
　　　　　　　２０１５年（平成２７）１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　木曜日
北日本 11 2015県議選展望 砺波市　自民２現職足場固め

13 産業観光とやま新時代 北陸コカ・コーラプロダクツ砺波工場（砺波市東保）

39 北陸新幹線「元年」スタート　さあ新たな夢へ 砺波市三島町、出町小学校１年、大島康汰君（7）

46 新高岡駅→観光スポット　道路整備移動スムーズ 北陸自動車道・高岡砺波スマートＩＣ

75 新春読者文芸　　　俳句　　中坪　達哉 選 天　　砺波市　　齊藤　寿仙

富山 1 ６市長新幹線時代語る 呉西プロジェクト　一段上へ挑む

2 〃　　　　　 新幹線効果　　砺波　定住先の候補に

3 〃　　　　　 ６市へ波及

4 〃　　　　　 輝く地域へ

5 〃　　　　　 知恵と工夫で　砺波　住みよさ常に上位

30 チューリップ＋北陸新幹線 ３月、砺波で「春を呼ぶ展」

37 プロ野球ファン庄川に集まれ カープに御利益　観光協組「交流の輪広げたい」

北陸経済 3 新春経済座談会 稲垣晴彦氏（砺波市出身）他

　　２日　金曜日
新聞休刊日

　　３日　土曜日
富山 26 ひがしにし　縁結び相談好評 砺波市順番待ち

31 地鳴り 加賀藩の武士の誇り　　　黒田　和也　３７歳（砺波市・会社員）

北陸中日 5 テーマ特集　ひつじ年への抱負　中 「健康第一」と「家庭内平和」　　上野　亮平72　富山県砺波市

20 新春文芸　　川柳　北村幽犀子　選 砺波市　　源通ゆきみ

20 〃　　　　　　俳句　松本松魚　選 〃　　　　　〃

　　４日　日曜日
北日本 37 寒さに負けず稽古始め 元気に打ち込み　砺波剣友会

37 〃 気合込め乱取り 県柔道連盟砺波支部

37 気持ち新たに書き初め １文字ずつ丁寧に　砺波市児童ク連

富山 19 イノシシ撃退「長城」を延長 砺波・般若も電気柵敷設へ

19 書き初め大会力強く無心に 砺波市児童クラブ

23 地鳴り 愛情くれてありがとう　　　中川まり子　４５歳（砺波市・会社員）

25 オール富山で地酒売り込む 若鶴酒造　他社商品も販売へ

北陸中日 18 書き初め精神集中 砺波児童クラブ

19 画家、彫刻家　親交と芸術 庄川美術館「熊谷守一と外次郎展」

　　５日　月曜日
北日本 25 新年彩る花　鮮やか 砺波四季彩館　チューリップなど２５品種

28 北日本新聞新春色紙展 本社できょう開幕

富山 15 新年度予算に用地費 東野尻・五鹿屋の両幼稚園統合

16 散居村写真コンテスト作品募集 砺波市合併１０周年記念

17 チューリップ春をお届け 砺波・四季彩館でテラス展

17 デスク日誌 観光砺波　問われるかじ取り

17 都道府県対抗駅伝 県選抜意気込み

　　６日　火曜日
北日本 21 特殊ポンプ車を配備 砺波地域消防組合　きょうから運用

21 警察署長感謝状 砺波署

23 リポート２０１５ 津沢に商業施設誘致を

26 大門素麺ツアーを企画 来月砺波の女性グループ　農家レストランも活用

27 砺波で出合い頭に車衝突、３人重軽傷 ５日午後３時ごろ、砺波市若草町の県道交差点で

28 各界１２０人の決意にじむ 本社 新春色紙展が開幕

富山 20 防犯協力に感謝 砺波署

20 新型ポンプ車を導入 砺波消防署

21 職務に一層奮起へ 各自治体で執務始め式　砺波市
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21 小中学生が書き初め 富山銀チューリップ支店

