
　　　　　　　２０１９（令和元）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　日曜日
北日本 1 工場団地５７％浸水恐れ　洪水ハザードマップ想定区域 県内　最大１０㍍　対策急務

9 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

19 仲間と集う 長谷川製作所ＯＢ会(砺波市　川西富士男）

21 ５０周年記念し「よいしょ」 砺波北部小学校で創校５０周年記念の餅つき大会

21 閑乗寺公園で愛誓う　地元有志　森の雰囲気演出 砺波の栖原さん夫婦　隣接キャンプ場で挙式

21 災害時は道の駅に避難 砺波市庄川町青島地区自治振興会と庄川峡観光協同組合が協定書

22 ネズミの木版画制作 庄川美術館　出展作家が指導

23 高岡・山町ポエム大賞　強い力持つ言葉で 表彰式　ねじめさん講評　第１６回高岡・山町ポエム大賞

23 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ３組

28 きょうの催し チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１９

28 とやまｗｅｂｕｎランキング　２３～２９日 ③パナ魚津・砺波工場売却　半導体から完全撤退（２８日）

30 クマ出没情報　３０日発表 砺波市　上中野

富山 1 第６８回富山県農村文化賞 太田西部地区環境保全推進委員会　砺波市農産物直売所連絡協議会

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

20 第６８回富山県農村文化賞　富山の土とともに生きる 太田西部地区環境保全推進委員会　砺波市農産物直売所連絡協議会

22 砺波市２１地区　パズルを制作 郷土資料館　３種類

22 優良工事の企業表彰 県砺波農センター

22 民生・児童委員１０５人を委嘱 砺波市の民生委員・児童委員と主任児童委員委嘱状伝達式

22 ピアノソロ、ドラムと共演 中川さん教室、砺波で演奏会

23 キャンプ場で結婚祝福　南砺・閑乗寺公園 特設会場で野外結婚パーティー

23 封筒に広告掲載 砺波市、あすから使用

23 半世紀の節目祝う 砺波北部小と林公民館の創校５０周年記念もちつき集会

24 発表や講演通じ交流 富山で県ＰＴＡ大会　第７回県ＰＴＡ会員大会

28 砺波総合病院の不適合免震装置交換 病院南棟４基

　２日　月曜日
北日本 15 声の交差点　☆ ジュニア 幼稚園残してほしい　藤井祥子　小学６年生(砺波市)

15 ニュース先読み　１２月２日（月）～８日（日） ７日　国道３５９号砺波東バイパス開通式

15 仲間と集う 東野尻小昭和３０年卒の元気な仲間たち(砺波市　加藤卓）

17 高齢者宅　除雪任せて　砺波　栴檀野 区長ら１６人が支援隊　小型機で私道雪かき

17 農事組合法人を設立 農事組合法人「古上野シードファーム」の設立総会

17 火の扱い注意して　高齢者に呼び掛け コンロ周辺確認　砺波市消防団ひまわり分団　８０歳以上の１人暮らし宅の防火診断

17 来場者の目を引く力作 「南部ふれあいの集い」　砺波市福祉センター苗加苑と市南部デイサービスセンター

19 １０万個の光　幻想的 チューリップ公園と周辺　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１９」

19 記者ぶろぐ 幸せ願う三助焼

20 ハローキティのなるほど図鑑　１６０ 厳照寺式土器　ハスの花のような文様

22 ６日から善意色紙等頒布展 著名人が書や絵画出品　県民会館

25 クマ出没情報　１日発表 砺波市　庄川町金屋

25 寒さ染みる～ 県内で初氷

富山 9 月曜川柳　乱反射 川辺久松(砺波)

13 高齢者宅除雪へ支援隊 砺波・栴檀野　区長らが講習会

13 男女共同で川柳　写真の入賞者表彰 砺波・参画のつどい

13 浦之島がＶ 第５２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

14 ＬＥＤ１０万個で装飾　砺波チューリップ公園 令和輝く　光の演出　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

15 ２６チームが熱戦 第１７回小矢部キンボール交流大会

北陸中日 5 発言 ハーフマラソン走り抜いた　島田栄　７１歳（砺波市）

11 心を込め　手づくり　 親子でわら細工　砺波「えんなか会」が教室

24 咲いた咲いた　ＬＥＤの花 砺波チューリップ公園　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

　３日　火曜日
北日本 5 県議会　一般質問 瘧師富士夫氏　自民砺波　日本語学習に支援必要

21 男女が互いに尊重を 砺波市男女共同参画推進のつどい

21 神話学べる小冊子作成 長田神具店　「神様のお話」

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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22 １０ＷＡＶＥ事業に重点 市長 予算編成方針示す　砺波市議会

22 合弁会社に雇用や協力関係維持要請 パナ工場売却で市長

23 年末警戒へ出発式 砺波署と南砺署　年末特別警戒合同出発式

24 ハローキティのなるほど図鑑　１６１ 天神山式土器　立体的で華やか

24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市出町小６年　豊吉宙大君

28 インテック社員　患者情報持ち出す 砺波総合病院１１人分

28 パナ半導体撤退でイスラエル企業 株保有と生産維持　魚津・砺波に工場　人員も変更せず

富山 3 県議会一般質問　質問答弁の要旨 外国人実習生の状況は　瘧師富士夫氏

19 地鳴り ５０年前の婦人会メンバ－集まる　紫藤道子　８５歳(砺波市)

19 コント 砺波・越中之助

19 地鳴り 健康維持にサツマイモ　竹部誠孝　７９歳(砺波市)

