月以降発注 砺波市教委

29 練習の成果 生徒が発表 砺波子供おはやし教室

29 民謡を高らかに 「和（やわらぎ）の会」の第２３回クリスマス会

29 児童が障害に理解 「障害理解講座とクリスマスケーキ作り」

29 功労の指導者・団体表彰 砺波市青少年健全育成大会

33 風車 「アイディアロボットフェスタ」

富山 2 県、８社の経営革新計画を承認 モトエ鉄工（砺波市）

3 記者席 賛辞は尽きず  答弁書なしの迫力

3 質問 答弁の要旨 直轄警察犬導入推進を 瘧師富士夫氏、産業に必要な学科増を 米原蕃氏

25 施設再編で担当部署新設 砺波市  来年度中に計画を策定

25 飲食スペースも整備 新図書館
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25 実践報告と討論 農業の未来考える 砺波でシンポ

26 公共交通生かし活性化 呉西地区市民会議２３日設立

北陸中日 16 育児支援などにも活用 砺波図書館建設で市方針

17 三助焼置物 手際よく イノシシ作り 砺波で最盛期

17 福祉車両 ４団体に寄贈 トナミホールディングス松寿会

 １２日　水曜日
北日本 13 レシピ手帳 鶏肉とごぼうの混ぜご飯（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

18 仲間と集う 砺波市栴檀山小昭和３６年度卒業生（氷見市　山口きみ）

21 電気工事の業界を学ぶ 砺波工高で意見交換会

21 ゴンドラ停止に備え訓練 イオックス・アローザスキー場

21 「女性議会」の在り方市長が見直し提案 砺波市議会

21 庄東・庄川から順次 小学校のエアコン設置

21 燃えないごみ２５％減 分別回収が効果

28 プランター１１０個贈る 砺波市「フラワー都市交流連絡協議会」

28 アルギットにら１億円達成 ＪＡとなみ野生産組合　記念大会で拡大誓う

富山 2 県分は１３億４７８０万円 １２月分特別交付税

3 県議会常任委　国際ジェット利用拡大 富山空港　駐機スペース確保へ

23 アルギットにら１億円 砺波　生産組合が達成祝い大会

23 砺波南部小にこども手帳寄贈 日本公衆電話会

23 女性議会を見直し 市長「意見交換会で提言を」

23 庄川、庄東小で先行 エアコン設置

23 電気工事の仕事　砺波工高生が体験 県電気工事工業組合の電気工事体験

24 救急講習会のＡＥＤなど寄贈 小矢部のマルタカ防災

25 チューリップ心癒やして 砺波市　４市町にプランター

25 洪水調整池に試験貯水 砺波・小杉　庄川左岸の農地防災

25 初誕生 池田依千華ちゃん　長女　砺波市深江

北陸中日 13 アルギットにら販売１億円 ＪＡとなみ野

朝日 26 フォーラムとやま 催し ライブイベント「雑ＳＱＵＡＲＥ」

 １３日　木曜日
北日本 5 富山けいざい短信 助成先に県内４社

10 第３３回 北日本新聞「報道と読者」委員会 北海道地震の現地取材

13 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

15 仲間と集う となみ野ウオーキングクラブ（砺波市 冨田宣夫）

16 県内美術館・博物館の催し（１２／１３～１２／１９） 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 朝市夕市 県内 砺波市

22 心肺蘇生法普及に役立てて マルタカ防災

23 台湾からの観光客増 砺波  魅力アピール奏功

23 こども手帳で事故防止 日本公衆電話会北陸統括支部富山分会

23 年金友の会１万人達成 ＪＡとなみ野

24 とやまおはなし蔵⑧ 天正の大地震  庄川にまつわる悲劇

28 ８月 ハンガリーへ 県芸文協１９年度事業  出町中生徒（砺波）を派遣

30 ネット式電気冊導入 イノシシ対策  砺波 効果十分管理ラク

31 富山弁辞典 出版するちゃ 方言番付監修の中井教授（富山大） 研究の先人 故簑島さんらに恩返し

富山 19 富山県美術館「いろいろやっ展」 催し参加者の作品紹介

23 ネット電気柵で効果 砺波市  イノシシ対策 ソバ畑被害なし

23 庄川遊覧、四季彩館 台湾の観光客増加 産業建設常任委員会

23 林、庄下が決勝大会進出 第１０回ロングラン親善ゲートボール大会第２日

北陸中日 13 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

15 愛いっぱい 贈り物にチューリップ 「切り花を妻へ」ＰＲ 産地の３県がタッグ  砺波で出荷本格化

読売 28 高校１番のロボすごい！ 富山  中高・高専生の作品展示

 １４日　金曜日
北日本 18 読者のひろば カイニョの活用法  砺波市 柏樹直樹（８３歳）

21 自衛官の出会い後押し 陸自富山駐屯地  １６日に婚活イベント

21 交通安全ツリー点灯 般若幼稚園児が飾り付け
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21 来月に自動支払機導入 総合病院 文書総合窓口も新設