24 事件・事故 砺波で衝突、３人重軽傷

北陸中日 14 家族の記憶　ものが語る戦争<５> 持ち帰った靴　砺波・水木さん　抑留の凍土生き抜いた

14 飛躍願い仕事始め 合併１０年強調　砺波市

15 ファイル１１０番 砺波で重傷事故

読売 30 学生科学賞吉田さん入選 とぎ汁の有用性裏付け　砺波市立庄西中２年吉田愛悠さん

31 文化の生け簀　５ チューリップ　開拓精神曽祖父譲り

　　７日　水曜日
北日本 7 ２０１５新年来社　本社 首都圏から来訪期待　　夏野修砺波市長

7 〃　　　　　　　　　　〃 政治・行政　水落仁氏　他

7 〃　　　　　　　　　砺波支社 米原蕃氏　他

13 くらし川柳 砺波市　　森清　泰範

19 民謡居酒屋　にぎやか 砺波の太田さんが開店

19 チューリップ球根栽培 「砺波基準」目指す

21 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 １年金賞＝今井綾音（東中）他

24 こいっぴ・ぷくっち対面 庄川　きょう「厄払い鯉放流」

富山 21 農業の多角化「必要」 語る会で砺波市長

21 書き初め力作690点 砺波市美術館

23 砺波こいっぴ　半年ぶり再会 安城ぷくっち　　庄川水記念公園

北陸中日 15 大手出版発行・ランキング 「住みたい田舎」南砺市総合７位　砺波市42位

16 新春　花ざかり 砺波の２施設

　　８日　木曜日
北日本 13 とやま文芸散歩 水野すみ子　砺波市在住

19 大牧温泉周辺の土砂除去費を補正 南砺市議会

19 ドリーム賞など当選番号決まる 砺波市商店街連盟

21 庄川に唯一現存の新又口用水取入口 あすから取り壊し工事

21 「お米のとぎ汁」調べ吉田さん（庄西中２年）受賞 砺波　全日本科学教育振興賞

26 書き初め　心静かに 課題の文字意識を集中　砺波

29 息災願い厄託す 庄川・金屋で「鯉の放流」

富山 27 日本学生科学賞で５位 砺波・庄西中　吉田さん、喜びを報告

27 砺波市役所で献血呼び掛け となみセントラルライオンズクラブ（LC）

27 コース料理調理 砺波で講座　総合カレッジ「ＳＥＯ」

29 農業発展の遺産惜しみ 砺波　唯一現存の取水門跡解体

29 ふるさと特派員 厄払い鯉の放流（砺波市）

31 地鳴り 元気に仕事一番の幸せ　　河合　泰81歳（砺波市）

31 〃 一番よく効く“孫”という薬　　浦　外喜夫　65歳（砺波市）

33 県内冬日帰路急ぐ 積雪の深さは砺波市が１８㌢

北陸中日 17 最後の水門　撤去始まる 砺波、庄川左岸の農業用水

17 都道府県対抗駅伝 女子11日、京都　　選手　守内美結（出町中３）他

28 福祈り　コイにお神酒 砺波で厄払いの奇祭

32 コイが飲み込む酒と厄 庄川で　厄年の男女が放流

32 「アドバイス生かしたい」 学生科学賞　吉田さん入選報告

毎日 22 独立書展特選県内から２人 役員出品【会員】千代歩月（砺波市）

　　９日　金曜日
北日本 19 ３世代同居　支援へ 砺波市新年度　子育て・介護に利点

19 市の魅力映像でＰＲ 砺波市

19 縁起物植物華やか 砺波　県花総合センター

19 ＬＩＮＥの公式アカウント開設 チューリップ四季彩館

31 老舗・寺尾温泉が閉館 砺波市井栗谷

富山 19 ３世代同居　総合的に支援　砺波市が新年度 子育てから介護まで

19 四季の魅力発信 ビデオ新規製作

20 ３市で火災３１件 砺波地域消防組合消防本部

21 散居の四季美しくコンテスト写真展 富大高岡キャンパス

21 初誕生 中山　結翔ちゃん　砺波市庄川町三谷

22 砺波チューリップ公園  市、新年度に再整備 北門造り替え　休憩所を新設
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22 四季彩館　ラインで情報発信 公共観光施設で県内初あすから運用