22 連絡デッキ、今年度完成　 砺波市議会　新チューリップタワーで市長　愛称募集　来年フェアで開放

22 「雇用、協力関係維持を」 パナ工場売却で要請

23 絵本で「神様のお話」 砺波・長田さん親子が冊子

29 インテック社員情報持ち出し 砺波総合病院でも１１人分

北陸中日 12 議会だより　２日 砺波市

13 砺波市の形　２１ピースに 合併１５周年で３種類登場　木片パズル　遊んで学んで

13 砺波工高の技術力　全国大会で好成績 ６人が市長に報告　ものづくり全国大会で二冠の快挙

24 患者情報持ち出し　砺波総合病院でも インテック社員が１１人分

読売 27 情報持ち出し　砺波でも 委託会社社員　市立病院から１１人分

朝日 20 無断で患者情報　砺波でも１１人分 インテック社員持ち出し

毎日 22 病院の患者情報　自宅に持ち帰る 砺波・委託会社社員

　４日　水曜日
北日本 19 段ボールでベッド設営 市役所　若手職員が防災訓練

20 もりもりハウス　７、８日感謝祭 きのこ汁や野菜販売

21 ドローン　操縦任せて　 庄川の女性３人　認定証を取得　農薬散布に利用

21 台風１９号義援金　日赤県支部に預託 ちゅうりっぷ保育園

21 チューリップ公園園路　愛称待ってるよ 来春完成予定　

21 救助現場の対応学ぶ 高岡・砺波医療圏　隊員・医師ら連携確認　高岡・砺波両医療圏の合同救急救命技術指導会

21 ドッヂビーの魅力　５チーム楽しむ 砺波市庄川地域の総合型スポーツクラブ「アユーズ」のスポーツフェスティバル２０１９

22 ハローキティのなるほど図鑑　１６２ 古府式土器　文様の立体感薄れ

29 ニュースファイル インフルで学年・学級閉鎖

別刷2 北日本新聞　第１６回　わたしの新聞コンクール かべ新聞　金賞　満保穂稀さん　砺波市庄東小４年

別刷4 北日本新聞　第１６回　わたしの新聞コンクール 家族ｄｅ新聞スクラップ　金賞　曽根大和君　砺波市出町小４年

別刷5 北日本新聞　第１６回　わたしの新聞コンクール 家族ｄｅ新聞スクラップ　銀賞　渡邉花奏さん　砺波市北部小５年

別刷6 北日本新聞　第１６回　わたしの新聞コンクール 家族ｄｅ新聞スクラップ　銅賞　入選　ＮＩＥ学校賞

富山 2 県内有権者数　８９万６７４人 県選管、８７０人減

20 段ボールベッド便利 砺波市職員　避難所設営学ぶ

20 「ビーツ料理」で健康に 高岡　あすから６店で提供　県西部６市の「呉西圏域ブランド育成事業」

20 県西部　救命で連携 事故の初動対応確認　高岡、砺波医療圏合同救急救命技術指導会

20 パトロール隊員　防犯へ活動強化 砺波署と砺波市防犯協会の年末特別警戒合同出発式

21 五十嵐さん優勝 健康麻将第７弾小杉ふれあい杯予選会④

21 シードファーム　組合長に田中さん 砺波で設立総会　農事組合法人古上野シードファームの設立総会

23 啓発活動や相談所　南砺市長にＰＲ 砺波人権擁護委員協　

26 １１施設で集団インフル 県内１０小学校と１幼稚園の計１１施設

北陸中日 14 けが人多数発生　誰を優先搬送？ 高岡・砺波医療圏　選定訓練

14 干支のネズミ　「福いっぱい」 砺波・三助焼窯元　最盛期

読売 27 砺波　完成できるかな？ 郷土資料館に地区パズル

　５日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（１２／５～１２／１１） 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

23 園児　元気にダンス　県花総合センターでミニコンサート 県花総合センターのクリスマスキッズミニコンサート

23 ラーメン「おいしい」 高岡市戸出伊勢領のラーメン店「旭屋」　高岡市聴覚総合支援学校でポランティア

23 米国研修に意欲 砺波高で出発式　
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24 郷里福島でもうすぐ勤務　ガラス製造の「エヌビーエス」が新工場 被災地出身３０人　砺波工場で研修

25 扇状地を研究　市に書籍寄贈 砺波散村研　「２１世紀の砺波平野と黒部川扇状地」

25 善徳寺の史料　来年度から解読 善徳文化護持研究振興会

30 県内インフル「注意報」 ０９年以降最速　砺波厚生センター８．８６人

富山 19 地鳴り 今年のゴルフ　悔しさ募る　北清俊一　６２歳（砺波市）

19 地鳴り 仲間の他界で寂しい気持ちに　春川正人　７２歳(砺波市）

19 地鳴り 一人の食事は物足りない　浦外喜夫　７０歳(砺波市)