26 となみ政経懇話会 １２月奥様合同例会 大阪大招へい教授・医師 石蔵文信氏

26 リビングで開花待つ 県花卉球根組合  水耕栽培キット開発

26 ラッピング任せて 砺波切花研究会

26 子ども食堂に寄付金を贈る 砺波の上智

富山 15 地鳴り ユーモア交え社会参加促す  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

15 地鳴り わが家の１０大ニュース考える  角栄一  ６７歳（砺波市）

25 包装センス磨いて 砺波切花研究会が講習会

25 市町村議会（１３日） 砺波市  総合病院に自動支払機 民生病院常任委

26 南砺・髙瀬神社 御神酒の箱 装い新た  波紋、切麻をデザイン

27 チューリップ 室内で育てて 栽培キット商品化  県花卉球根農協  首都圏へ販路拡大

27 反射材ツリーに 園児が安全願う 砺波署で飾り付け

北陸中日 14 おしゃれにグラス球根 県球根農業協  室内栽培キット発売

読売 26 剣道 第６６回県大会

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 １５日　土曜日
北日本 1 砺波 住宅全燃４人不明 焼け跡に２遺体 ２階から脱出の孫重傷

5 新時代へ２０１９ 県内経営者に聞く④ 北陸コカ・コーラボトリング社長 稲垣晴彦氏

24 読者のひろば パークゴルフ満喫 砺波市 武部幹夫（７８歳）

26 健康維持へ「百歳体操」 交流会で活動後押し

27 砺波体育センター誘導案内板設置へ 市議会総務文教委員会で

27 えとをイメージ 三助焼 市に寄贈 般若自治会

30 フェア彩る球根 プランターに 砺波市球根組合植え込み

30 チューリップ花束１５０万本 切り花出荷 最多見込む

32 議員１人当たり住民４４０人に 議員１人当たりの人口

富山 1 砺波で住宅全焼４人不明 ８０代夫婦と長男夫婦 焼け跡から２遺体

5 富山、石川の４品が入賞 全国推奨観光土産品

20 防犯カメラで声掛けを抑止 とやま防犯キャンペーン 砺波市下中条

24 新砺波体育センター ４カ所に誘導看板 総務文教常任委員会で

26 金屋石採掘場跡地へ登山道 語る会計画、観光資源に

31 猛火 あっという間 砺波４人不明火事 散居村にごう音 親戚ら安否気遣う

北陸中日 1 砺波で火災 ２遺体発見 ８０代夫妻ら４人連絡取れず

29 長女里帰り出産直前 砺波の火災「初孫楽しみに・・・」

29 散居村 発見遅れ？ １時間で全焼

読売 29 砺波住宅全焼 「現場 猛烈な熱さ」 焼け跡から２人の遺体

34 住宅全焼２人死亡 家族４人と連絡取れず

朝日 29 未明の炎 住宅包む 砺波の火災「仲いい家族」

37 富山で住宅全焼 ４人連絡取れず ２遺体発見

毎日 26 親戚ら不安と落胆 砺波・住宅全焼 ４人安否不明

31 富山 住宅全焼２遺体 1人重傷、２人不明

産経 27 住宅全焼 ４人不明 ２遺体発見、１人重傷

 １６日　日曜日
北日本 19 仲間と集う 砺波市庄川町南部野老人クラブ （砺波市 琴坂樹）

22 ３市の中学生１４６人 ダブルスで熱戦 Ｂ＆Ｇオープンバド

23 仲良くＸマスのつどい 出町児童センターで開催

28 高田さん（不二越工１年）優勝 高校生県溶接競技会

31 １階仏間 火元か 砺波住宅全焼 新たに２遺体

富山 7 地鳴り 陽気に誘われ七尾へ出掛け 黒田和也 ４１歳 （砺波市）

17 くらしの日記 魅力ある風景 柴田照子 ６９歳 （砺波市鷹栖）

19 南砺で砺波地区中学生美術展 南砺市福野文化創造センターで始まる

23 紙風船 砺波市杉木

25 砺波の住宅全焼 新たに２遺体発見

北陸中日 9 日本社会人バスケットボール選手権大会県予選 大会結果

23 新たに２遺体、家族４人か 砺波の火災 仏間激しく燃える

読売 28 地元食材 給食で親しむ 広域で共通献立
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35 富山民家火災 新たに２遺体 計４人に