22 10市町の小中学校高校で３学期開始 砺波市など５市町村は7日に終えている

北陸中日 14 ３世代同居に支援策 砺波市15年度予算編成方針

読売 27 カウントダウン新幹線 砺波市長、考え示す「利用して定期に」

朝日 27 南砺市側が反発 砺波始発　法定協で再考要望

　１０日　土曜日
北日本 16 美の祭典第９回越中アートフェスタ 人気投票　牧田さん（富山）１位

23 仲間と集う 33庄中会同級会　（砺波市　小西武夫）

25 南天風呂で無病息災 砺波・庄東センター利用者ぽかぽか

25 林野火災４件増 砺波地域消防組合

26 「羊」題材に華やかな書 砺波　玄土社瑞穂書会本社砺波支社で色紙展

26 「はたちの献血」協力呼び掛け ＪＲ富山駅など

27 「みのり営農組合」法人化 砺波　球根栽培など複合化推進

27 １２日に農事組合「鷹栖西部」発足 砺波市鷹栖の農事組合法人「鷹栖西部」の設立総会

30 有沢・福井さん特選 第６３回独立書展

30 記者ぶろぐ 合併半世紀残るしこり

31 センター試験で市電やバス増発 富山地鉄・加越能バス

31 小矢部の葬儀場駐車場で女性はねられ重傷 ９日午後５時４０分ごろ、小矢部市赤倉の葬儀場

32 救急車到着３０秒早く 県西部３消防「越境出動」１年効果上々

富山 27 砺波で華やかな舞台 新蔵富美男一座

27 左義長の唄歌い継ごう 砺波南部小　児童練習、園児も初参加

27 みのり営農組合が法人化で設立総会 砺波

27 ロビー展 馬場美智子さん古布アート絵言葉展　富山銀行庄川支店

27 〃 宮崎悦郎さん作品展　砺波市社会福祉庄東センター

29 現場到着３０秒短縮 高岡・氷見・砺波消防指令共同運用１年

29 新成人祝い生け花 砺波の苗加苑

30 事件・事故 駐車場ではねられ重傷

30 センター試験で電車・バス増発 １７日、１８日

31 地鳴り 次男が帰省しにぎやかな正月　小倉慶子　７０歳（砺波市）

33 ほたるいか 砺波市安川の社会福祉庄東センターの浴場で「南天風呂」

北陸中日 16 現場到着時間が短縮 県西部消防指令　昨年実績を発表

18 公式ラインを四季彩館開設 割引情報など配信

　１１日　日曜日
北日本 18 きょう都道府県対抗女子駅伝 選手　守内美結（出町中）

21 幸せ呼ぶ〝布の花〟続々　砺波 手芸サークルレインボー会

21 夏野砺波市長 三世代同居を支援

21 記者の目 「転」の年へ挑戦を

21 一服楽しむ 砺波茶悠会が初釜

22 防火の誓い心新た　県内４市出初め式 裸放水威勢よく　砺波

23 四季の自然感じる７６点 砺波市美術館・館蔵品展

29 窃盗の疑いで庄川生まれの男逮捕 砺波署

富山 19 防火誓う出初め式 砺波市

19 砺波市美術館で館蔵品展 「コレクションにみるイメージの冒険」

22 砺波、フェアへ制作 幸せを呼ぶチューリップ

22 事件・事故 部品盗んだ疑いで逮捕

23 地鳴り 還暦は生まれ変われる年齢　　石川　祐恵　６６歳（砺波市）

北陸中日 12 ファイル１１０番 窃盗容疑で逮捕

13 布製チューリップ制作 砺波市観光協、フェアで販売

読売 29 ＠記者席 砺波地方の魅力に磨きを

29 加工機械の部品窃盗容疑で逮捕 砺波署

　１２日　月曜日
北日本 1 晴れ着姿新たな門出 県内成人式　ｗｅｂｕｎに「写真館」

7 学びや上空2015　庄川中学校（砺波市） 地域に密着郷土愛育む

17 第３３回全国都道府県対抗女子駅伝 ８区の守内美結（出町中）が区間38位の走りで1つ順位を上げ

19 県内各地で成人式 友人・恩師と久々再開　自分変えていく　砺波

20 奈良でのスケッチ水彩やパステルで 高岡　砺波市の洋画家、林清納さんが主宰する末広美術会展　
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富山 13 成人式 新しい未来切り開く　地域づくりに参画を　砺波市

