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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

    １日　日曜日
北日本 10 ２０１７県内選挙 議会改革イヤー 注目の７市町議選 砺波市議選 定数２減情勢混とん

19～23 民意と歩む 議会再生 砺波市

36 今月の金婚夫婦 砺波市 １組

46 富山県内１５市町村 地域情報発信 砺波市 散居とチューリップのまち

80 新春 読者文芸 短歌 佐佐木 幸綱選 佳作 砺波市 堀田節子

80 〃                 「薔薇」 吉川信一（砺波市）

81 〃                 俳句 中坪達哉選 地 砺波市 藤井哲尾、人 砺波市 源通ゆきみ

84 新年小学生作品コンクール 詩 入賞・入選者

2・3 地域活性化 さらなる飛躍期す 新春経済座談会 稲垣氏 大正蔵に１万人来訪

39 １４歳の挑戦まとめる 砺波の推進委

39 １１月１９日、となみ庄川散居村マラソン 第４回大会実施

富山 45 地鳴り 朝食の時間に新聞のクイズ 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

第４部 1～5 花咲く未来へ 呉西プロジェクト ６市長まちづくり語る

北陸中日 5 ミニコント 砺波・越中之助

    ２日　月曜日
新聞休刊日

    ３日　火曜日
北日本 43 餅を詰まらせ都内で２人死亡 県内では５人搬送

富山 26 出町地区の発展願う 砺波、賀詞交歓会

31 地鳴り 火事発生は注意で防ぐ 角栄一 ６５歳（砺波市）

32 餅詰まり１人死亡 県内

32 ５月の植樹祭富山らしさ満開 県、チューリップも配置

北陸中日 16 短歌 岩田記未子選 二席 砺波市 源通ゆきみ

16 短歌 三井修選 佳作 砺波市 源通ゆきみ

16 俳句 井村和子選 佳作 砺波市 源通ゆきみ

16 俳句 松本松魚選 佳作 砺波市 源通ゆきみ

読売 31 箱根駅伝 富山商出身・細森１区で先頭集団に

31 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

    ４日　水曜日
北日本 32 進取の精神脈々 チューリップ球根栽培１００年目

38 仲間と集う 小矢部園芸高専攻科２年造園Ａグループ（砺波市 下保豊秋）

39 稽古始め気合十分 砺波 打ち込み何度も 砺波剣友会

39 気持ち新たに書き初め 砺波 一筆一筆丁寧に

39 田知本選手に刺激 小矢部 県柔道連盟砺波支部

富山 17 稽古始め、掛け声響く 砺波剣友会２５０人

17 書き初め、上達願う 砺波市児童クラブ連合会

17 新年会で精進誓う 知遠書法篆刻研究会

北陸中日 15 元気いっぱい上達願う 砺波・児童ク連 書き初めに真剣

15 浦野選手（国学院大）に声援 箱根駅伝

    ５日　木曜日
北日本 1 天地人 「よごし」 砺波、高岡などでの家庭料理

7 社説 南砺の病院改革 在宅支援の基盤維持を

26 仲間と集う 庄川中１７回生青島地区有志 （砺波市 松井鈴子）

27 枝葉・米ぬか堆肥に活用 庄川の造園業・寺井さん考案

27 ハボタンで「酉」の字 砺波 県花総合センター

27 警察署長感謝状 砺波署

32 ネット栽培機小型化へ チューリップ球根省力生産期待 県花卉球根組合

32 新年スタート祝う色紙１１８点 本社９日まで

富山 25 新年文芸 短歌 佐伯裕子選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

26 警察署 功績たたえ 県警本部長、署長感謝状贈呈式 砺波署

北陸中日 13 葉ボタン７００鉢で「酉」 砺波、正月ムード演出の展示
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18 まつり 厄払い鯉の放流