朝日 25 新たに２遺体を発見 砺波住宅火災 仏間が火元か

毎日 26 新たに２遺体発見 砺波・住宅全焼 ４人と連絡取れず

 １７日　月曜日
北日本 11 追想　ありし日 トラック１台から創設　坂本組前会長　坂本清市さん（砺波市芹谷）

20 わが家のアイドル 林響己ちゃん　３歳　砺波市三島町

20 キンボール激しい攻防 第１３回キンボールスポーツ大会

22 オカリナの音色優しく 若鶴酒造大正蔵

23 合唱祭へ心一つ 「合唱創造となみ」児童・社会人ら２７０人　３月の本番へ結団式

23 高齢者宅や児童通学路　除雪お任せを 種田地区　講習会で機械操作確認

23 サウンド軽快会場沸かせる 砺波工業高吹奏楽部定演

28 Ｘマス風料理できたよ 砺波で教室　親子１８組楽しく

30 砺波住宅全焼　火の回り早く逃げ遅れか 居間付近に３遺体

富山 9 地鳴り 牛岳登山後にプレゼントも　西川良子　６６歳（砺波市）

9 月曜川柳乱反射 小竹律子（砺波）

15 冊子発行を記念　前資料館長が講演 砺波・杉木自治会

17 ６年で髙橋Ｖ 第２４回砺波地区少年剣道錬成大会

21 砺波の住宅火災 １階居間から２人　遺体発見場所　台所１人、座敷1人

北陸中日 11 県高校新人大会ソフトテニス競技 大会結果

11 日本社会人バスケットボール選手権大会県予選 試合結果

読売 27 ＪＯＣ中学バレー 「誇り持ち堂々と」県代表壮行会

 １８日　火曜日
北日本 20 バレーボール 第５回高岡チャレンジマッチ中学校女子大会 ②出町（砺波）

21 災害のない地域作りに 消防団本部広報車の授与式

21 年末迎え特別査察 防火設備など点検 砺波消防署

21 伸びやかな歌声披露 ブルーハーモニー

21 大絵馬にイノり込めイノシシに色塗り ２４日 高瀬神社奉納

26 小学生は１２人 中学生７人満点 県児童生徒思考大会

27 「べるもんた」土日運行継続 来年の観光列車ダイヤ

29 ４遺体は４０～７０代男女 砺波住宅全焼  身元特定に至らず

29 外国人材は、いま（下）富山の現場から 共生  顔が見える関係に  日本語教育も重要

富山 4 べるもんた 来秋に運休 ＪＲ西

25 寿クラブ２年ぶりＶ 第６回成政酒造杯争奪親善ゲートボール大会

26 大型店の防火設備を確認 砺波消防署が査察

26 女性分団に広報車 砺波市消防団

31 ４人は焼死、性別確認 砺波の住宅全焼  身元特定急ぐ

北陸中日 15 新広報車で防火へ決意 砺波市消防団女性第１分団

26 「べるもんた」計８８日運行 ＪＲ計画  来年度、検査で１４日減

27 砺波の火災で死亡４人は焼死と判明 身元特定至らず

読売 31 砺波火災 死因は焼死 砺波市鹿島

朝日 28 ４遺体の死因 いずれも焼死 砺波の住宅全焼

毎日 24 発見の４遺体 死因は焼死 砺波・住宅全焼

24 青少年読書感想文コン 県代表１０編 中央審査へ  県入選は４０編に

 １９日　水曜日
北日本 3 富富富 届くか作付け１０００㌶ １９年産  生産者募集きょうまで

3 ２０１９県議選 ３選出馬を浅岡氏表明 富山市第１選挙区

7 社説 砺波市の施設再編  市民に丁寧な説明必要

11 レシピ手帳 かぼちゃのグラタン（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

13 上野文化の杜から⑨ 国立科学博物館長 林良博 日本人の起源に迫る

13 回顧２０１８  考古学 鹿島昌也 氷見の２遺跡 発掘１００年  調査振り返る好機

14 ソフトテニス 県高校インドア選手権 大会結果

19 お小遣い役立てて 出町青葉幼稚園の年長児

19 乳幼児に読み聞かせ 「砺波ファーストブックの会」の「えほんのじかん クリスマススペシャル」

26 地籍３５８人分の端末紛失 立山町委託業者  情報漏えいなし

27 札幌爆発事故  スプレー缶どう捨てる？ 穴開けず 富山市  穴開けを １４市町村
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27 「警報器の音聞いた」 砺波住宅全焼 脱出の孫