15 第３３回全国都道府県対抗女子駅伝 ８区（3㌔）４６位守内美結（出町中）11分4秒　３８位

15 第６２回県高校新人バスケットボール選手権第２日 男子３回戦富山工75-50砺波工、女子準々決勝砺波78-57呉羽

16 在宅介護を支援高岡で発会式 キャンナス　ものがたり診療所（砺波市）の佐藤伸彦所長が基調講演

北陸中日 11 収蔵品が表す四季 砺波市美術館で企画展

12 恩師、家族に感謝 大人への一歩…新成人に聞く　川辺雄斗（砺波市）

12 生け花で華やか出迎え 砺波の「集い」会場　砺波市福祉センター苗加苑

12 砺波市観光ＰＲ着々 台湾客向けパンフ製作

12 屋敷林や花景観満載 字幕入りも　紹介ビデオ完成

13 全国都道府県対抗女子駅伝 8区の守内美結選手（出町中3年）が区間38位の力走で46位まで上がったが

　１３日　火曜日
北日本 14 バスケットボール　県高校新人選手権 大会結果

14 バレーボール　県高校新人大会 大会結果

17 新成人の門出祝う 砺波　「手をつなぐ育成会となみ地域連合会」

17 県内外の唄優雅に 南砺　南砺、砺波市内の１０教場から、約８０人が出演

20 子どもたち対象の郷土史学習を計画 となみＪＣ

20 善意のともしび 砺波善銀

富山 16 県柔道整復師会 手口知り、患者に伝達　特殊詐欺被害防止へ　林豊輝会長

17 となみＪＣ、子ども対象に ８月、郷土愛の学習会

17 農事組合法人「鷹栖西部」設立 砺波

21 県高校新人大会バレーボール兼第１５回北信越高校新人大会県予選第１日 ２回戦  砺波2－0南砺福野

21 第６２回県高校新人バスケットボール選手権最終日 女子　北信越大会出場決定戦　高岡商66-54砺波

北陸中日 17 新成人おめでとう 手をつなぐ育成会砺波で６人を祝う

　１４日　水曜日
北日本 19 会長に藤井さん 砺波市美術協会

20 優良従業員を表彰 庄川町商工会

20 砺波市児童生徒書き初め大会 入賞者名簿

20 わが家のアイドル 尾田莉愛（おだ りっか）ちゃん  １歳７ヵ月

27 砺波では車同士衝突し女性重傷 １３日午後６時ごろ、砺波市苗加の国道３５９号交差点で

28 庄川沿岸用水土改請求棄却求める アユ卸業者損害賠償訴訟

28 ４小学校などで学年・学級閉鎖 県内インフル　

富山 1 新動脈 北陸新幹線　変わる富山⑩ 第１部 開業の夢　創業者のふるさと巡礼

23 強い警察へ鍛錬必須 砺波署が寒稽古

23 永年勤続者を表彰 砺波・庄川町商工会

24 ふるさと上空　砺波市大門 となみ野の魅力集約　

25 第４２回北信越高校選抜卓球大会兼第４２回全国高校選抜大会北信越予選 シングルスで、女子植田晃代（砺波）が優勝、男子大淵孝二（砺波工）が３位

26 事件・事故 砺波で衝突、女性重傷

27 地鳴り 亡き両親を振り返る　西川良子　６２歳　（砺波市）

北陸中日 5 モーニングサロン 自産自消でおいしく　上野亮平　（富山県砺波市　７２歳）

16 砺波、南砺署柔剣道寒稽古 安全へ鍛錬

読売 31 ＠メール ミックスジュースにも　（砺波市・伊藤満里子）

31 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ　とやま 絵手紙　土江田玲子（砺波市）

毎日 25 ２０１５毎日現代書　北陸代表作家展 田守光昭、平岡千香子（砺波市・前衛書）

　１５日　木曜日
北日本 2 チューリップ栽培 ロボット技術で省力化　県 政府新事業の活用目指す

17 「とやまキトキト１００選」一覧 砺波市

21 県高校スキー第２日 坂次（砺波工）大回転２連覇

23 麦秋苑で初春の一服 茶道グループ「お茶を嗜む会」が初釜

23 ６人の雛人形紹介 新春雛人形展が砺波市表町のギャラリーみかん堂で

23 北銀砺波支店１２０周年祝う 砺波

23 古い神棚に感謝 長田神具店で焼納祭

24 なんと版画年賀状公募展 一般 美術館長賞＝太田博夫（砺波）

富山 1 白いカーテン寒風に揺れ 砺波　大門素麺天日干し

29 砺波一服楽しむ 五鹿屋幼稚園、麦秋苑

30 種もみ出荷進む 「日本一の産地」砺波・庄川、中野　全国へ４０品種２６００㌧

4 ページ



30 １２０周年を祝う 北陸銀行砺波支店

31 県高校総体スキー 大回転 坂次（砺波工３年）Ｖ２

32 第１３回なんと版画年賀状公募展 美術館長賞　一般　太田博夫（砺波市）

北陸中日 14 球根栽培試作機改良へ 本年度補正　チューリップ生産で県

15 なんと版画年賀状公募展 一般 福光美術館長賞　太田博夫（砺波市）

15 地域の大人に園児がお点前 砺波で初釜茶会

15 北陸銀砺波支店１２０周年祝う式典 支店開設１２０周年の記念式典

16 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 34 美しい砺波映像でＰＲ 観光客らにＰＲする映像を作製。市のホームページで公開

　１６日　金曜日
北日本 15 青少年伝統芸能祭プロデューサーに聞く（上） ２５日富山　夢を胸に華やか舞台　邦楽　瀬尾雅加寿

19 県中学スキー　第２日 【アルペン】男子大回転⑦本江錬（出町１）⑧橋本剛（庄川２）⑨浦知希（同）

19 県高校スキー　最終日 回転 舘（砺波工）女子３連覇

23 公共情報オープン化 砺波市　２４日からデータ公開

24 読者のひろば 完走できた喜び　砺波市　島田栄　（農業　６６歳）

25 砺波の種もみ全国へ ＪＡとなみ野出荷作業進む

26 ハイスクールプレス 砺工新聞　全国ロボ競技で準優勝

29 列車やバス市電を増発 県内　17、18日の大学入試センター試験に合わせ

30 下新川・黒部など７郡市で不審電話 特殊詐欺の前兆事案

富山 2 石井知事意向 小水力発電28カ所に　新年度に3カ所着手

21 砺波ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション写真コンテスト 力作１０４点を審査

21 公衆無線ＬＡＮ　Ｗｉ－Ｆｉ 砺波市　新たに30カ所整備　災害対応強化

23 県高校総体スキー 舘（砺波工３年）３連覇　回転女子

23 第５２回県中学校スキー選手権第２日 大回転男子⑦本江（出町）⑧橋本（庄川）

26 特殊詐欺の前兆９件 13、14日に８件が集中

読売 27 カウントダウン新幹線 ダイヤ改正　城端線始発砺波から

28 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 2 北陸道高岡砺波・東海北陸道南砺スマートＩＣ ３月１日に開通

21 婦人会員減に歯止めを 砺波市座談会　活性化へ意見交換

21 散居村マラソン継続へ 砺波市

富山 27 会員減対策で意見交換 砺波市連合婦人会座談会

31 電車でおでんと新酒 万葉線 １９日から貸し切り運行

31 第５２回県中学校スキー選手権最終日 回転 男子⑤橋本（庄川）⑥浦（同）

33 地鳴り 雪かき楽しみワインで乾杯　　　石川　祐惠67歳（砺波市）

34 高岡砺波、南砺のスマートＩＣ ３月１日に開通　県西部の活性化に期待

北陸中日 14 北陸道「高岡砺波」と東海北陸道「南砺」 ３月からスマートＩＣ供用

読売 30 新春よみうり文芸　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　　西能さとみ

30 〃　　　　　　　　　　俳句　　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　　西能さとみ　　源通ゆきみ