18 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

    ６日　金曜日
北日本 12 ２０１７年新年来社 夏野修砺波市長 本社 政治・行政

13 〃 砺波支社

19 県内コミュニティーＦＭ・ＣＡＴＶ 災害情報迅速に発信 臨時災害放送局 開局を訓練

22 読者のひろば 油断ならぬカラス 砺波市 横井君子（主婦 ７４歳）

23 華やか新春彩る花々 砺波 チューリップ四季彩館

28 砺波チューリップ公園 フェア満開へ開花調整 遮光ネット パイプ枠設置

富山 3 地方創生実現に意欲 県内９首長本社訪れ抱負語る 夏野砺波市長

18 今はこれ！市場から 寒ブリ、１０㌔級多く届く 砺波チューリップ

19 くらしの日記 船旅の記録 黒田和也 ３９歳（砺波市大門）

21 市天然記念物ブナ５本伐採 砺波・市谷牛嶽神社 腐食で危険、氏子ら見守る

21 開花調整の準備着手 となみチューリップフェア 遮光ネットのパイプ設置

21 砺波地域３市昨年火災２６件 前年と同数

22 初市 掛け声響く 富山市公設地方卸売市場

22 本社来訪（５日） 富山本社 砺波総局

北陸中日 16 来訪（５日） 富山支局 砺波通信局

17 砺波署表彰（４日） 本部長感謝状 ほか

読売 26 来訪（５日） 富山支局

27 富山市議、氷見市長激戦か 今年の選挙 砺波市議選

朝日 25 酔わせて北陸⑤ 半世紀の熟成次代へ 砺波の酒造でウイスキー製造 稲垣貴彦さん（２９）

    ７日　土曜日
北日本 21 砺波工の「５＄」優勝 高校生ロボットアメフト県大会

22 こいっぴ 再会 ぷくっち 砺波 庄川と愛知・安城の縁結びキャラ きょう厄払い鯉放流

22 砺波地域 火災の死者減 砺波地域消防組合消防本部

23 「近居」まで対象拡大 夏野砺波市長会見 ３世代同居推進事業の補助

23 新年度予算２１０億円台に 砺波市

23 台湾の観光スポット チューリップで装飾 砺波市と県花卉球根農協

富山 20 教委がいじめ現状 新春座談会で説明 砺波市連合婦人会

20 書き初め入賞作決定 砺波市児童ク連

20 砺波市農業委員定数１９人がぎりぎりの線 市長見解

21 一般会計２１０億円台半ば 新年度当初予算案で砺波市長 ３世代事業、同居要件緩和

23 受講生、書１４点展示 富山新聞文化センターアピタ砺波スタジオ

23 砺波工高の５＄制す ロボアメフト県大会

24 厄払い鯉放流 前夜祭で再会 砺波のこいっぴ、愛知のぷくっち 鯉恋の宮で対面式

27 ほたるいか 砺波市安川の市社会福祉庄東センター

北陸中日 16 「砺波で暮らそう」移住支援ガイド 首都圏などで配布へ

17 ロボアメフトぶつかれ青春 砺波工「５＄」優勝、全国へ

読売 31 開花調整へネット用パイプ枠 チューリップフェアに向け

    ８日　日曜日
北日本 20 仲間と集う いきいきサロンの会（砺波市 小西文子）

21 防火・防災へ心意気 砺波 力強く まとい振るう

22 いじめ認知 １５年度３４件 砺波 市連合婦人会の新春座談会

22 「南天風呂」で無病息災 砺波 砺波市社会福祉庄東センター

22 「酉」題材 華やかに 本社 砺波支社 玄土社瑞穂書会の色紙展

23 耕作放棄地活用で意見 砺波 砺波市農業委員会の「市長と語る会」

23 子どもたちがお点前を披露 砺波 出町児童センターの「初釜のつどい」

25 岡本さん（上市）最高賞 二科展写真部富山支部展

29 厄託し福願う 庄川・金屋 伝統行事「鯉の放流」

富山 2 県西部の自然、食PR 東京・県アンテナ店で企画展

21 各地で消防出初め式 火消しの心意気見せ 砺波市 砺波市消防出初め式

21 抹茶を振る舞う 砺波で初釜のつどい

22 コイに酒 厄払い託す 砺波・庄川町金屋 厄年の男女が放流

23 １、２回戦で熱戦 バスケット 県高校新人大会

25 地鳴り 葬儀にみる人格の象徴 犀川寮明 ６９歳（砺波市）
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北陸中日 16 青い鳥－富山で見つけた幸せ ７ 嶋田秀男さん（５８）＝砺波市、彫刻家 空き家アトリエ 新鮮

17 茶道のお点前小学生が披露 砺波で「初釜」

17 防火 新年に誓う 砺波 裸放水 威勢よく

17 全国中学選抜卓球大会県予選 男子団体 ②出町

18 祈願 酒を得た魚のコイに 砺波・庄川で２００年続く奇祭

読売 26 病院の実力～富山編 １０７ 血液がん

27 鯉の力で厄払い 奇祭「厄払い鯉の放流」

    ９日　月曜日
北日本 1 晴れ姿 自立へ決意 県内成人式 webunに「写真館」

14 追想 ありし日 地元活性化に尽力した砺波商工会議所専務理事 渡邊昭洋さん

19 バスケットボール 県高校新人選手権 大会結果

20 仲間と集う 庄川小第４回卒&庄川中第２５回卒同級会（砺波市 大浦正治）

21 県内各地で成人式 砺波 日々成長したい

21 砺波市消防出初め式表彰 県知事現場表彰 他

24 とやま地名のはなし１３２ 高道（砺波市） 鷹を弔う寺院にちなむ

28 境のうさん死去 県内最高齢１１０歳 自宅は砺波市太田

29 大人に１８歳でなれる？ 民法年齢引き下げ案県内新成人に聞く

富山 2 紅白ハボタンで「酉」表現 砺波・県花総合センター

3 わがまち散歩 砺波市小島 明るく元気な地域に ビオトープが自慢

15 県内各地で成人式 砺波市

19 男女４強決まる バスケット 県高校新人大会

22 県内最高１１０歳砺波の境さん死去 砺波市太田の境のうさん

読売 23 砺波で生活 魅力たくさん 市が移住定住ガイド本

23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  １０日　火曜日
北日本 16 各地の民謡 情感たっぷり 南砺 砺波地方の民謡グループ藤本わかば会「新春初ざらい会」