富山 3 県議選２０１９ 浅岡氏が出馬表明「安心の地域づくり」 富山市第１選挙区

4 １５社に助成金贈呈 北國銀財団

19 地鳴り 宝くじの季節 何が大切なのか  藤井昭通 ４６歳（砺波市）

19 コント 砺波・越中之助

20 善意「役立てて」 お手伝いで小遣い 園児が７７６２円  砺波・出町青葉幼稚園

20 冬場の誘客へバスツアー 手作りぐい飲みで美酒  能作、若鶴、やまふじ、加越能

20 ボランティアがサンタの絵本朗読 砺波図書館

23 Ｘマス、迎春の彩り チューリップ切り花出荷

23 イノシシ置物制作 最盛期 無病息災願い  砺波の三助焼窯元

23 公民館７ヵ所に夜間照明を設置 砺波・南般若地区

26 ３５８人分の土地情報紛失 立山町、委託の業者社員  タブレットに入力

27 スプレー缶の廃棄  県内対応 穴開け不要 富山市のみ  １４市町村「必要」

27 砺波の住宅全焼 「赤ちゃん見てほしかった」家人４人の不明続く

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

9 １５社・団体に１５００万円を助成 北国銀産業振興財団

毎日 24 優良賞２人に賞状と盾 毎日農業記録賞  川邉さん、村瀬さん

24 ３５８人の個人情報保存端末を紛失 立山町・委託業者

 ２０日　木曜日
北日本 1 東京五輪 ６月の聖火リレー ３日県西部 ４日県東部

14 回顧２０１８ 美術 時代の変わり目 軌跡刻む

16 県内美術館・博物館の催し（１２／２０～１２／２６） 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 朝市夕市 県内 砺波市

24 公民館に自動点灯照明 砺波市南般若地区の自治振興会と自主防災会

25 新たな文化交流拠点に 新砺波図書館 ２０年秋開館へ起工式

25 小学校にエアコン 冷房化事業費など可決

25 論戦を振り返って 全市的視野で議論を

25 空き家対策など夏野市長に要望 自民砺波市連など

28 原発災害で避難協定 砺波・高岡・氷見・小矢部 菊川市（静岡）と来春締結

29 車同士衝突 男性骨折 砺波市高波の県道

31 ひ孫の誕生楽しみに 砺波住宅全焼 あす１週間

富山 1 東京五輪聖火リレー県内ルート案 ６月３日呉西 ４日呉東

17 すこやか育児 藤本珠輝ちゃん 砺波市鷹栖

23 静岡・菊川市の避難受け入れ 来年度協定 砺波など県西部４市

23 臓器移植の意見書を可決 全会一致で可決

23 自民砺波市連など空き家対策を要望 夏野市長に提出

23 ２０年秋開館、新しい文化拠点 砺波図書館が起工

25 第１回日本社会人バスケットボール選手権県予選会 大会結果

25 第３回県カデットポイント戦 大会結果

25 第６６回県剣道大会 大会結果

27 事件・事故 砺波で車３台衝突１人重傷

29 身元特定に１～２週間か 砺波の住宅全焼

北陸中日 12 ２０年秋オープンへ 新砺波図書館起工 大屋根、ワンルーム型

12 初日呉西、２日目呉東に 聖火リレー 県内ルート案

13 砺波・荻沢さん、岩崎さんに記念品 犬山城入場者 年間６０万人目

17 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

26 浜岡原発 避難受け入れ 砺波、高岡、氷見、小矢部の４市

毎日 19 ｅスポーツ高校日本一目指し全国から １５３チームが出場 第１回全国高校ｅスポーツ選手権

 ２１日　金曜日
北日本 12 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール あすから県民会館 入賞・入選４８２点

23 「世界も注目 砺波のチューリップ」１位 市１０大ニュース

24 ハイスクールプレス 砺工新聞 県勢２５年ぶりの快挙

28 県西部の公共交通 まちづくりに活用 ２３日市民会議設立

富山 22 文化センター講師ら手品で楽しい時間 砺波の施設慰問
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22 砺波・わかば広場 若林集落センター