朝日 28 高岡砺波・南砺ＩＣ ３月１日に開業

　１８日　日曜日
北日本 1 顔　ｆａｃｅ 田中孝俊さん。砺波市初の中山間地でのチューリップ球根栽培

20 第６８回県民体育大会スキー競技会 アルペン大回転　男子１部　少年①坂次大和（砺波工高）

20 ８４チームが熱戦 県春季ミニバスケ

20 バスケットボール　会長杯県中学校大会 男子準々決勝 出町57-33高陵　女子準々決勝 出町53-38奥田

23 トップ指導者が基本伝授 砺波市ソフトボール協会の講習会

23 地域・学校での取り組みを発表 砺波市教育大会

23 ミニ左義長僕ら作ったよ 砺波市太田地区の子どもたち

28 中山間地でチューリップ 国史跡・増山城跡近く　砺波田中さん「見学者の楽しみに」

富山 30 ２団体１３個人を表彰 砺波市教育大会

30 送球や守備冬に鍛える 砺波でソフト講習

31 初釜で受講生お点前 砺波・庄東センター

31 息災願い左義長 砺波・太田地区

33 氷見フットサル大会２０１５第１日 ６年の部　予選リーグC①鷹栖

33 県高校新人大会柔道兼第３７回全国高校選手権県大会第１日 準々決勝 小杉＝5人残し＝砺波工

5 ページ



33 第６１回県高校剣道新人大会 女子団体 準々決勝　富山北部4-0砺波

33 県高校新人大会バレーボール兼第１５回北信越高校新人大会県予選第２日 男子２回戦富山一2-0砺波工、女子準々決勝富山一2-0砺波

33 県体スキー・距離 【クラシカル】 ２部一般男子Ｄ３㌔③岩崎（砺波市連盟）

33 第３８回県春季ミニバスケットボール大会兼第４６回全国大会県予選第１日 大会結果

34 高校、高専生ロボット実演 富山でフェスタ

35 地鳴り 妻の言うこと聞いていれば　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 23 県高校新人大会バレーボール競技兼北信越高校新人バレーボール大会県予選会 男子２回戦富山一2-0砺波工、女子準々決勝富山一2-0砺波

23 県民体育大会スキー競技会クロスカントリー競技 男子二部３㌔一般Ｄ③岩崎宏志（砺波市スキー連盟）

　１９日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波総合病院で看護師とボランティアが

20 ソフトテニス　北信越中学生インドア大会 男子②出町

20 バスケットボール　県冬季一般男女選手権 男子　庄西クラブ118-17ＧＯＲＩＬＬＡ

20 ミニバスケットボール　県春季大会兼全国大会予選 大会結果

20 バレーボール　県高校新人大会 大会結果

20 柔道　県高校新人大会 大会結果

25 台湾観光客向けにパンフ 砺波市　中国語・英語で解説

28 第６４回県新年将棋大会 北日本新聞社賞争奪戦　③中嶋貢（砺波）

富山 25 第２２回県冬季一般男女バスケットボール選手権第２日 男子４部　１回戦　庄西クラブ118-17ＧＯＲＩＬＬＡ

25 第３８回県春季ミニバスケットボール大会兼第４６回全国大会県予選第２日 大会結果

27 氷見フットサル大会２０１５最終日 決勝 高岡西部3-1鷹栖、個人賞 優秀選手 澤田涼平（鷹栖）

27 県高校新人大会柔道兼第３７回全国高校選手権県大会最終日 女子個人52㌔級②荒木（砺波工）

27 第６１回県高校剣道新人大会最終日 大会結果

27 第７０回冬季国体スキー大回転競技県選考会 成年男子Ａ①橋本哲也（砺波）、少年男子①坂次大和（砺波工）　他

27 第６８回県体スキー 大会結果

27 デスク日誌 公共交通機関 使い方が変わる

北陸中日 21 県冬季一般男女バスケットボール選手権大会 男子１回戦　庄西クラブ118-17ＧＯＲＩＬＬＡ

21 県スポーツフェスタ県民体育大会スキー競技 大会結果

21 全国高校柔道選手権県大会 大会結果

　２０日　火曜日
北日本 17 ユニホーム刷新 砺波　チューリップ四季彩館　英語表記も

17 中部日本スキー大会実行委へ寄付 砺波地区スキー協議会

18 児童ら黒豆おこわ堪能 砺波　小倉さん寄贈のもち米使用

18 沿線の郷土料理給食に 砺波・氷見26～30日新幹線開業を記念

19 どこでもWｉ－Fｉ３０ヵ所増え７０ヵ所に 砺波　公民館などに整備

27 インフル猛威 「警報」目前初の休校　県内　１週間で３倍増

富山 22 寄贈米で黒豆おこわ 砺波　たっぷり献立の日

23 花が映える緑色に 砺波・チューリップ四季彩館　スタッフ用防寒衣を新調

26 文科省が統廃合手引案 ４割が６学級以下　県内の公立小学校　教委は慎重「統合、住民尊重を」

読売 32 地元のもち米 給食で 砺波　農家から小中学校などに

33 小中統廃合８７校検討対象 文科省基準見直し　最多は富山市

33 インフル感染急増 ９月以降初の休校も

　２１日　水曜日
北日本 3 スマートIC２ｶ所３月１日に供用開始 「高岡砺波」「南砺」

17 飲酒運転は絶対しません 砺波　新成人が署名簿

18 わが家のアイドル 藤井晴彦ちゃん　２歳　砺波市上中野

19 パークアンドライド充実を 南砺　市民２団体が市に要望　

富山 3 ２スマートＩＣの供用開始時間決定 高岡砺波スマートインターチェンジは午後２時

22 砺波署に３９４人分渡す 新成人名簿、無事故誓う

25 となみチューリップフェア 外国人対応強化　３入場口にスタッフ　英語、台湾語で案内

北陸中日 16 新高岡駅接続への城端駅始発提言書 南砺の市民団体

読売 33 「城端始発に戻して」 南砺の市民団体が提言

朝日 36 高校新聞コン　向上が最高賞 速報賞＝砺波工（富山）

　２２日　木曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市　中井溥子

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館
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15 情報かわらばん となみ野