16 砺波総合の産科維持優先 南砺 婦人会と語る会 田中市長が説明

16 展望２０１７市町村長に聞く 夏野修砺波市長 市民の防災意識高める

16 記者の目 砺波支社編集部長 地域で啓発必要

17 砺波地域３市 新成人祝う 南砺 手をつなぐ育成会となみ地域連合会

22 同志拡大など３項目に重点 となみＪＣ

富山 19 青年会議所 地域発展に尽力誓う となみ 五つの基本方針

19 手をつなぐ育成会が３市の新成人を祝福 南砺

   １１日　水曜日
北日本 2 新年来社 砺波支社

11 レシピ手帳 そば粉のガレット  砺波ロイヤルホテル調理部洋食料理担当・濱田明樹

20 ２８クラブ６２８人の書き初めを展示 砺波 市児童クラブ連合会

21 心落ち着かせ丁寧に筆運び 砺波 小中学校で一斉に

21 当選番号決まる 砺波 市商店街連盟ドリーム券

23 城端・氷見線の写真コンテスト 「もりあげ隊」などが募集

23 となみ散居村縦断マラソン ことしは１１月１９日

富山 21 市役所で献血啓発 となみセントラルLC

23 県勢の奮起期待 全国都道府県対抗駅伝 

23 叙位叙勲 正四位 富山大名誉教授塚島寛氏（９５） 砺波市小杉

北陸中日 21 砺波地域消防本部 昨年の火災は２６件 管内まとめ

21 叙位叙勲 正四位 富山大名誉教授塚島寛氏（９５） 砺波市小杉

朝日 30 ４月に富山市議選 今年の選挙 秋に高岡市議選

  １２日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

14 花通信 県花総合センターのハナキリンなど 砺波市高道

22 チューリップで交流拡大 台湾・嘉義の文雅小 児童砺波のフェア紹介

22 全国珠算学校連盟検定合格者３０３回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

22 献血協力呼び掛け 砺波 となみセントラルライオンズクラブ

23 優良従業員を表彰 砺波 庄川町商工会

23 新春の一服味わう 砺波 市福祉センターで初釜

24 イラスト まなぴー 砺波市
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26 県関係５人が秀作 独立書展

28 河江まついさん死去 砺波市最高齢１０６歳

富山 2 衆院選、７市町議選勝利に向けて結束 共産党県委員会

23 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会１２月句会

23 〃 短歌 海潮砺波歌会

24 砺波・庄川町商工会 優良従業員を表彰 市長感謝状となる特別賞（勤続２５年）の４人らに

24 初釜、もてなしの一服 砺波・麦秋苑

25 小中学生、丁寧に 富山銀砺波支店 水宮書会の書き初め展

25 ロビー展 いとまき教室作品展 北陸銀行庄川支店

27 県高校スキー 距離フリー

29 コント 砺波・富之助

北陸中日 17 砺波市児童ク連の書き初め力作展示 市美術館

18 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 高岡・富山市１００超え 県給与全国４１位 ラスパイレス指数

朝日 24 酒とコイに託す願い 砺波 奇祭「厄払い鯉の放流」

25 千光寺蔵書２０年かけ整理 砺波のＮＰＯ ６千冊活用へ

毎日 24 県内５人 秀作 東京で独立書展始まる ２３日まで

  １３日　金曜日
北日本 1 アピタ黒部店閉店 競争激化 売り上げ低迷

16 女子大回転村上（砺波工３年）初Ｖ 県高校総体スキー第２日

17 距離クラシカル男女とも２冠 【アルペン】女子⑥石村風鈴（庄西２）⑧北山美咲（庄西１）

20 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

22 「左義長の唄」元気よく 砺波南部小児童や園児２８０人 あすの本番に向け練習

23 頑張る子ども支援「共笑基金」に寄付 砺波 塾紹介「とやまなび」

23 ざっくばらん ホテルパークイン砺波インター店長 澤田二十四さん（砺波市・４０歳）

23 一般大賞は炭元さん（高岡） 南砺 なんと版画年賀状展

30 会場には公共交通で あすからセンター試験 県内猛吹雪の恐れ 列車・バス増発

富山 3 県、砺波平野断層帯で 県市町村会議 東部の調査、国に要望へ

21 若い力継承へ練習 砺波南部小で児童、園児 「左義長の唄」響かせ

23 大回転 松本 村上、距離クラシカル 山下 広瀬 Ｖ 県高校総体スキー

23 大回転は石﨑、小林 距離は花田、宮木Ｖ 第５４回県中学校スキー選手権第２日

25 地鳴り 何でも相談できる仲間 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 18 やぐら囲む大きな声 砺波南部小「左義長の唄」練習