23 砺波高生と障害者交流 花椿きらめきにて

23 １位はチューリップフェア外国人客最多 砺波の１０大ニュース

24 県障害者スポ協にアーチェリー用具 県信用組合が寄贈

29 砺波、引き続き捜査 砺波市鹿島の火事

北陸中日 15 各地のスキー場開き 雪不足で祈願祭のみ となみ夢の平スキー場も

朝日 22 募集 「となみ野散居村フォトコンテスト」作品募集

 ２２日　土曜日
北日本 11・12 全面広告 平成３１年度県立高校受験動向予想

24 アーチェリー普及へ競技用具一式贈る 県信用組合

25 今後の農業考える 夏野修砺波市長と若手農家との意見交換会

25 虹色鮮やか タワー輝く クロスランドおやべ きょうからライトアップ

25 地域見守りで協定 砺波市と生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま

30 冬休み目標持って 県内小中学校で終業式

33 身元判明 悲しみ深く 砺波住宅全焼  遺体は家族４人 親戚ら冥福祈る

富山 4 富山の「周年」企業 来年は１２７８社 東京商工リサーチ

21 地鳴り サバ缶食べて中性脂肪対策  北清俊一 ６１歳（砺波市）

21 地鳴り 同級会開く楽しい時間 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 青竹で正月の花器 砺波・若林、高齢者学級

24 クロスランドおやべ 聖夜輝く 七色タワー きょうから３日間照明

25 砺波市連合婦人会 収益を善意銀行に 般若商工業会も預託

26 生協と見守り協定 砺波市締結

27 冬休み楽しみ クリスマス、正月…  小中学校で終業式

30 砺波４人死傷事故 懲役１年２月求刑 地裁高岡公判

31 遺体 家族４人と特定 砺波・住宅全焼  遺族、ひつぎに涙

北陸中日 31 砺波の住宅全焼火災 遺体は家族４人と判明

読売 29 遺体 家族４人と判明 砺波火災 「来月、長男夫妻に初孫」 遺族悲しみ新た

朝日 31 住宅全焼遺体は連絡取れぬ４人 砺波署発表

毎日 25 砺波の民家火災４遺体身元判明 砺波署

 ２３日　日曜日
北日本 21 仲間と集う 富山第一銀行砺波支店ファーストとなみ会（砺波市 佐伯美智子）

21 仲間と集う 富山第一銀行共寿会となみ地区支部（南砺市 吉田峰子）

24 読者のひろば 楽しく踊りたい 砺波市 江成桃香（１８歳）

26 モウソウチク使い花器作り楽しむ 若林寿会高齢者学級

27 砺波出町地区 児童８人顔合わせ 子供歌舞伎 頑張るぞ ４月本番へ来月から稽古

27 シーズンの安全祈願 夢の平スキー場

27 絵本もらったよ 若林地区でＸマス会

30 富山の獅子舞 深堀り 県内ＣＡＴＶ ８局が新春特番

30 地域包括ケア推進 ７個人２１団体表彰 魚津でフォーラム

32 県内高校 ｅスポーツ部活が熱い 砺波工業 一致団結「廃人」対策も

富山 23 ロビー展 平岡和代短歌教室「和みの会作品展」 富山銀行庄川支店

24 児童８人 大役に意欲 砺波・出町子供歌舞伎 師匠と初顔合わせ

24 地域包括ケア考える 魚津で県民フォーラム

25 開業延期 降雪願う 砺波・夢の平でも祈願祭

25 県高校ソフトテニスインドア選手権 大会結果

25 第３５回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会 大会結果

25 第１回日本社会人バスケットボール選手権大会県予選 大会結果

25 「おもちゃの病院」開設 砺波工高 南砺市福野児童センターアルカスで

28 砺波の火災犠牲４人 あす通夜、２５日葬儀 １４日未明、砺波市鹿島２３の宮崎弘さん方の住宅を全焼

 ２４日　月曜日
北日本 11 追想　ありし日 砺波出身の日本画家 下保昭さん  自然の呼吸描き出す

20 記者が選んだ市町村ビッグニュース２０１８ 砺波市  １２月 住宅全焼で家族４人死亡

20 職務代理者に小櫻氏 市教委

20 みこに６２人認証 高瀬神社

20 大谷サッカースポ少に栄冠 フットサルＳＥＩＢＵ杯
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21 ぜんざい販売収益金を預託 砺波市連合婦人会