19 保育所・幼稚園の利用料 砺波市　新制度後も現行維持

19 ４月から「認定こども園」に 出町青葉幼稚園

19 千光寺描いた油彩総合病院に寄贈 砺波の宮﨑さん

29 大門素麺青空に映え 砺波で天日干し

富山 25 五鹿屋・東野尻の両幼稚園統合 認定こども園で開設　砺波市教委が方針固める

31 地鳴り 夢や希望を持ち続ける　藤井昭通　４２歳（砺波市・会社員）

北陸中日 18 子育て支援事業示す 砺波市　基本目標６項目

20 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　２３日　金曜日
北日本 1 ＪＲ城端・氷見線　風景満喫へ特別列車 ＪＲ西と高岡、氷見、砺波、南砺の４市

19 検討委　新砺波図書館「直営を」 新砺波図書館整備計画検討委員会

19 小矢部・砺波で「ひまわり」上映 来月８、９日

20 親子で一緒に花の作品作り 油田保育所

21 手作り茶わん宝物にするよ 北部こども園

26 観光拠点の機能充実 ＪＲ砺波駅ＰＲコーナー

富山 21 新砺波図書館の意見書案を検討 第８回新砺波図書館整備検討委員会

23 園児が生け花「大作」作り 砺波の油田保育所　華道家招き

24 城端・氷見線に「走るギャラリー」 ＪＲ西、今秋に特別列車

27 ほたるいか 砺波市北部こども園で２２日、園児が手作りした抹茶碗の受け渡し式

北陸中日 11 くらしの作文 一日一便　　　上野　亮平（富山県砺波市＝無職・７２歳）

14 城端線４往復増便 １７年春まで　新幹線乗りやすく

15 親子で生け花きらきら虹色 砺波・油田保育所

15 手作り茶わん完成　来月の茶会楽しみ 砺波・北部こども園

読売 31 カウントダウン新幹線　あと５０日 大型店　県西部に続々　再出店　砺波市中神「イオンモール砺波（仮称）」

31 大きな車窓で風景満喫 今秋から　城端線・氷見線に新列車

31 城端線４往復増便へ ダイヤ改正利便性向上へ試行

朝日 33 インフル患者数国警報基準超す 県内１医療機関あたり砺波で42.43人

33 第４９回県アンサンブルコンテスト 24日、砺波市文化会館で開催

毎日 24 新幹線開業効果最大限に 城端線で１日８本増便、２年間

　２４日　土曜日
北日本 12 身近なエコにチャレンジ！ 「地球に優しい学校にしよう」鷹栖小学校（砺波市）

13 至高の精神展　３１日から砺波市美術館 尾﨑真理さん（日本画朝日）７点発表

25 高齢者入浴券に個人負担求める 砺波市

25 普通教室棟で卒業式可能性 体育館改修中の庄川小

25 データ公開 地域に活気 砺波　公共情報オープン化でセミナー

25 ３世代同居推進新年度予算の柱 砺波市地区自治振興会協議会の「市長と語る会」

26 丸圓商店が車椅子５台贈る 砺波善意銀行に

33 酒気帯び運転容疑で砺波の男現行犯逮捕 砺波署

富山 3 第３子以上の保育料無料化 砺波市　実施する方向で検討

27 市のデータ公開開始 砺波市２次使用が可能　防災、新事業に活用へ

27 「かがやき」で誘客強化へ 砺波で市長と語る会

27 庄川小の卒業式体育館か校内で 砺波市議会全協

30 酒気帯び運転容疑で男逮捕 砺波署

31 地鳴り どの鍋料理も体が温まる　　　浦　外喜夫６５歳（砺波市）

北陸中日 17 第６５回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎたいら 連続総合Ｖ　照準

18 沖縄と基地　考える 小矢部、砺波　来月「ひまわり」上映会

読売 26 県建築賞に８作品 研修施設「若鶴大正蔵」など

28 よみうり文芸　　　短歌　田中　譲選 砺波市　林田　禮子

28 〃　　　　　　　　　俳句　長沼三津夫選 砺波市　西能さとみ

朝日 26 新幹線時代　開業まで４９日 新高岡に停車２往復　ＪＲダイヤＧＷ中沿線歓迎の声

日本経済 39 ほくりく逸品一品 健康にぎり玉つぼ押し（富山県砺波市）

　２５日　日曜日
北日本 3 １４年度県産野菜　首都圏出荷が倍増 新幹線開業へＰＲ奏功

21 古民家で金沢大生　合宿 佐々木邸　報恩講料理を堪能
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21 素材生かしたひな人形並ぶ 高岡  県内作家５人展