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 ７００鉢で描く酉 県花総合センター（砺波市高道）

朝日 22 展覧会 館蔵品展 風景の魅力 砺波市美術館

22 募集 頼成の森 冬のイベント

22 ４部門の１５団体 県大会へ 砺波地区アンサンブルコン

毎日 23 来月４～８日 福井県立美術館 第２５回記念２０１７毎日現代書北陸代表作家展 ③

   １４日　土曜日
北日本 5 １００満ボルト砺波進出 ３月アピタに 高岡の戸出店移転

20 県中学スキー 最終日 アルペン回転 男子⑦中川大空（出町２） ほか

20 県高校総体スキー 最終日 アルペン回転 男子②松本竜河（砺波２） ほか

27 となみ野の郷来客８０万人 砺波 １１年開設 農産物販売が好調

27 古くなった神棚に感謝 砺波 長田神具店 ４０体おはらい

27 私たちの貯金役立ててね 砺波 出町青葉幼稚園が預託

30 富山トヨタ 第７回エコ・チャレンジ応援プロジェクト 環境学習実践とゴミ減量・リサイクル 砺波市鷹栖小学校

32 経済活性化へ飛躍を 砺波商議所・賀詞交歓会

33 砺波で住宅の寝室焼く １３日午後２時２５分ごろ、砺波市若草町

富山 2 社説 「環境立県」を海外に発信 県産トルコギキョウ

21 お手伝いして、ためたよ 砺波・出町青葉幼稚園児

22 交通安全署名簿に新成人３９９人分 砺波署に提出

22 商工業発展や活性化に貢献 砺波会議所が賀詞交歓会

23 県高校総体スキー 回転 男子②松本竜河（砺波２） ほか

23 回転は石﨑、清水 リレーは平、城端 第５４回県中学校スキー選手権最終日

23 となみ野の郷来客８０万人達成 ＪＡとなみ野が砺波市で運営する農産物直売所
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25 事件・事故 砺波で住宅寝室燃やす

25 地鳴り かぶらずし期待に応え  浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 16 ファイル１１０番 砺波で住宅の寝室焼く

17 道の駅 となみ野の郷、来場者８０万人 ６年足らずで達成

  １５日　日曜日
北日本 22 井林（成年女子Ａ）初優勝 県体スキー大回転

22 未来アスリート６６人に指定証 県体協

24 読者のひろば マラソンで年明け 島田栄（農業 ６８歳）

26 「なかよし合宿」元気に雪道散策 砺波 県青少年自然の家

27 国際大会の歌声再び 砺波 市教育大会功労表彰も 出町中合唱部が実践発表

30 記者ぶろぐ 冬本番こそ支え合い

33 積雪 富山２６㌢高岡３１㌢ きょうも大雪の恐れ

富山 33 データベース活用促進 砺波図書館 講座開き市民に周知

33 ふるさとに誇り持てる教育を 砺波で大会

34 県スポーツフェスタ・第７０回県体冬季大会スキー競技 大会結果

35 予選リーグで熱戦 氷見フットサル大会２０１７ ５、６年生の部第１日

35 ２８試合で熱戦 県高校新人大会・バレーボール

35 第４０回県春季ミニバスケットボール大会第１日 大会結果

35 デスク日誌 安全運転考える機会

36 左義長 無病息災祈る 砺波・太田

37 地鳴り 信玄の言葉興味引いた 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

北陸中日 22 スキー場 積雪に差 十分 全面滑走可に  不足 営業開始まだ

23 教育振興に貢献の１団体と１５人表彰 砺波市教育大会

23 県高校総合体育大会スキー競技会兼全国高校スキー大会県予選会 大会結果

24 風景 独自感性で描く 砺波市美術館 作家２４人の作品展

  １６日　月曜日
北日本 1 寒さ今季一番 スリップ多発 交通網乱れ 県内５地点で最低気温

18 バスケットボール 会長杯県中学校大会 大会結果

18 バレーボール 県高校新人大会兼 北信越高校新人大会県予選会 大会結果

19 竹原（成年男子Ａ）初優勝 県体スキー距離クラシカル

23 会長に大野さん 砺波 市美術協会総会

富山 1 県内、雪続く 富山中心部２２㌢、高岡２７㌢

25 会長に大野氏 砺波市美術協会

25 小学１～３年、交流合宿 県砺波青少年自然の家

27 ６年 高岡西部、５年 アズー 栄冠 氷見フットサル大会

27 男女４強決まる 県高校新人大会・バレーボール

27 第４０回県春季ミニバスケットボール大会第２日 大会結果

朝日 35 寒波居座り 降雪続く 富山・猪谷９６㌢ 交通機関に乱れ

  １７日　火曜日
北日本 1 民意と歩む議会再生 -１５- 第１部政活費の闇 汚名返上 「三大対策」そろわず

18 データベース使い方を学ぶ 砺波 砺波図書館で講座

18 警察と災害協定 砺波・南砺署管内の３ＪＡ 資材や被害情報を提供

19 第２三郎丸踏切（城端線）３０日開通 砺波 歩道新設 通学の安全確保

19 ユズ商品売上金の一部預託 砺波 庄川町商工会女性部

19 新成人３９９人が交通安全誓う 砺波 砺波署に名簿提出

24 県内から３人最優秀特別賞 全国製図コンクール

27 県内大雪 交通乱れる 富山２４㌢砺波３０㌢ スリップ事故３３件

富山 25 「ゆず姫」収益の一部砺波善意銀行に預託 庄川町商工会女性部

26 最高賞に県内３人 全国製図コンクール 河西さん（富山工）藤森さん（砺波工）大澤さん（魚津工）

26 災害時にドローン提供 となみ野など３ＪＡ 砺波、南砺署と協定締結

26 農政改革の方向性やマイナンバーに理解 砺波市新春農業講演会

31 偽の案内状出回る 取引先名簿流出か 誕生会「ギフト券送って」 サンエツ金属社員かたる

北陸中日 17 災害時にドローン活用へＪＡと協定 砺波署、南砺署

読売 28 卓球 県シニアラージボール大会 男子 単 ローシックスティ 服部一幸（砺波協）

29 東京五輪 合宿誘致へ活動 県と９市が前向き 組織委ＨＰで情報公開など

29 雪影響、スリップ事故９１件 １６日午後６時現在の積雪は砺波市で３２㌢
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朝日 27 降雪、冷え込み続く ＪＲなど交通機関乱れ