24 米国で語学研修　生徒が成長誓う 砺波高で出発式

26 ふく福かぼちゃ　冬至にいかが 初選果、湿害影響し３００㌔

27 砺波・県花総合センター　ツリーと「アラジンの魔法の世界」 園児が華やかダンス

27 庄川、黒部川流域　２０年の変化まとめ 南砺市出身・金田さん　「２１世紀の砺波平野と黒部川扇状地」

30 県内インフル注意報 今季初　砺波８．８６人

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

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

11 イベント キラキラスペシャルＤＡＹ

13 砺波・春日町で街路整備事業 来年度から２９年度まで

読売 27 洪水マップ　見直し急務 市町村に策定義務　雨量想定引き上げで

27 インフル注意報　県発表 患者報告数　砺波８．８６人

毎日 22 県内初　女性３人を認定　砺波 農薬散布用ドローン操縦

　６日　金曜日
北日本 3 広告 砺波東バイパス　あす午後３時　１２月７日（土）開通

19 声の交差点 令和によみがえる花　砺波市 上野亮平（７7歳）

21 ふく福かぼちゃ　出荷へ選果作業 栴檀山地区

22 井波の写真家　安念さん作品　カレンダーにリコーが採用 県内の名所紹介

22 本年度の活動を報告 砺波人権擁護委員協議会小矢部地区委員会

23 西洋野菜　高岡産ビーツいかが 市内６店　オリジナル料理提供　県西部６市が取り組む呉西圏域ブランド育成事業第１弾

31 鉄パイプで男性殴る　高岡署 運転トラブル　傷害容疑　男逮捕

富山 1 第６８回県農村文化賞贈呈式 農林業活性化に尽力　６団体の功績たたえる

2 広告 砺波東バイパス　あす午後３時　１２月７日（土）開通

25 地鳴り キャッシュレス社会に不安募る　松本えみ子　５５歳（砺波市）

25 地鳴り 千歳飴の味思い出す　戸田祐子 ５７歳（砺波市）

27 イチ押し本をＳＮＳで　撮影コーナーを開設 砺波市立図書館　お気に入りの本を写真撮影するコーナー開設

27 昔話のカレンダー　交流団体に配布 砺波学園が制作

29 薬物乱用の恐ろしさ井波小６年生学ぶ 砺波ＬＣが教室

30 紙風船 パパがパパッとご飯

33 「幅寄せ」と鉄パイプで殴る 高岡・国道１５６号　傷害容疑で男逮捕

北陸中日 10 砺波東バイパスがあす午後全線開通 国道３５９号砺波東バイパス

11 縁起物わら細工　雪つりに 砺波に河合さんの作品

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

29 広告 砺波東バイパス　あす午後３時　１２月７日（土）開通

　７日　土曜日
北日本 6 半導体事業譲渡を説明 パナ子会社が県庁訪問

12 富山と行き来しやすく 国道３５９号砺波東バイパス きょう全線開通

12 広告 祝 国道３５９号 砺波東バイパス 全線開通

23 松竹梅 盆栽寄せ植え 地域の公共施設に展示 砺波の村中さん

23 薬物乱用の怖さ知って 砺波ＬＣが防止教室

25 美の祭典 越中アートフェスタ２０１９ 発想の面白さ注目して 砺波巡回展 きょう開幕

富山 23 地鳴り 朝乃山はもう横綱の有力候補 犀川寮明 ７１歳(砺波市）

25 三助焼でネズミ 新年の幸せ願う 砺波の窯元で最盛期

25 新理事長に今井氏 庄川沿岸用水連合

26 国道３５９号砺波東バイパス きょう全線開通

　８日　日曜日
北日本 2 橘氏が国政報告 南砺で支援組織研修会

15 みんなのＶＯＩＣＥ「宝くじ当たったら」 砺波市　３０代　女性　ＪＡＭの凉与だよ

17 青少年育成の団体表彰 砺波市青少年健全育成大会
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19 独創的な絵画・立体 砺波巡回展開幕　審査員が表現解説

19 多彩なステージ　親子笑顔 クリスマスこどものつどい　菓子の贈り物も

19 各地で中学生バスケ大会 試合通じて強化と交流　ＪＨＳとなみ大会

25 ２０１９　あなたが選ぶ県内１０大ニュース ６月　㉒　１１月　㊿

26 国道３５９号砺波東バイパス全通 砺波－富山間　アクセス円滑

富山 1 砺波東バイパス全線開通 国道３５９号　記念式典やイベント

20 サバ缶でパスタ 砺波で男性料理教室　砺波市男女共同参画推進連絡会高波地区

20 庄川ゆず料理　地酒と味わう 富山エクセルホテル

21 高岡さん優勝 県ケーブルテレビ協議会杯第３回健康麻将交流大会

22 国道３５９号砺波東バイパス　「おわら」と「麦屋」近く 全線開通に市民喜び　買い物便利に、冬も安心

22 スタンプラリーや電飾楽しむ 砺波チューリップ公園

22 橘氏が憲法改正解説 南砺で慶政会研修会

22 山本、山岸さん　最優秀特別賞 作文・図画コンクール

24 事件・事故 おにぎり盗んだ疑い

北陸中日 11 砺波東バイバス全線開通 観光や物流に期待　関係者集い式典　パレードなどでお祝い

11 強豪校のロボット　間近で 富山　高専生らの１５台展示

読売 30 県内１０大ニュース　応募を　１３日必着 富山ニュース一覧　㉒

　９日　月曜日
新聞休刊日

１０日　火曜日
北日本 5 '２０秋 知事選 出馬へ支持拡大狙う　新田氏 「支援組織」あす初会合

5 コメ生産量据え置き 県内２０年産　主食用１８万㌧

6 令和の戦略２０２０【１】　 県内企業トップに聞く　北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦氏

24 代表質問　地震防災マップ更新 段ボールベッド１００台備蓄　土地区画整理や防災力強化に重点

26 三味線グループ　多彩なステージ 砺波市の三味線グループ「和の会」のクリスマス会

26 １５団体顕彰・表彰 地域包括ケア　県民フォーラム

28 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市出町小６年　小坂華さん

31 インフルで学年・学級閉鎖 小学校４校でインフルエンザとみられる集団感染

32 乳児抱いた母親傍聴 舟橋村議会　一般質問　身近なテーマに関心　乳幼児立ち入り　１０市町村　原則禁止

33 個人情報１７１９人分流出　金沢・高岡・砺波５病院 紙に印刷「メモに使った」　インテック社員　患者・職員　院内図も

富山 15 ２０１９年　読者が選ぶ　県内１０大ニュース募集 ㉖ 　㉚　㉝　51

17 地鳴り １通の便りに思ったこと　紫藤道子　８５歳(砺波市)

26 震度７の地域を明示　砺波市　来年度、防災マップ改定 邑知潟断層の地震想定　段ボールベッド備蓄強化

26 創立１００年節目祝う 砺波・鷹栖婦人会

28 版画体験やぽち袋作り 砺波市美術館　脇田和展の企画

28 球児の肘や肩　負担減へ講習会 砺波、理学療法士招く

32 ４小学校で集団インフル ４小学校でインフルエンザとみられる疾患が集団発生

33 情報持ち出し　さらに インテックの５０代社員　金沢市立、厚生連高岡病院　１７００件

北陸中日 7 かがやき　新　世代 北陸コカ・コーラボトリング　佐々木健信さん　自販機の進化　下支え

14 ツリー、花に囲まれ園児がダンス披露 砺波・県花総合センター

15 砺波の社会福祉施設　利用者と住民ら交流 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

27 情報持ち出し４病院に拡大 インテック社員　計１７１９人分　外部流出は確認されず

読売 35 参謀　瀬島龍三の肖像1⃣ 政財界　昇った軍師　中曽根元首相支える

35 情報持ち出し　社長謝罪 インテック　高岡など４病院１７００人分

朝日 26 金沢でも持ち出し インテック社員　１６００人分情報など

日本経済 39 システム管理受託　病院の個人情報　インテック 社員が持ち出し　陳謝　

１１日　水曜日
北日本 1 高岡テクノドーム増改築 県検討　２３年春完成目指す

1 解説　武道館誘致合戦　 県西部振興に配慮

1 低所得者向け　プレミアム商品券　申請低迷　期限延長 手続き複雑　購入費もネック

5 県議会　予算特別委 県境越え観光振興して　米原蕃氏　▽知事…特色生かし各県連携

11 回顧　２０１９　▬俳壇▬　中坪達哉 県勢の受賞相次ぐ

15 仲間と集う 栴檀山小卒「一八会」(砺波市　吉田稔）

17 ２２日演奏会へ歌声磨く 合唱団となみの第２６回演奏会に向け練習

17 オープン控え乗客救助訓練 イオックス・アローザ
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17 創立１００年　節目祝う 鷹栖婦人会