22 とやまいろいろ図鑑１７３ 砺波郷土資料館５４ 餅つき① 臼・きね

24 公共交通在り方考える 福野で実務者招き講座  呉西の市民団体 まちづくり会議設立

富山 14 巫女が迎春準備着々 ６０人が心構え学ぶ  南砺・髙瀬神社

15 小櫻教育長職務代理者を再任 砺波市教委

15 救急隊員がＥＣＰＲに理解 第２回県下救急隊員研修会

16 公共交通でまちづくり 南砺で講座  呉西市民会議が設立

17 １６チームで熱戦火ぶた 第１３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第１日

17 県勢１５チーム決勝Ｔへ 氷見フットサル大会２０１９ ３、４年生の部第１日

北陸中日 10 今年の十大ニュース 球根の台湾輸出など 砺波市が発表

 ２５日　火曜日
北日本 12 わが家のアイドル 吉田櫂吏ちゃん 砺波市東石丸

15 Ｘマス 多彩な催し チューリップ公園周辺  合唱や吹奏楽演奏

15 美テーマに催事 チューリップ四季彩館

15 県内外３４５組が熱戦 バドミントン選手権

15 表現力豊かに美声響く 合唱団となみ演奏会

15 きょうもにっこり 砺波市文化会館企画係 高島佑季さん（砺波市・２８歳）

17 とやまいろいろ図鑑１７４ 砺波郷土資料館５５ 餅つき② そうけ・せいろ・す

22 ４人の冥福祈る 砺波 住宅全焼で通夜

23 車にはねられ８４歳女性死亡 砺波署 容疑で男逮捕

富山 19 こたつ風テーブル暖か カバー掛けて足元にヒーター 好評  砺波・四季彩館のカフェ

19 かぶら寿司漬け込み 砺波の料理学校で講座

20 Ｘマス曲でキラキラ チアダンス２５人が踊り  富山新聞文化センター 砺波のメモリーナイト

20 キッズダンス 元気に軽やかに イオンとなみ

21 ３年の部 野村が優勝 ４年の部で中田２位 氷見フットサル大会２０１９ ３、４年生の部最終日

21 奥田が準優勝 男子 第１３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

24 宮崎さん家族 別れ惜しむ 砺波の火災 通夜に７００人参列

25 ８４歳はねられ死亡 車運転の２５歳逮捕 砺波、過失容疑

北陸中日 10 創作人形 無垢さ妖しさ表現 砺波で展示  刺繍プチポアンも

23 砺波の８４歳女性が車にはねられ死亡 ２４日午後５時２５分ごろ

読売 21 ジャズ響く「サンタの家」 音楽ライブ

21 学生科学賞中央審査 堀川君が連続入選１等  庄西中と富山中部高３等

 ２６日　水曜日
北日本 5 北銀庄川支店 昼休みを導入 来月２１日から

10 レシピ手帳 お手軽味噌フォンデュ（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

14 卓球 全国ホープス選抜大会県予選会 大会結果

14 卓球 県新人大会 大会結果

16 仲間と集う 出中昭和３６年度卒３年５組同級会（砺波市 鈴木文男）

18 文部科学省後援第３８８回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

19 病院に福寿箸贈る 高瀬神社

17 とやまいろいろ図鑑１７５ 砺波郷土資料館５６ 餅つき③ はんぞ

24 障害者雇用率 県・市町村は法定未満  ２７公共機関で不適切算定

25 県内火災 最少ペース ２３日まで１６６件 野火減少  県西部で今月５人犠牲

25 「少しずつ前向きたい」 砺波住宅全焼 葬儀で孫の貴明さん

25 車にはねられ８９歳女性死亡 福光 運転の男逮捕

富山 5 ３店舗で昼休業導入 北陸銀、庄川支店など

13 コント 砺波・たぬき

20 高瀬神社が砺波総合病院に福寿箸贈る ２５日 砺波総合病院に

21 バレエと日舞の舞台を楽しむ 砺波でふれあい公演

26 県内障害者雇用 ２１機関 法定下回る  ３１の自治体、教委など調査

26 宮崎さん家族に最後の別れ告げる 砺波の住宅火災

27 南砺 ８９歳はねられ死亡 トラックの男、過失容疑逮捕

北陸中日 14 患者回復祈願 ありがたい箸 南砺の高瀬神社、病院などに寄贈

25 トラックにはねられ手押し車の８９歳死亡 南砺の横断歩道

読売 27 障害者雇用 １１自治体 法定率下回る  公的機関で計１５９人不足
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27 ８４歳はねられ死亡 砺波署