27 農家レストラン北陸農政局長賞 地産地消メニューコン

  １８日　水曜日
北日本 1 雪景色に彩り 梅見頃 高岡古城公園

13 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子、安念智栄子

19 農業展望じっくり聞く 砺波 砺波市農業者協議会

19 風景テーマに収蔵品５８点 砺波 市美術館で展示

19 第６２回砺波市児童生徒書き初め大会 大会結果

22 アスベスト被害やじん肺で相談会 ２９日から県内５か所

富山 3 １０市町村で寄付額増 ふるさと納税 件数は８市町で増

24 となみチューリップ街道実行委に指定証 富山河川国道事務所

27 偽案内状で注意喚起 サンエツ金属がＨＰで

読売 26 新春よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

  １９日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

14 花通信 県花総合センターのバーケリアなど 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

20 読者のひろば 白寿も夢ではない 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

23 車の事故防止へ講習会 砺波 砺波市シルバー人材センター

23 １００歳の柏樹さん祝う 砺波市荒高屋の柏樹金子さん

23 ＦＭセレクション ものしり富山学

23 ロビー展 北陸銀行中田支店

23 ざっくばらん 「ストロベリーフィールズ」スタッフ 中山詩音さん（砺波市・２５歳）

富山 27 ひばり会・認知症ポスター最優秀賞 島田さん 水野さん 稲垣さん 健康麻将越中ひばり会の認知症予防啓発ポスター審査会

27 百歳（１８日） 柏樹金子さん（砺波市荒高屋、１８日生まれ）

29 全国高校スキー男女２９選手挑む 参加選手発表

31 地鳴り 早朝の除雪明日も頑張る 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

31 〃 トランプ氏はもっと大人に 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

33 ほたるいか 砺波市の砺波自動車学校

北陸中日 12 平和の俳句 砺波市 藤井健治

18 砺波・荒屋営農組合２２日農事組合法人化 ２２日に設立総会を荒屋公民館で

19 高齢者が教習車で自分の運転再点検 砺波で講習会

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 28 連携中枢都市圏協約高岡で記念セミナー 来月１日

朝日 26 ５部門の２１団体県大会へ 富山地区アンサンブルコン

  ２０日　金曜日
北日本 20 読者のひろば 格差のない社会に 砺波市 山田敏江（主婦 ７４歳）

23 生徒が「１日レストラン」 総合カレッジＳＥＯ調理科 健康メニュー２種類

23 市内での創業支援へ塾 砺波 「必ず成功する起業塾」２月４日開講

23 早春のチューリップ 砺波 四季彩館 １５品種７０００本並ぶ

23 壁面「花の大谷」拡充へ協賛金募集 砺波 市花と緑と文化の財団

富山 23 チューリップ早春演出 砺波・四季彩館

25 決勝大会へ 山吹、五鹿屋 ロングラン親善ゲートボール

27 地鳴り 古来の伝統引き継ごう 春川正人 ６９歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 感動呼ぶのは人同士の対戦 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

17 木彫りや造形盆栽手作りの息遣い 大和高岡店で展示

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

  ２１日　土曜日
北日本 2 叙位 従六位 元庄川町議小西巌氏（７５）

27 お見事！国家資格全員合格 砺波工高電気科３年３９人 団結して勉強励む

27 中川・徳川さん 活躍たたえ 砺波 アジアソフトテニス

27 プリンセス募集 市の魅力を発信 砺波 チューリップフェア

27 あす荒屋営農組合設立 砺波 砺波市高波の荒屋公民館で

30 欧州で初の品種登録 県育成チューリップ３種

富山 1 ＥＵで初の品種登録 県産チューリップ 輸出促進へ

25 ３年全３９人 ２種に合格 砺波工高電気科 電気工事士試験
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29 中川Ｖ、徳川３位たたえる アジアソフトテニス選手権 砺波で祝勝会