18 資料　特産館で展示検討 庄川水資料館　施設再編で廃止後

18 来年５月末閉館 現・砺波図書館

19 県西部消防指令員　１１９番対応を訓練 県西部消防指令センターの指令員らの口頭指導シミュレーション訓練

19 なぎなた技術競う 南砺市なぎなた錬成大会

25 ニュースファイル １９施設が休校や学年・学級閉鎖

富山 1 高岡テクノドーム　大規模増改築 県方針　知事「県西部活性化の拠点に」　２３年春までに　５Ｇ技術導入

3 県議会予算特別委　質問答弁の要旨 ５Ｇ進展へ見解を示せ　米原蕃氏

3 記者席　 みんなで持続可能に　米原氏

19 くらしの日記 涙あふれる夕映え　紫藤道子　８５歳（砺波市狐島）

22 庄川特産館を改装 施設再編　水資料館の展示移設

25 電話口で救命指示　通信指令員ら訓練 高岡市消防本部　県西部消防指令センターの口頭指導シミュレーション訓練

25 林君、藤崎さん　最優秀に選出 万引防止ポスター

28 県内１９施設で集団インフル 休校や学年、学級閉鎖

北陸中日 15 砺波図書館　５月末閉館 １１月に新図書館　「庄川」充実し対応

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 華やぐシクラメン　砺波 砺波市高道の県花総合センターでシクラメンの季節展示

29 参謀　瀬島龍三の肖像2⃣ 開戦・終戦　大役担う

毎日 24 持ち出し　複数病院で 個人情報など　インテックが陳謝

１２日　木曜日
北日本 5 「生産・雇用　影響ない」 パナ半導体撤退で

12 県内美術館・博物館の催し（１２／１２～１２／１８） 松村外次郎記念庄川美術館

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市　県内 砺波市

17 仲間と集う 西本願寺井波別院賽銭講(砺波市　松田吉孝）

19 がんばってます　富山の職場 市民の生活基盤支える　ユーシン建設　砺波市三郎丸

20 砺波署前交差点　Ｙ形から丁字に 区画整理で改良　出町東部第３土地区画整理事業

20 反射材のツリー点灯 砺波署　交通安全反射材ツリーの点灯式　

25 ニュースファイル 契約辞退で指名停止　セントラルメディカル富山支店　

26 ストップ　特殊詐欺被害 特殊詐欺　高額被害続く　滑川３０代女性　２３０万円　砺波８０代女性　２００万円

富山 3 雇用、生産は維持 パナの半導体事業撤退

24 今年最後の営業　砺波・栴檀野直売所 感謝の豚汁振る舞う

25 閑乗寺公園施設でグランピング計画 産業建設常任委員会

26 ツリーに無事故誓う 砺波署で種田保育所園児

26 アイデアあふれるロボットを展示 県教育記念館　県ひとづくり財団のアイディアロボット展

26 砺波南部小生が施設に寄付 市南部デイサービスセンター

30 クマ増加で　イノシシ捕獲減少 砺波市　箱わなの餌食べる

30 新幹線で長野へ　２００万円手渡す 砺波８０代女性詐欺被害

30 契約辞退で指名停止 セントラルメディカル富山支店

北陸中日 10 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

13 ２０１９年度　中日ボランティア賞 園生にボールペン習字　貝淵悦子さん　障害者スポーツ支える　米道育代さん

読売 27 参謀　瀬島龍三の肖像3⃣ 抑留１１年　真相語らず

１３日　金曜日
北日本 1 イノシシ捕獲 最多 豚コレラ対策　わな増設  県内１０月末で５１２０頭  冬も活動「刺激しないで」

21 電気工事に理解深める 県電気工事工業組合の体験型意見交換会

22 受診率まだ１８．５％ 風疹無料検査  砺波

31 インフル患者急増 県内６６施設 学級閉鎖  拡大防止へ授業短縮  小学校３校で学年・学級閉鎖

富山 21 地鳴り 中村氏の仕事 まさに地の塩  嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

21 地鳴り 電子レンジを買い替える  西川良子 ６７歳（砺波市）

21 地鳴り 親としての愛情でも  角栄一 ６８歳（砺波市）

21 コント 砺波・越中之助

23 砺波市 男性対象の風疹検査 受診率は１８．５％  市の目標下回る

24 「福いっぱいの年に」市長に子の三助焼 砺波で谷口、宗景さん

24 脇田和展を鑑賞 「色彩の詩人」魅力に触れ  砺波北部小

25 大門素麺 自慢の食べ物 砺波・庄南小で発表会
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28 続ふるさと再見㉓関野神社で考えた 駅に地元の音色を  原動力は「愛」

28 県内３小学校でインフル 庄東（砺波市）

読売 26 地域振興の取り組み ５地区が活動報告 魚津

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１４日　土曜日
北日本 12 回顧　２０１９　▬史壇▬　木本秀樹 時代相　再評価の動き　史料　相次ぎ発見