27 南砺でも死亡事故 南砺署

朝日 29 １１０・１１９ 女性がはねられ死亡

29 １１０・１１９ トラックにはねられ女性死亡

毎日 22 事件・事故 砺波で高齢女性がはねられ死亡

22 事件・事故 南砺でも高齢女性がはねられ死亡

 ２７日　木曜日
北日本 13 とやま文芸散歩 高島裕

13 越中アートフェスタ人気投票 平面優秀賞 洋画「くじらが人間になった日」

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

16・17 読者が選ぶ２０１８県内１０大ニュース ⑦富山マラソン最多１万２２５５人完走

25 身近な芸術 舞踊に触れる 県民ふれあい公演

25 事故防止へジャンボ門松 砺波安全運転管理者部会

25 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 入場者８万人

26 とやまいろいろ図鑑１７６ 砺波郷土資料館５７ 餅つき④ とぼおり

28 ｅスポーツ予選県内４校が敗退 全国高校選手権

28 ネット回線提供で砺波工をサポート となみ衛星通信テレビ

29 砺波・南砺・小矢部 住民税を算定ミス 砺波市 ２０１６～１８年度徴収不足

富山 3 来年の選挙展望 下 砺波市  現職以外に動きなし

3 庄川国有林など森林計画を樹立 中部森林管理局

21 富山文芸 １２月賞 歌壇  小池光選 一位 砺波市 源通ゆきみ、三位 山森和子

24 交通安全門松で事故防止呼び掛け 砺波安管部会

24 千代紙などで正月飾り作り 砺波・出町児童センター

25 空から火災や事故把握 高岡市消防本部 ドローン導入

26 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 来場者１万人増、８万人  砺波の実行委が来社

27 赤尾、宮野がＶ 県卓球選手権

27 高瀬、細川が優勝 県新人卓球

27 高岡商、高岡西制す 県高校ソフトテニスインドア選手権

28 時代の変遷 花で表現 となみチューリップフェア  夏野砺波市長が来社

30 南砺、砺波、小矢部 ３市、住民税誤算定

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

12 ６月時点の障害者雇用率 １１自治体 法定下回る

12 住民税 続く算定ミス 砺波、小矢部、南砺市も発表

13 交通事故ゼロ願い砺波署に親子門松 砺波安全運転管理者部会

朝日 19 ニュース短信 ４市で課税ミス

 ２８日　金曜日
北日本 11 北日本文芸年間賞 歌壇  俳壇  詩壇

15 とやま科学オリンピック２０１８ 入賞者

17 剣道 県少年錬成大会 大会結果

17 ２０１８ソフトバレーフェスティバルｉｎとやま 大会結果

17 石川投手 児童にエール 古里 魚津で野球教室

20 学力アップへ頑張るぞ 青少年自然の家  中学生 ３日間勉強会

20 年末年始の業務案内 砺波

21 図書資料購入 市に１００万円贈る 岡部元市長の遺族

21 全国珠算学校連盟検定合格者 合格者

21 第３１５回３級～１級珠算検定試験 合格者

22 とやまいろいろ図鑑１７７ 砺波郷土資料館５８ 餅つき⑤ 三方 天神様の掛け軸

25 オートバイにはねられ女性重傷 ２７日午後６時１０分ごろ

富山 15 地鳴り 同じ年齢で母の愛を思う  春川正人 ７１歳（砺波市）

23 岡部元砺波市長の長男が１００万円寄付 市の図書購入費に

23 加嶋さん優勝 第４５回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

24 年末年始・窓口ごみ情報 砺波市

24 もうすぐ新年 イノシシ 豪快に  絵画  アピタ砺波スタジオ

25 受験勉強や宿題 自然の家で合宿 砺波
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27 事件・事故 横断の８２歳女性はねられ重傷