29 叙位叙勲（２０日） 従六位 元庄川町議小西巌氏（７５）

北陸中日 18 県産チューリップ 世界で開花 ＥＵに３品種が初進出 オランダなど６月から販売

18 〃 台湾でＰＲ 輸出開拓へ砺波市長ら

19 電気科３年 全員合格 砺波工高 第二種電気工事士に

読売 28 ３品種EUで登録 県産チューリップ

28 叙位叙勲（２０日） 従六位 小西巌氏（元庄川町議会議員）

28 USO放送 砺波・越中之助

  ２２日　日曜日
北日本 22 地元の文化財弁財天社守れ 砺波 防火デー前に訓練

22 地域防災に貢献 江村さんたたえる 砺波 叙勲受章祝賀会

22 住宅模型個性豊か 砺波 第９回建築家展

23 チューリップで台湾彩る 砺波市と県花卉球根農協 切り花１０００本を装飾展示

23 楽しく雪山ハイキング 高岡 二上まなび交流館 児童が「なかよし合宿」

23 初釜でおもてなし 砺波 砺波市社会福祉庄東センターの茶道教室

23 みすゝ゛の詩木版画に 射水 水上さん作品展 みらい館展示法も工夫

24 とやまニュースのツボ 台湾へ８０００個 魅力発信

富山 23 江村さんの叙勲祝う 砺波、４０年以上防災に尽力

23 ハート形花壇華やか 砺波・県花総合センター

23 お年寄りもてなす 砺波・庄東で初釜

24 台北で魅力アピール 砺波チューリップ プレゼントや１千本の装飾

25 女子団体は高岡工芸 第６３回県高校剣道新人大会第１日

26 文化財 火から守る 砺波・弁財天社

北陸中日 16 防火訓練 文化財守れ 砺波・弁財天社

18 一足早く 春めでて 砺波で〝花畑〟展示

18 開かれたウイスキー蒸留所に 砺波・若鶴酒造が改修中

  ２３日　月曜日
北日本 22 フットサル 大沢野中がＶ 南砺 ②庄西中③出町中

22 力強いショット放つ 南砺 第１２回南砺市ジュニアオープンバドミントン選手権大会

22 駅利用客らが理科手品楽しむ 砺波 市観光協会「にぎわい市」

27 感情込め朗読 高志の国文学館

富山 15 砺波・荒屋に農事組合法人 組合長に佐藤さん

16 竹スキー作り滑る 砺波・頼成の森

17 第４０回県春季ミニバスケットボール大会第３日・最終日 大会結果

17 第２４回冬季県一般男女バスケットボール選手権第１日 大会結果

17 第６３回県高校剣道新人大会 大会結果

17 県インドアテニス選手権 大会結果

富山 19 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

北陸中日 16 バレンタインへ♡の花 砺波 オブジェ、花壇展示

  ２４日　火曜日
北日本 1 県内きょうも大雪警戒 強い冬型 砺波９㌢ 高岡２６㌢

19 冬も大門素麺味わって 砺波・農家レストラン大門 新メニュー２品きょうから提供

19 市が１９年度開設目指す 砺波 太田・北部の認定こども園

23 アスパラ菜出荷順調 砺波・東般若利用組合 水稲育苗ハウス活用

24 台湾で３０００本開花 砺波市長ら訪れ祝う ２６年ぶり輸出の県産チューリップ球根

富山 1 県西部中心に大雪 砺波３８㌢

26 大門素麺 にゅうめんに 農家レストラン「丸山」と「あんかけ」 冬場の消費拡大へ

26 チューリップ台湾で開花 県花卉球根農協 ２６年ぶり輸出

27 県勢７部門制す 常陸宮賜杯第６７回中部日本スキー大会第１日

27 ４月に市協会長杯 砺波市ＧＧ協会

北陸中日 16 チューリップ愛して 砺波市が台湾向けＰＲサイト

17 大門素麺新メニュー 冬はこれ、丸山付き＆あんかけ 砺波の飲食店

朝日 24 ２４日夕まで大雪に注意 ２３日午後４時現在の積雪 砺波市＝３８㌢

毎日 26 県代表１４点中央審査へ 西さん３姉妹は２年連続

  ２５日　水曜日
北日本 1 県内大雪 交通乱れ 道路渋滞 あいの風に遅れも
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2 叙位叙勲（２４日） 従五位 元砺波市議梶谷公美（８２）＝砺波市広上町