12 主な企画展 ■４月　砺波郷土資料館

25 ネズミの三助焼　砺波に福呼んで 窯元の自治会が市に寄贈　砺波市般若自治振興会

25 やわやわ運転で感謝状 砺波署　活動に参加した市内５団体

25 多彩な絵画や染め物 富山大出身者らでつくる「８＋ａ展」が砺波市のギャラリー無量で

26 障害者雇用率２．２８％　法定に２人届かず 砺波市議会総務文教委員会

27 チューリップ切り花ＰＲ 研究会　花束　市に寄贈　砺波切花研究会

27 光の空間芸術　夢幻的な世界 きょうから企画展　

30 きょうの催し 県西部　ＴＯＮＡＭＩ銅版画教室作品展

31 ニュースファイル 雄川コンサルタンツを登録停止

31 ニュースファイル インフルで学年・学級閉鎖

富山 21 地鳴り 待望の砺波東バイパス開通　松本えみ子　４５歳（砺波市）

21 地鳴り 高齢者講習を初めて受けた  犀川寮明  ７１歳（砺波市）

23 黒龍江省医院の研修団が帰国報告 砺波市長に　砺波総合病院で研修

23 障害者の法定雇用率下回る ６月１日現在で２．２８％　総務文教常任委員会

24 冬もチューリップ飾って 砺波切花研究会　市に毎週花束

24 事故、犯罪抑止で５団体が協定締結 砺波市や御菓蔵

25 築９２年の町家で臨床美術教室 中高年の集う場所に　砺波の鷲北さん改装

25 冬彩る「光の芸術」 アートハウスおやべで点灯

28 砺波の業者を登録停止 北陸地方整備局　雄川コンサルタンツを４５日間登録停止

28 県内３施設で集団インフル 砺波市南部認定こども園

北陸中日 5 発言 畑とパークゴルフで健康に　上野亮平 ７７歳（砺波市）

14 防犯、交通安全啓発　包装袋で 砺波の御菓蔵　市などと協定

15 チューリップ　冬もいいね 砺波で切り花　初出荷

毎日 26 青少年読書感想文全国コンクール 県代表１０編　中央審査へ　応募１万７９７４編　入選は４０編

１５日　日曜日
北日本 1 酒蔵観光　新拠点 若鶴酒造　「令和蔵」来春開設　砺波　免税店や地元の味覚

3 社説 全国屋敷林ネット　保全へ「民」の視点期待

13 声の交差点 勝興寺を観光拠点に　村中正敏　８９歳（砺波市）

13 みんなのＶＯＩＣＥ「クリスマスの贈り物」 砺波市　４０代　男性　機械屋さん

21 中国の医師ら「勉強できた」 市長に帰国あいさつ　砺波総合病院

21 交通安全へおかき活用 砺波市太田の米菓メーカー、御菓蔵

21 中学生の力作紹介 砺波地区中学生美術展

22 庄川の記事２０点紹介 砺波市の県信用組合庄川支店

22 家計簿の活用法学ぶ 北日本新聞オリジナル家計簿を使った「プロに学ぼう　かんたん家計簿教室」

22 立花さん（富山工１）優勝 高校生県溶接競技会

23 ３市中学生白熱ラリー 福野でオープンバド

23 バレーボール　２３チーム熱戦 高岡チャレンジマッチ中学女子大会

28 とやまｗｅｂｕｎランキング　７～１３日 ①砺波－富山間の交通円滑に　国道３５９号砺波東バイパス全線開通（７日）

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 中村さんの精神伝えていって　春川正人 ７２歳（砺波市）

18 サンタがプレゼント 砺波の民泊施設

20 県バレー小学生大会開幕 砺波で４０チーム熱戦　男子ベスト４　女子８強決まる

21 成美（高岡）が予選１位　 １２チーム熱戦　蜷川（富山）は２位

21 砺波地区中学生美術展が開幕 南砺

21 職員の自己啓発　ポスターで発表 小矢部で渓明会

22 砺波市美術館　 脇田和の世界に迫る　ギャラリートークで解説

１６日　月曜日
北日本 21 実家改装　交流の場に 砺波　精神保健福祉士の鷲北さん　高齢者ら臨床美術体験

21 息合ったハーモニー 砺波工業高校吹奏楽部定期演奏会
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21 江戸期以降の農具を展示 庭じまい展

22 最優秀賞に林君・藤崎さん 万引き防止ポスターコンクール

22 昔の民具知ろう 安カ川さん解説　黒部市歴史民俗資料館の歴史講座

23 ７人に表彰状 「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」

23 満点は小学生１人 児童生徒思考大会

23 高校野球部員が審判の基本学ぶ 砺波地区５校

30 民謡民舞全国大会　中村さん（富山）優勝 日本民謡協会

富山 9 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

12 受賞者７人たたえ 海保図画コンクール

13 新興住宅地で１００人防災訓練 砺波・花みず木台

13 砺波の空き家を臨床美術拠点に 鷲北さん　「臨床美術」の教室「ささえるさんの家となみ」

13 今年最後の営業　冬野菜など人気 砺波・若林青空市

15 砺波ジュニア初優勝 第２０回全国加藤杯争奪遊学館オープン卓球最終日

15 ＯＫＵＫＩＴＡが２位 第７回となみカップＵ－１１フットサル大会最終日

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

１７日　火曜日
北日本 5 広告 そだてる　つながる　ひろげる　越中とやま　食の王国フェスタ２０２０

17 声の交差点 被災地の実情知る　北島嘉孝　４８歳(砺波市)

20 願い込め絵馬作り　砺波　こども美術教室 来年のえと題材に制作　大谷さん指導　高瀬神社に奉納

20 災害に備え訓練 砺波市柳瀬地区の花みず木台自治会　

21 べるもんた　土日運行継続 来年３月から　

21 １２０人元気にプレー 卓球　松本杯第６４回砺波市選手権大会一般の部　

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市出町小６年　池島昊佑君　金森愛季さん

27 砺波の倉庫　天井など焼く 砺波市高道のプラスチック製造業「横山製作所」

富山 25 県内新成人１万４８５人 ３年ぶり増　来月３～１２日に式典

25 大型店で防火設備を点検 砺波消防署

29 砺波の製作所から出火、天井や壁焼く 砺波市高道のプラスチック製品製造「横山製作所」

１８日　水曜日
北日本 1 ２０２０年東京五輪　聖火リレー県内ルート 聖火で輝け　富山の魅力　東京五輪　詳細ルート発表

11 小学生でも取れる資格ガイド本監修 砺波出身の鈴木さん

14 ２０２０年東京五輪　聖火リレールート 県内１５市町村　詳細ルート　③砺波市

17 仲間と集う 庄川俳句愛好会(砺波市　野村邦翠）

21 絵本の世界楽しむ 「えほんのじかん　クリスマススペシャル」　砺波図書館　

21 さるかに合戦や桃太郎　昔話題材にカレンダー 砺波学園生手作り

21 大型商業施設で年末の特別査察 砺波消防署　砺波市内の大型商業施設２店舗

22 ためたお小遣い　善意銀行に預託 出町青葉幼稚園児

23 ジャズライブで防災支援 砺波工業が同社コミュニティスペースでチャリティー・コンサート

23 宮島選手が中田小で講演 車いすバスケットボールのリオデジャネイロ・パラリンピック日本代表

29 １２施設が学年・学級閉鎖 砺波市高波幼稚園

30 ＯＬＹＭＰＩＣ　ＴＯＲＣＨ　ＲＥＬＡＹ　ＴＯＫＹＯ　２０２０ 一丸で盛り上げたい　ルート沿道の住民ら　「記憶に残るリレーに」

富山 1 県内聖火リレー　特殊区間３カ所 詳細ルートと走者２５人決定　来年６月

22 お手伝いのお金「使って」　砺波・青葉幼稚園児が寄付 ハンドベル演奏

23 サンタの絵本楽しむ 砺波図書館　「砺波ファーストブックの会」のクリスマススペシャル

23 稲垣さん優勝 第５回呉羽ハイツ忘年クリスマス杯健康麻将交流大会

24 窓口で不審者暴れ　避難や制圧を確認 砺波市役所で初の訓練

25 菊川が優勝 第７回となみカップＵ－１１フットサル大会最終日

28 県内１２施設で集団インフル 高波幼稚園（砺波市）

北陸中日 1 聖火スタート１００日前　ランナー発表 県内まず２５人　詳細ルートも

5 すくらんぶる　交差点 ともに生きたい　カイさん　７０歳（砺波市）

12 聖火リレー県内ルート　 自然、歴史文化を網羅　特殊区間も設定

25 大津の４人死傷事故　危険運転致死で起訴 砺波の９歳犠牲

読売 22 よみうり文芸 短歌  砺波市 山田裕子

22 １７８区間　輝く２日間 五箇山、富山城…魅力を発信

22 夢に向かって努力を 車いすバスケ　宮島選手が講演

朝日 27 聖火走者　まず２５人 東京五輪　県内ルート詳細発表

毎日 22 東京五輪　聖火リレー詳細発表 来年６月３、４日　県内定走者２５人も
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１９日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（１２／１９～１２／２５） 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 朝市夕市　県内 砺波市