毎日 18 障害者雇用率 達成は４自治体のみ  労働局 県内機関で１５９人不足

19 庄東っ子パワーなど文科大臣賞 第６回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール

 ２９日　土曜日
北日本 1 県内 各地で積雪 年末寒波 きょうも大雪警戒

1 注目のニュース ８８歳運転 駅地下誤進入

3 作付け希望 倍増 富富富  １９年産１０７８㌶目標超え

3 表彰制度を創設 地域おこし協力隊員

18 初売り情報 砺波

19 北海道地震 被災地語る エフエムとなみ あす放送  本紙記者現地で取材

22 年末 火災防止へ警戒 防火意識高揚求める  砺波市消防団

24 高岡 ８８歳男性「駐車場と思い…」 駅地下道 軽トラ誤進入  ５０㍍走行 けが人なし

富山 1 寒気襲来  県内積雪 スリップ６０件、空港に遅れ

3 県内自治体で執務納め式 芽出し事業が花開く  夏野砺波市長

13 コント 砺波・たぬき

22 消防、歳末警戒に出発 市長激励  砺波

22 四季彩館、新春の華 砺波  チューリップ、ラン展示

24 年末年始・レジャー情報 砺波市

24 美しい文字書き方学ぶ ２５人が書き初め練習

29 高岡駅地下道 軽トラ進入 ８８歳男性「駐車場かと」  ２回左折、けが人なし

北陸中日 1 雪かき 年末忙しく 県内、引き続き注意

17 ニュースダイジェスト １２月  １４日砺波市鹿島で住宅火災発生

26 銀世界 滑り込み 県内２スキー場 営業開始

27 高岡駅地下道に車突っ込む ８８歳男性「駐車場と勘違い」

読売 21 寒波で積雪 事故相次ぐ ７地点 今季最低気温  帰省ラッシュ影響も

毎日 18 文化サロン 短歌  綺羅短歌の会１２月歌会作品

18 県内７カ所で今季最低気温 各地で積雪

産経 19 地下道に軽トラ突入 富山  ８８歳「駐車場と勘違い」

 ３０日　日曜日
北日本 14 ４日から第１７回北日本新聞新春色紙展 新年の決意込め  各界から８０点 一堂に

16 読者のひろば 除夜の鐘を鳴らす  砺波市 上田智恵（４４歳）

16 仲間と集う 雄神小昭和３５年卒同級会（砺波市 村井武志）

17 各地の元旦マラソン 砺波

22 県内積雪続く 高岡２２㌢

富山 8 地鳴り 立派な門松 知人に感謝  北清俊一 ６１歳（砺波市）

8 地鳴り イノシシが道路横切る  藤井昭通 ４６歳（砺波市）

9 墓碑銘 ２０１８年 岡部さん 県議、砺波市長歴任 下保さん 画家、日本芸術大賞

18 県砺波農林振興センター管内・農地林務優良工事表彰 最優秀賞 北砺組 ほか

20 初詣情報 砺波市

21 吉江、福岡が制す 全国中学選抜卓球大会県予選会

21 全国ホープス選抜卓球大会県予選会 大会結果

25 駐車場の看板誤認か 高岡駅地下道軽トラ進入  ロータリーから歩道５０㍍走行

北陸中日 19 北陸３県スキー場案内 富山  となみ夢の平

朝日 17 新春ガイド 上 初売り 

毎日 18 ´１８ 富山ニュースファイル 中 ８月  ２２日 県内４地点で観測史上最高気温

18 事件・事故 高岡駅前の歩行者用地下道に軽トラックが突っ込む

 ３１日　月曜日
北日本 6 １２年に１度 亥年決戦  ４月県議選 砺波市（定数２）  現職２人名乗り

17 おせち講座 正月へ準備 総合カレッジＳＥＯ

20 記者ぶろぐ 痛ましい火災

22 県内の５地点 今季最低気温 きょうも冬型

22 名残惜しい平成  新元号希望込め 平成町に住む 柴田悦男さん（７９）砺波市平成町

富山 1 ヘリポート ２１年度整備 陸自富山駐屯地 「大型輸送用」離着陸  防災力を強化

7 地鳴り 一般参賀に参加 陛下のお声聞く  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

7 地鳴り 遠出しなくても見聞広められる  黒田和也 ４１歳（砺波市）
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7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

14 小矢部の古瀬さん、太夫に ４月の砺波・出町子供歌舞伎  地元以外で異例

16 初売情報 砺波市

21 年の瀬 雪かき励む 富山空港、伏木で２９㌢

21 ほたるいか 「総合カレッジＳＥＯ」のおせち講座

北陸中日 10 ２０１９年 選挙展望 下 県議選・西部  前回同様無風の公算  砺波市 定数２

毎日 16 ´１８ 富山ニュースファイル 下 １２月  １４日 砺波市の民家火災で焼け跡から４遺体

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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