22 読者のひろば 冬の風物詩楽しむ　　　　砺波市　石川　祐惠（無職　６７歳）

23 砺波市庄川町中之島第一常会 「帰りたくなる町」目指す

23 ざっくばらん 砺波自動車学校職員　　大川恵美子さん（砺波市・４４歳）

23 エコ・ストア制度をPR 富山・砺波で街頭啓発

28 民具館周辺に放水 となみ散居村ミュージアム

富山 2 エコ・ストア制度知って 県と協議会　富山、砺波で広報

19 金大生、砺波で合宿 卒輪発表や農家体験

19 となみ散居村ミュージアム 砺波市教委の防火訓練

19 ＫＩＲＫＩＲＡ写真展　砺波で開幕 最優秀に杉山さん

21 庄川男子、新庄北　チャンピオンリーグ進出 第８回ウインターカップ中部日本選抜小学生バレーボール大会

21 愛妻に花贈って　有礒海ＳＡ 砺波のチューリップを贈る催し「花贈り大作戦」

23 地鳴り 目標へ向かい「一戦必勝」　　小倉　慶子　７０歳（砺波市）

読売 30 砺波の文化財火災から守る 想定訓練に７０人

　２６日　月曜日
北日本 9 Ｉ×ＴＯＹＡＭＡ　サイコロの旅　６ 春の喜び　空間を包む　砺波×農業編

17 ２００人元気にシャトル追う 高岡ケーブルてれび杯第２４回高岡ジュニアオープン大会中学生の部

富山 17 かんじきで雪山を散策 砺波でウォーク講習会

19 雪だるま作ろう　１日　庄川美術館盛り上げ となみ元気道場呼び掛け

19 雪上散策で自然観察 砺波　２４人がスノーシュー体験

北陸中日 12 木の実を遊び道具に 砺波　親子連れが工芸体験

15 快適スノーシュー 砺波自然の家で講習会

　２７日　火曜日
北日本 17 事故防止へ決意新た 砺波市交通安全協会

17 築１４０年古民家をカフェに 砺波・農工房長者

17 砺波市役所の玄関一新 外光取り入れ明るく

17 空き店舗活用を 商店街活性化企画スタート

26 新幹線開業で魅力発信 北日本新聞社の「2015文化人新年懇親会」

富山 24 となみ駅前商店街 空き店舗自由な店に

25 ２万５千人分署名簿を提出 砺波市安協

25 砺波案内図を新設 市役所の玄関改修

27 第６４回全国高校スキー大会 男女２９選手が出場

28 加工から販売まで　６次産業強化 砺波の農園カフェ　２９日に改装オープン

北陸中日 5 発言’１５ 風刺画とテロどちらも不快　　　　会社員　石丸　秀幸５５　富山県砺波市

17 第６５回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎたいら 富山の強さ見せた

18 農園カフェ大きく育て ６次産業化で注目　砺波に新装

毎日 24 第２６回読書感想画中央コンクール 県入選【中学校の部】《自由読書》砺波市立庄西中２年、山田舞

　２８日　水曜日
北日本 15 北日本文芸 歌壇 人 砺波市 山田泰子、佳作 砺波市 藤井哲夫

15 〃 詩壇 砺波市 蓮井信吉

15 〃 俳壇 人 砺波市 小野田裕司、佳作 砺波市 中邨宗承　他

15 〃 柳壇 佳作 砺波市 倉田外丸

17 常陸宮賜杯第65回中部日本スキー大会 大回転第２戦 男子少年③溝口雄平（砺波工高）、女子少年③舘順子（砺波工高）

19 伝統技法で寒糊作り 南砺 福野表具用６～７年後完成

19 出町・油田保育所定員アップ計画 砺波市子ども・子育て会議

20 高瀬発電所が運用を開始 南砺　すべて北電に売電

20 富山県をよくする会 中学生１９人１９団体表彰

21 チューリップ四季彩館 花畑バッグ帰国後も使って　台湾観光客向け来館記念用に作る

21 〃 カフェと観覧セットいかが　来月６日から販売

26 ２市長出演の番組「考え方分かった」 エフエムとなみ番組審

富山 23 南部小校区の保育施設　出町・油田両保育所の移転改築 １７年４月の開設目指す　砺波市の支援計画

23 川島、武波さん中西君が優秀作 砺波市安協の標語

27 富山県をよくする会 中学生の善行たたえ　１９団体、１９人きょう表彰

27 県高体連 ３０６人を特別・一般表彰

27 常陸宮賜杯第６５回中部日本スキー大会最終日 大回転第２戦 少年男子③溝口雄平（砺波工高）、少年女子③舘順子（砺波工高）
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29 地鳴り ガイド活動と登山に意欲　高田建一　５８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 19 第６５回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎたいら 大回転第２戦 少年男子③溝口雄平（砺波工高）、少年女子③舘順子（砺波工高）

　２９日　木曜日
北日本 5 米半導体大手から初受託 パナ・タワージャズセミコン稼働率５０％に上昇

5 NEWFACE商品ニュース 日本酒ボンボン開発

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

17 相撲　2014年度日本相撲連盟段位・級位取得者 初段=島田賢志朗(庄川中)　他

17 バドミントン　冬季県小学生選手権 男子４年生の部①砺波東部スポ少  ６年生の部③砺波東部スポ少

22 やなぜ苑利用者に舟盛り振る舞う 砺波　魚商業協同組合

22 墨の美力強く表現 砺波　COSMOS書会　新春書き初め展

22 地元野菜使用の給食生産者囲み味わう 砺波　庄川小１年

22 仲間と集う 鷹栖グラウンドゴルフクラブ　(砺波市　上田登昭)