21 窓口の不審者に備え 砺波市役所　市役所窓口で不審者が暴れた場合に備える訓練　

22 庄川の４保育所統合 市が公共施設再編案発表　

22 山本教育長を再任 砺波市議会　２２日に任期満了

22 論戦を振り返って 傍聴者に資料貸与　一歩前進

22 市に６４の予算要望 自民砺波市連

富山 23 地鳴り 城端で投げた金田さんに沸く　北清俊一　６２歳　（砺波市）

25 出町児童センター　庄東センター　旧診療所　新たに３施設を廃止 砺波市　施設再編案を公表　庄川民芸館収蔵館は譲渡

25 教育長に山本氏再任 本会議

25 アンダーパスの歩行者道へ移行要望 自民砺波市連など

25 五鹿屋、庄下が決勝大会に進出 第１１回ロングラン親善ゲートボール大会第２日

26 正月用ハボタン出荷 砺波・新屋敷　３割増の８千本

27 洗練のジャズ堪能　 砺波工業がチャリティー

27 富山駐屯地で婚活イベント 昨年好評　２１日、女性の参加募集

北陸中日 12 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

14 幼稚園統廃合　盛り込む 砺波市　公共施設再編計画案示す

14 議会だより　１８日 【砺波市】最終日

読売 28 精鋭ロボ　富山に大集合 県内中高生ら製作

29 砺波市　公共施設を再編 ２０４５年度までに建物総面積８％縮減

２０日　金曜日
北日本 16 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール あすから県民会館 入賞・入選作４９３点

20 北日本新聞健康経営推進キャンペーン 富山の健康企業 小野医療器株式会社  ユーシン建設株式会社

25 元市長の遺族 市に寄付 上田信雅元砺波市長の遺族が市に２００万円寄付

25 飲酒運転根絶へグッズ 砺波署

26 施設利用者と交流 砺波高生が訪問

27 チューリップ切り花出荷 最多７０万本見込む

27 クロスランド虹色 クリスマス仕様に きょうからライトアップ

27 となみ政経懇話会 １２月奥様合同例会 演題 健康長寿のための食情報活用術  科学的正しさ見極めを

富山 18 くらしの日記 リンゴ園で  紫藤道子 ８５歳（砺波市狐島）

20 上田前市長家族が市に２００万円寄付 ９月に亡くなった上田信雅前砺波市長の妻朝子さんと長男信和さん

22 Ｘマス、正月にチューリップ 砺波で切り花出荷

23 七色のタワー 幻想の輝き きょうからライティング  クロスランドおやべ

23 ゲームや合唱で利用者と交流 南砺・花椿で砺波高生

24 紙風船 スマホで学ぶ英単語

毎日 24 ギャラリーだより 脇田和展「アトリエの一隅」

24 事件・事故 砺波の男児が死亡した大津の事故で、男を危険運転致死で在宅起訴

２１日　土曜日
北日本 2 叙位（２０日） 従五位　元砺波市議古井晃氏

4 乗り継ぎ割引廃止　「高校生の負担大きい」 自治体関係者ら訴え

13 回顧　２０１９　▬考古学▬　鹿島昌也 改元で国府に注目　富山考古学会７０周年

13 北日本歌壇の集い 高岡会場　中井溥子(砺波市)　

17 令和の越中万葉歌　11　高岡市万葉歴史館長　坂本信幸 舟人の労働歌慈しむ

25 １位は国道３５９号バイパス開通 砺波市　１０大ニュース

27 １年の汚れ払う 希望持ち新年を　高瀬神社

27 全国小・中学生交通安全ポスター 赤畠さん（庄西中３）警察庁長官賞

27 アランマーレ　県内第１戦ＰＲ 来月　県西部体育センター

富山 3 陸自富山駐屯地に防衛省 ヘリポート整備費計上

21 地鳴り 理解しがたい判決だった　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

23 砺波市の１位は３５９号バイパスが全線開通 砺波市　今年の十大ニュース

23 雪づりに鶴亀わら細工 砺波・文化会館前　河合さん制作

25 映画「もみの家」　２月に先行上映 砺波などでロケ

25 日本リーグ　アランマーレ ホーム開幕、「絶対勝つ」　来月１１日、砺波で岐阜戦　

26 乗り継ぎ割引　今年度終了 ＪＲ西方針、運賃最大４３％上げ　あいの風　値上げ見送り

26 叙位叙勲（２０日） 従五位　元砺波市議古井晃氏
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北陸中日 14 乗り換え割引　継続意向 あいの風　ＪＲ西は終了要望

14 叙位叙勲（２０日） 従五位　元砺波市議古井晃氏

15 砺波東バイパス　全線開通が１位 砺波市十大ニュース

読売 25 ＪＲ西　乗り継ぎ割引終了へ あいの風　運賃値上げ延期

毎日 24 砺波　華やぐ冬　チューリップ出荷 砺波市　権正寺営農組合

２２日　日曜日
北日本 9 墓碑銘　２０１９ 県内　鹿熊安正元参院議員　県議会・県連支える　上田信雅氏

10 みんなのＶＯＩＣＥ「冬を乗り切る食べ物」 砺波市　４０代　男性　機械屋さん

10 声の交差点 チューリップに感謝　西出郁代　７７歳（兵庫県）

11,12 令和２年度　富山育英センター　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

19 親子で協力　Ｘマス料理 クリスマス親子料理教室　総合カレッジＳＥＯ砺波本校

19 となみ夢の平スキー場安全祈願祭 玉串ささげ無事故祈る

19 食事やゲームを子どもと楽しむ となみセントラルＬＣ

20 ファーム東宮森が祝賀会 農林水産省の全国優良経営体表彰

26 きょうの催し 県西部　美マルシェ　

富山 9 地鳴り ７０歳になり幸せなこと　浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

19 全国優良経営体表彰　 ファーム東宮森祝う

19 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

20 降雪を願い安全祈願 となみ夢の平スキー場

22 朝ドラ効果　陶芸人気　砺波、南砺の窯元 体験教室参加者　前年比３倍

読売 26 雪不足　スキー場悲鳴 暖冬影響　開業見合わせ相次ぐ

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２３日　月曜日
北日本 12 回顧　２０１９　▬美術▬　 「対立」より「対話」促す　作家ら地道な取り組み