21 移住先 砺波を選んで！ 地域おこし隊・野口さん 経験生かしガイド本作製

21 プリムラ５００鉢ハート形に 砺波 県花総合センターエレガガーデン バレンタインにちなみ

21 車椅子５台を預託 砺波 丸圓商店

27 ４週ぶりに注意報レベル 県内インフル ９施設学年・学級閉鎖

富山 21 すこやか育児 高野悠子さん＝砺波市高波 長女真乃ちゃん

24 丸圓商店が車椅子 砺波善意銀行預託 貸し出し用に５台

25 齊木さん（滑川東部小）最優秀賞 県の農業用水標語・ポスター

25 叙位叙勲（２４日） 従五位 元砺波市議梶谷公美氏（８２）＝砺波市広上町

27 インフル２度目注意報 感染拡大、県が４週間ぶり

北陸中日 13 「花の大谷」協賛金募る となみチューリップフェア

16 県勢 光った勝負強さ 中部日本スキー総合優勝 県勢の成績

16 咲いた並んだ 台湾・嘉義で チューリップ展開幕イベント

16 県がインフル注意報 基準上回る患者「手洗い、うがいを」

16 叙位叙勲（２４日） 従五位 元砺波市議梶谷公美氏（８２）＝砺波市広上町

読売 31 孫が笑顔でスキー教室 砺波市・別所武 ７７

32 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

32 〃 川柳 砺波市 前田美智子

32 叙位叙勲（２４日） 従五位 梶谷公美氏（元砺波市議会議員）砺波市広上町

朝日 28 ４部門の１６団体 県大会へ 新川地区アンサンブルコン

29 北陸の最大電力 冬季過去最高に 雪・冷え込み影響

  ２６日　木曜日
北日本 12 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

12 花通信 県花総合センターのエピデンドルムなど 砺波市高道

13 情報かわらばん となみ野

20 読者のひろば 体制の強化を願う 砺波市 上野亮平（無職 ７４歳）

22 ２０年の歩み 画集に 砺波 日本画家・今井さん あすから砺波支社で個展

23 マレーシア文化学ぶ 砺波ＲＣ出前講座 出町小児童と留学生交流

23 田中さんら４人最高賞 南砺 あすから北日本書道展 入賞・入選作３５７点展示

23 病院職員ら護身術学ぶ 砺波 砺波総合病院

23 ざっくばらん ＪＡとなみ野経済部特産振興課営農指導員 福島聡美さん（高岡市・２８歳）

23 新春彩る人形３４点 砺波 ５作家が競演

23 国の交付金採択 来月決定 砺波 チューリップ球根ネット栽培機小型化 新年度着手目指す

27 給食に理解深めて 砺波・庄西中 生産者と交流感謝

30 建造物侵入と窃盗罪で起訴 南砺の男 地検高岡支部

富山 27 富山文芸 １月賞 歌壇 小池光選 三位 砺波市表町 源通ゆきみ  佐伯裕子選 三位 砺波市庄川町 山森和子

28 触れて 味わい 学んだ 給食の材料 砺波・庄西中

29 庄川遊覧船と小矢部のアウトレット 春節 合同企画で誘客 台湾・香港の団体、乗船増加

29 吉田さん優勝 第２回高岡ケイル杯健康麻将交流大会

29 会員、市民 竹垣根作る 砺波市シルバー人材センター

31 確定申告を模擬体験 砺波税務署 コンプレッサーさん

31 医師や看護師 護身術学ぶ 砺波総合病院

33 人権の大切さ訴え 砺波でサンダーバーズ選手

33 ３０３人たたえる 県高体連の総会

34 来月に無料相談会 県司法書士会 南会長が来社

35 地鳴り 除雪で汗かく今年で限界か 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 18 雪にも強いイノシシ防止柵 砺波市が試行設置 般若地区に総延長６００㍍

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

朝日 22 患者を生きる ３２２８ 感染症 腸管出血性大腸菌 ４ 次男の死の責任どこに

日本経済 35 北陸企業未来への挑戦 ＣＫサンエツ 夜勤撤廃 職場改善に力

  ２７日　金曜日
北日本 1 砺波の散居村 銀世界 県内５地点で今季最低気温

20 健康ランチ「おいしい」 砺波 総合カレッジ「１日レストラン」 砺波駅で振る舞う

21 中学生１９人１９団体表彰 富山県をよくする会 生徒会や奉仕 部活動に尽力

27 県内７校が学年・学級閉鎖 インフルエンザ

27 児童買春疑いで砺波の男逮捕 富山中央署
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富山 23 ＳＥＯ生徒 調理、接客 砺波駅のプラザ 一日レストラン