23 寒ブリ食べ結束誓う 砺波　九転十起交流会となみ野会

28 記者ぶろぐ 晴れの式典に思う

富山 4 大吟醸酒使用のチョコを開発 若鶴酒造など

31 新幹線で交流強化 九転十起交流会となみ野会

31 ブリの舟盛りに舌鼓 砺波・やなぜ苑

31 新幹線沿線　長野の郷土料理、給食に 砺波・庄川小 地元生産者と味わう

北陸中日 14 給食野菜ありがとう 庄川小児童、農家と味わう

15 寒ブリ囲み弾む歓談 砺波　浅野総一郎ちなむ集い

16 美術館・博物館 砺波市美術館・砺波市庄川美術館

16 寒ブリ舟盛り「お見事」 砺波　老人ホームに差し入れ

読売 34 台湾観光客向けパンフ作成 砺波市 伝統行事や名所紹介

毎日 23 2015毎日現代書北陸代表作家展 丹羽美恵子(富山県砺波市・前衛書)【輪】

　３０日　金曜日
北日本 4 新人の山本氏県議選出馬へ 富山市第１は選挙戦に

19 入院患者に民謡披露 砺波　となみ野民遊会

20 読者のひろば 最高級の贈答品か　砺波市　黒田和也　(会社員　３８歳)

26 砺波・徳万頼成遺跡の土器捨て場跡 〝ほほ笑みの土偶〟出土　状態良好彫り跡残る

26 ロボット世界大会７位入賞 県内の小学生チーム

27 ４月から改組新第１回日展富山展 砺波市出身の藤森兼明副理事長の洋画などが並ぶ

富山 2 体育センター広告明暗 ６年ぶり収入 総合　２年連続ゼロ 西部

4 北陸新幹線開業の鼓動　アウトレットの槌音　中 地元客は離さない　イオングループはイオン砺波店を建て替え

19 市民が竹垣づくり 砺波、シルバー会員指導

19 民謡に手拍子 砺波誠友病院

23 ３４人が段級取得 県相撲連盟

24 台湾客にバッグ贈る 砺波の四季彩館

25 地鳴り 身近な出来事書き続けたい　浦外喜夫　６５歳(砺波市)

25 〃 家族みんなで仲良く暮らす　埜村信子　６８歳(砺波市)

北陸中日 15 台湾客歓迎記念バッグ チューリップ四季彩館配布

15 職員ジャンパー一新 １０年ぶり、明るい色彩

読売 29 ユッケ食中毒訴訟 全被告請求棄却求める

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

日本経済 35 日本酒ボンボン酒造２社と発売 食品卸のカナカン

　３１日　土曜日
北日本 21 仲間と集う いきいきサロンの会　　　（砺波市　小西文子）

23 PHVタクシー導入 となみ観光交通

24 読者のひろば 鎮魂の雪地蔵作り　　砺波市　北島　嘉孝（介護支援専門員　４３歳）

24 仲間と集う 雄神公民館しめ縄作り　　　（砺波市　川合潤一郎）

25 顔や動物生き生きと 庄川美術館　きょう開幕　小学生絵画作品展

30 新幹線開業へ地元の魅力発信 庄川挽物木地　越中三助焼き　となみブランドをコラボ

30 〃　　　　焼きおにぎり香ばしく 砺波市観光協会きょうから弁当販売

30 東京だより チューリップフェアプリンセスらがPR

富山 1 受験生応援「合格の花」 砺波　クリスマスローズ出荷最盛期
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29 第１回はばたけ小学生バレーボール大会 砺波市庄川体育センター

29 第21回太田地区球技大会（ペタンク競技） 砺波市の太田体育館

32 となみ野むすび考案 砺波市観光協会　きょうから販売

34 チューリップフェア　見どころを紹介 東京支社来訪

34 「となみブランド」工芸融合 三助焼×庄川挽物

35 高齢者叙勲（３０日） 瑞宝双光章　元砺波市立般若中校長松本文雄氏=砺波市庄川町三谷2178

36 ひき逃げ２年情報呼び掛け 砺波の国道

北陸中日 16 となみの魅力満載「むすび」「パスタ」 道の駅となみ野の郷　あすから販売

17 ひき逃げ犯　摘発を 砺波署　現場で情報呼び掛け

読売 30 砺波ひき逃げ２年情報提供求め検問 砺波署　

30 高齢者叙勲（２月１日） 瑞宝双光章 松本文雄氏 （元砺波市立般若中学校長）砺波市庄川町三谷

32 よみうり文芸　　短歌　　田中譲選 砺波市　　　前田美智子

32 〃　　　　　　　　俳句　　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　　源通ゆきみ

32 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砺波市　　西能さとみ

32 〃　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選　　　　　　　　　　　　砺波市　　源通ゆきみ

      　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。
　　　　北日本新聞の夕刊は、平成２１年１２月２８日をもって休刊になり、朝刊単独紙となりました。
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