21 仲間と集う 砺波サンシャイン病院親睦旅行　（砺波市　中村喜久子）

24 わが家のアイドル 林環奈ちゃん　１歳２カ月　砺波市大門

26 高瀬神社に大絵馬奉納 こども美術教室　受講生ネズミ描く

26 正月に向け準備着々　 園内の植物でミニ門松作り　県民公園頼成の森

27 光の祭典　音楽で演出 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　吹奏楽や合唱ステージ

27 危険業務従事者叙勲 小森さん祝う　元砺波地域消防組合消防本部警防課長

富山 7 地鳴り 親切に恵まれた幸せな一日に　小竹美子　７１歳（高岡市）

7 地鳴り 第２の人生　設計図考える　犀川寮明　７１歳(砺波市)

12 初詣　福呼ぶ巫女に 県内最多　７８人を認証　南砺・髙瀬神社

12 電飾イベント　演奏で盛り上げ 砺波高吹奏楽部

12 深江福祉サポーター　高齢者宅にケーキ 町内の一人暮らしの高齢者宅１０世帯にクリスマスケーキを贈る

13 ゆず湯でぽかぽか 砺波の施設　１年の疲れ癒やす

13 頼成の森でも親子で 砺波市の県民公園「頼成の森」のミニ門松作り

14 小森さんの叙勲祝う 南砺　元砺波地域消防組合消防本部警防課長

14 歌声高らか　６０周年祝う 合唱団となみ、記念演奏会

15 男子　速星　女子　ケイジャーズＶ 第１４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

北陸中日 25 ペルー代表のバド選手育成　砺波出身の協力隊員 心のラリーで目指すは東京　大会直前に任期「会場で再会を」

２４日　火曜日
北日本 4 優良工事の５１業者表彰 ２０１９年度の県建設優良工事表彰　

19 記者が選んだ　市町村ビッグニュース　２０１９　砺波市 １２月　国道３５９号砺波東バイパス開通

19 リズムダンス頑張ります 庄東小４年生　２６日から全国大会

19 還暦　カナダ自転車旅　 砺波の菊池さん　４ヵ月かけ４９００㌔巡る

19 きょうもにっこり 「ムッシュー・ジー」パティシエ　伊藤さち子さん

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小５年　石橋俊平君　６年　藤井つくしさん　

28 インテック指名停止 砺波市　１カ月の指名停止

富山 19 地鳴り 暖かい膝掛けで気持ちがジーン　紫藤道子　８５歳(砺波市)

21 親子で童歌楽しむ 砺波図書館で講座　「親子で楽しむわらべうた講座」

21 Ｘマスコンサート　収益金を市に寄付 砺波工業　ジャズバンド「ｊａｊａ」のチャリティーコンサート

22 優良工事業者たたえ 富山で表彰式　県建設優良工事などの表彰式

22 冬休み　胸躍らせ 南砺、砺波、小矢部で終業式

23 無事故目指し署名簿 砺波・若林寿会　砺波市若林地区の老人クラブ
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23 廣上が優勝 第４回大山崎天王山カップ少年少女フェンシング大会

26 インテックを１カ月指名停止 情報持ち出しで砺波市

北陸中日 12 富山のインテック　砺波市が指名停止 個人情報持ち出し受け

朝日 23 ニュース短信 砺波市がインテックを指名停止に

毎日 20 Ｘマスを楽しもう　 砺波でイベント　チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッションの「クリスマスメモリーナイト」

日本経済 35 三セク乗り継ぎ　割引中止 あいの風とやま鉄道　ＪＲ西が方針

２５日　水曜日
北日本 4 ローカル５Ｇ　ＴＳＴが県内初申請 射水ケーブル　来月にも

5 地方公務員の給与指数 県内市町村平均９８．０

5 かぶらずしの３事業者認定 県推奨ブランド

21 夜間は反射材　署名簿で誓う 市若林寿会

21 演奏会の売上金　砺波工業が寄付 防災支援チャリティークリスマスコンサートの売上金を砺波市に寄付

21 教育長職務代理者に林氏 砺波市教育委員会

28 本社が号外発行 朝乃山の関脇昇進

28 立山のイノシシ　豚コレラ感染 県内で感染確認　31頭目

富山 2 １４市町村は国以下　 富山市は中核市で２０位　職員の給与水準

2 県とやまブランド　 かぶら寿しに３事業者

13 県内　読者が選ぶ　２０１９年１０大ニュース 8⃣イノシシ　豚コレラ感染

21 アニメソング楽しむ 砺波学園で演奏会

21 教育長職務代理者に林氏 砺波市教委

26 立山町で捕獲のイノシシ陽性 豚コレラ、県内３１頭目

２６日　木曜日
北日本 1 来秋知事選　石井氏　５選出馬へ 後援会要請　「重く受け止める」

13 声の交差点 同級生に元気もらう　  砺波市　小西文子 （７５歳）

14 県内美術館・博物館の催し（１２／２６～１／８） 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 朝市夕市　県内 砺波市