23 平田さん優勝 第２４回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

24 中学生１９人１９団体たたえ 富山県をよくする会 富山できょう表彰式

27 県内７校でインフルか 砺波市砺波東部小、同市庄東小

27 事件・事故 少女にみだらな行為の疑い

北陸中日 18 インフルで７校学級・学年閉鎖 県内小中、支援学校

19 ヘルシー２品 大勢の客 砺波の県公認学校 駅で一日レストラン

19 ファイル１１０番 児童買春・ポルノ禁止法違反の疑い

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

27 児童買春容疑２１歳逮捕 富山中央署

朝日 28 ４部門の１９団体 県大会へ 高岡地区アンサンブルコン

 28 あす 砺波市文化会館 第５１回県アンサンブルコン

  ２８日　土曜日
北日本 1 「砺波の民具」指定へ 国重要有形民俗文化財 文化審答申

7 無形７件 有形３件 文化審答申 国の重要民俗文化財

13 北日本文芸 歌壇 佳作 砺波市 坪本幸世、吉田晃子 他入選

13 〃 俳壇 佳作 砺波市 松村幸子 他

14 曲線に命の温もり 「至高の精神展」 きょうから砺波市美術館

17 農村の暮らし 変遷伝える 「砺波の生活・生産用具」国重要有形民俗文化財に

29 魚津工高が最優秀 富山 ものづくりミラコン

30 餅の生産性向上 砺波 「北越」新施設完成

31 甘くて新鮮 雪中野菜 砺波・安川営農組合 キャベツ・ニンジン出荷ピーク

31 伝統手法で寒糊作り 南砺 福野の表具店 ６、７年寝かせ「古糊」に

34 となみ野アート 砺波の今井さん個展 緻密 風景描いた日本画

34 人気の品種探る 東京の生花店員ら農家と意見交換

34 農村・用水の美捉えた写真１６８点 県民会館

35 ２０２０年度までの対策義務づけ 県内１５踏切 改良指定

36 地道な民具収集に光 関係者喜び 半世紀の成果６９００点

36 資料執筆中に死去 指定に尽力した佐伯さん 昨年８月 安カ川さん遺志継ぐ

富山 1 砺波の生活・生産用具答申 国重要有形民俗文化財

2 県西部の春の祭りＰＲ 高岡市がＧＷ用にチラシ 南砺、砺波、小矢部も紹介

3 政策の不満度で１位 「中心市街地のにぎわいを」

3 「１億円産地」貢献など紹介 富山で農村整備発表会

24 ２月イベント一覧 １日 おえかきじゅく作品展（北陸銀行砺波支店）他

25 ギャラリー 第３１回春を呼ぶチューリップ展 ２月１０～１９日・砺波

29 首都圏の小売店招く 県産チューリップ切り花発信

29 せい餅施設が竣工 砺波、北越

30 「メモリーグラス」披露 砺波 堀江さん３５周年ライブ

30 伝統製法で寒糊炊き 砺波、南砺の表具師

34 全国最多６９００点 暮らしぶり変遷伝える 重文「砺波の生活・生産用具」

北陸中日 19 多彩 砺波の民具 国重文指定へ６９００点 農機具や冠婚葬祭など

読売 26 生活・生産用具 民俗文化財に 砺波 着物や農具、糸車など６９００点

朝日 31 市民ら提供の６９００点 砺波の農村用具 国重文へ

毎日 28 文化審答申 有形で「砺波の生産用具」 重要無形文化財

産経 28 重要無形民俗文化財 三重の海女など７件 国の文化審議会

  ２９日　日曜日
北日本 13 大回り小回り競う 県スキー技術選手権

13 卓球 県新人大会・一般の部 男子③大淵孝二（砺波工業高）、女子①宮野琴果（般若中）

20 仲間と集う 牛嶽５０３回（砺波市 有澤哲郎）

22 科学の楽しさに触れる 砺波 親子おもしろ実験教室

23 軽やかに３世代交流 砺波・若林地区 カローリング教室 運動不足はじき飛ばせ

23 子どもたちに野球の動作指導 砺波 川村筑波大監督が講演

23 児童１６チーム熱戦 南砺 フットサル福野カップ

28 土で命のぬくもり表現 砺波市美術館至高の精神展 野村さん（上市）が１８点

富山 3 経験重ね味わい深く 稲垣貴彦さん（２９）ＧＲＮホールディングス取締役

24 箏の音色、華やかに 砺波で瀬尾箏曲初弾会
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25 カローリング啓発 砺波・若林で初の教室 冬場の運動不足解消へ

25 最優秀賞に山下さん 砺波のフォトコンテスト

25 不思議な実験に挑戦 砺波・出町小で親子

26 五箇山、福光東部、黒部、新庄北 １６強 砺波で中部選抜小学生バレー ７県６４チームが熱戦

26 初心者からの段階的指導学ぶ 砺波で野球講習会

27 男子で出町Ｖ 第９回ＫＡＨＯＫＵ卓球カップ

29 地鳴り 自然災害に備えて工事を 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

29 〃 白鵬は身の引きどころ 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

読売 25 科学のふしぎにびっくり 砺波で親子実験教室

朝日 28 友と紡ぐ磨いた音色 県アンサンブルコン ２０団体、北陸大会へ

  ３０日　月曜日
北日本 1 昨年４～９月 ７００億円超 ふるさと納税 １．６倍

16 スキー ＯＨＹＡＭＡスポーツクラブジュニア大会 男子 小学３・４年②中川大陸（砺波Jr） 他

16 ４３チーム２２０人白熱のラリー 県シニアビーチボール

18 仲間と集う 五鹿屋小昭和４８年度丑寅会（砺波市 花島栄）

21 扇や剣を使い美しい所作で舞 砺波 剣楓会の初舞会

21 初釜らしいめでたさ表現 砺波 砺波茶悠会

25 表現の余白が大事 砺波市美術館至高の精神展 陶芸家・野村さん解説

26 新春のめでたさ表現 となみ野茶会初釜 茶道具の展覧会も

28 県内警察署半数築４０年超 バリアフリー未対応、水漏れ… 老朽化率全国６番目の高さ

富山 16 クラフト作り楽しむ 砺波・買い物の家族ら

17 古典臨書、精進誓う 知遠書法篆刻研究会

17 金子みすゝ゛の世界水上さんが木版画 射水・県こどもみらい館

19 中部日本小学生バレー ２９日・砺波市の県西部体育センターほか
23 月曜川柳 乱反射 小竹律子（砺波）

北陸中日 10 農業用水 ストップ！ 水難事故 県ポスターコンクール
朝日 29 デジタル化資料砺波で活用講座 国立国会図書館

  ３１日　火曜日
北日本 5 酒蔵フォーカス ⑥ 吉江酒造（砺波市若草町） 心安らぐ味親子で追求

5 福光に南砺支店３月２７日オープン 北國銀行
18 事故防止へ決意新た 砺波 市交通安全協が祈願祭
19 歩道新設 通学安全に ＪＲ城端線「第２三郎丸踏切」開通 砺波東部小７０人利用
24 高齢者叙勲１月の受章者 県関係分 島田實さん（８８） 砺波市石丸
25 １３年のひき逃げ情報提供呼び掛け 砺波署 現場で検問
25 １７施設で学年・学級閉鎖 インフルエンザとみられる集団感染で
26 春らんまん 別世界 砺波 チューリップ四季彩館

富山 25 ２万８５８９人分 交通安全署名奉納 砺波で祈願祭
26 通学路踏切に歩道新設 砺波・三郎丸の城端線 集団下校の児童「安心」
26 ひき逃げ死から４年 情報提供を呼び掛け 砺波で検問
29 地鳴り 雪を見ていると思い出す出来事 黒田和也 ４０歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 インフルで１７校学級・学年閉鎖 学年閉鎖 砺波市庄南小２年
17 目撃情報を求め検問実施 ひき逃げ死亡事故 国道１５６号で砺波署
17 児童ら踏切渡り初め 城端線第２三郎丸 拡幅完成祝う
17 飲酒運転根絶誓う 砺波署に署名提出 ２万５４１４人分

読売 26 チューリップと早春の花が競演 砺波市中村のチューリップ四季彩館
27 「改良すべき踏切」１５か所 国交省 対策２０年度までに

毎日 22 第２８回読書感想画中央コンクール 県代表作品③中学校の部 自由読書 「囚人と紙飛行機」 砺波市立庄西中１年 山下まおさん

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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