23 患者らの健康願い　福　寿　箸　１８５０膳 髙瀬神社　１９施設に贈呈

24 鏝絵・なまこ壁　すっきり 竹内源造記念館で大掃除

24 バンド演奏に手拍子 砺波市福山　福祉型障害児入所施設「砺波学園」で年末お楽しみ会

24 ミュゼふくおかカメラ館「ワンダーフォトコンテスト」入選作 一般　ワンダー賞

富山 2 県教委など１２機関　法定率達成できず 障害者雇用で富山労働局

13 コント 砺波・越中之助

23 しめ縄を使いリース風飾り 砺波・出町児童センター

北陸中日 1 ２０２０東京五輪　聖火リレー　 県実行委員会選出ランナー追加内定者

11 まつり 厄払い鯉の放流　１月７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

13 砺波の魅力味わって　市長がフェアをＰＲ 本社来訪

24 県内選出　聖火　思い寄せ駆ける 朝日町・県内最年少の田中結衣さん（１２）他

２７日　金曜日
北日本 1 非常電源 ７２時間稼働４割 全国自治体庁舎 燃料保管難しく  県庁舎は４８時間未満

5 県内選挙 この１年 県議選  自民２増３２議席 主導権保持

17 読者が選ぶ２０１９県内１０大ニュース ⑨県内初 イノシシが豚コレラ感染

23 玄関に交通安全門松 砺波安全運転管理者部会 砺波署に門松設置

23 正月飾り作ったよ 出町児童センター

24 冬の北海道捉えた作品 片岸さん写真展

25 新旧タワー活用を チューリップフェア検討委  ２１年の第７０回へ提言

25 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション 入場者は８万人

25 出町中生徒が片付け作業 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション

25 ぜんざい販売収益を預託 善銀に市連合婦人会

25 庄東小（砺波）２連覇 全国小・中学校リズムダンス

26 とやま元気っ子 ＦＣとなみ（砺波市） あきらめない精神育む

31 葬儀場の倉庫全焼 砺波  砺波市高道の葬祭会館秋桜の郷の倉庫棟から出火

富山 3 来年の選挙展望 砺波市長選  夏野氏６月にも表明

19 地鳴り 「地鳴り」投稿 治療の一つに  浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

21 沢田さんが優勝 第９回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

23 入場料値上げ検討を ７０回記念となみチューリップフェア  検討委、市長に提言書
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23 ＫＩＲＡＫＩＲＡ実行委来社 「県外客目立った」

23 ぜんざいの収益 善意銀行に預託 砺波市連合婦人会

27 葬祭会館の倉庫全焼 砺波  参列中、ホール壁焼く

北陸中日 1 非常電源７２時間超 ４割 自治体庁舎 富山県は満たさず  県内４市のみ

13 交通安全を 門松 出荷ピーク 砺波署  市内最大２．４㍍

25 葬儀場で火災  参列者ら避難 砺波、倉庫から出火

毎日 18 ギャラリーだより かがやき☆はんが―２０１９年ｉｎ庄川展

２８日　土曜日
北日本 16 北日本文芸年間賞 歌壇 堀田節子、俳壇 藤井哲尾 小野田裕司 石﨑和男、詩壇 蓮井信吉

17 西部 ふしぎ散歩 ⑥となみ野に石仏なぜ多い？ 信仰心と豊富な石材 お堂に安置 大切に

19 むずかしいところがおもしろい とやま科学オリンピック２０１９ 入賞者名簿

22 富山第一 強豪撃破狙う 全国高校ラグビー 藤永悠斗（般若）、佐藤永（庄西）

27 銘菓店街４店プレオープン 御菓蔵（砺波市太田）

28 縁起良い花で新春に彩り チューリップ四季彩館

29 年末年始の業務案内 砺波

富山 2 県内自治体 執務納め式 目に見える事業動く  夏野砺波市長

11 とやま科学オリンピック２０１９大会 報告 入賞者（金賞）

21 地鳴り 高齢者によりよい世の中に 角栄一 ６８歳（砺波市）

21 地鳴り 年末に入ってめでたい知らせ 春川正人 ７２歳（砺波市）

22 玄関にジャンボ門松 砺波署に安管部会

22 正月御朱印 準備着々 南砺・髙瀬神社 新たな御朱印帳も

22 シンビジウム 新春の華やぎ 砺波の四季彩館

24 年末年始・窓口ごみ情報 砺波市

24 移動スーパー 高齢者支え 車両８台 県西部、富山の６市に拡充  砺波・丸圓商店「とくし丸」

28 御旅屋セリオに銘菓店街 高岡、年末年始限定で営業

北陸中日 13 御旅屋セリオ 活気再び 銘菓店街 プレ開店 御菓蔵（砺波市）

13 新春彩る花々 華やかさ演出 砺波・四季彩館で季節展示

２９日　日曜日
北日本 5 みんなのＶＯＩＣＥ 「年末年始の過ごし方」 砺波市 男性 茶飯事短時間労働希望

5 仲間と集う 指談の会（砺波市 田上弘）

14 令和記念 鈴を新調 高瀬神社 打ち出の小づちモチーフ

20 とやまＷｅｂｕｎランキング ⑥砺波でハンマー男暴れる

富山 8 地鳴り 交通安全運動で子どもら見守り 松本えみ子 ４５歳（砺波市）

8 地鳴り 善光寺と小布施まで 戸田祐子 ５７歳（砺波市）

17 伸びやかな歌声響く 砺波でたんぽぽ

17 結婚パネルと提灯２００個設置 南砺・髙瀬神社

18 年末年始・レジャー情報 砺波市

19 歳末特別警戒 頼みます 砺波で団員激励

19 カレッジＳＥＯでも心静かに生け花 砺波

23 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家「年末勉強ノススメ」

北陸中日 10 旅 冬の北陸 体験の旅（福井県、石川県、富山県） カニと工芸にほっこり 三郎丸蒸留所

３０日　月曜日
北日本 1 病床利用率に格差 １８年度 県内公立・公的病院  ９０～４０％需要減り競合

5 ２０２０年 県内選挙展望 砺波市長選  夏野氏３選出馬濃厚

11 ダブルスで３４９組競う 砺波オープンバド

11 卓球 全国中学選抜大会県予選会 大会結果

13 火の用心呼び掛け 砺波  最後まで気緩めず

13 なりたい職業 体験 アイドル・絵本作家…

13 初売り情報 砺波

14 仲間と集う 中野ふれあい健好サロン（砺波市 川田和美）

14 仲間と集う 出町中第１７回卒同窓会８組（砺波市 沖田信一）

15 声の交差点 心待ちのコンサート  砺波市  武部幹夫（７９歳）

富山 9 墓碑銘２０１９年 県内 政治  上田さん  県議から砺波市長に

16 初詣情報 【砺波市】芹谷・千光寺

18 紙風船 思いやりはトップ級
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朝日 15 新春ガイド 上 初売り  イオンモールとなみ

毎日 6 ’１９富山ニュースファイル 中 【６月】２５日  砺波市の温泉施設でハンマーを持った男が男性客３人を襲う

３１日　火曜日
北日本 10 富山第一 頂点へ闘志 全国高校サッカー開幕  きょう立正大淞南（島根）と初戦

16 おせち作り 腕振るう 総合カレッジＳＥＯで講座

22 善意のともしび 【県善銀】砺波市 庄南小学校

富山 18 和洋折衷おせち作る 砺波で料理講座

18 かるたと百人一首 来月１８日に大会 砺波・出町児童センター

19 ロビー展 新富アートクラブ・臨床美術作品展

20 初売情報 【砺波市】イオンモールとなみ  アピタ砺波店

21 古事記題材の絵本寄贈 元日、先着の子ども１００人  南砺・髙瀬神社

22 街を歩くと 高岡・戸出  真っ赤な頭巾、前掛け 大仏なのにお地蔵さま  

35 サンダバアカデミー構想 多競技で富山のジュニア育成  射水の陸上教室と第１弾

＊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

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。
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