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 １日　月曜日
北日本 10 民意と歩む 議会診断 担当記者がチェック 扉は開いたか

11 民意と歩む 議会診断 担当記者がチェック 砺波市議会

33 読者のひろば 新年に思う 年表作りに挑戦 砺波市 武部幹夫（７７歳）

36 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

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

81 新春読者文芸 俳句 詩 入選作品

富山 2・3 新春経済座談会 拡大続く北陸の景気 さらなる成長を期す

37 地鳴り 小学校の４人組 夫婦で新年会 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

37 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

38 ポールウォーキング 県西部に着々浸透 初の大会開催へ

別1～5 歴史文化の誇り未来に 呉西プロジェクト

 ２日　火曜日
新聞休刊日

 ３日　水曜日
北日本 39 新春走り初め 第３７回北野元日マラソン 大会結果

富山 19 コント 砺波・たぬき

28 富山ルネサンス２０１８ おすすめ文化施設マップ

30 １５０人地域発展願う 砺波・出町

 ４日　木曜日
北日本 14 全面広告 ２０１８年 迎春 砺波市

28・29 全面広告 空き家対策・中古住宅活用特集

39 全面広告 四季の散歩道 美術 観覧 公演 催し

41 書き初め 頑張ったよ 小学生気持ち新た 砺波市児童クラブ連合会

富山 19 子供歌舞伎全国舞台へ 砺波・出町 ５月、小松のフェス出演 各地と連携、継承の弾みに

19 書き初め 力強く 砺波市児童クラブ連合会 砺波市美術館市民ギャラリーで展示

20 上達誓い稽古始め 砺波剣友会 ３００人打ち込み

北陸中日 13 一筆入魂 書き初め 砺波の児童、題字に挑む

朝日 20 全面広告 本年もよろしくお願い申し上げます 砺波市 砺波市議会

毎日 22 短信 砺波・厄払い鯉の放流

 ５日　金曜日
北日本 12 ２０１８新年来社 砺波支社

15 平成の３０年 県内

25 ざっくばらん 夢の平コスモス荘支配人 斉藤康一さん 砺波市 ５８歳

25 気合込め稽古始め 声出し竹刀打ち込む 砺波剣友会

25 気合込め稽古始め 新たな気持ちで精進 県柔道連盟 砺波支部

富山 3 本社来訪 砺波総局

13 地鳴り 雪かき分けお墓参り 藤井昭通 ４５歳（砺波市）

13 地鳴り 教員の長時間勤務を抑制 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

13 地鳴り 新車におはらい 交通安全誓う 黒田和也 ４０歳（砺波市）

21 将来見据え奮起を 執務始め式で首長訓示 砺波市

22 火災６件減の２０件 昨年の砺波地域３市

22 新年あいさつで来社 女性Ｕターンに尽力 米原経済同友会代表幹事

23 児童生徒の力作１９点 となみ・ラモーダ

26 住みたい田舎 南砺４位 宝島社発表 砺波市が若者部門３４位

北陸中日 5 テーマ特集 私の初夢④ 「犬猿」の国々 争いないよう 貝渕文夫 ６８ 富山県砺波市

15 来訪 砺波通信局

 ６日　土曜日
北日本 22 新年来社２０１８ 政治・行政 

23 新年来社２０１８ 砺波支社

26 読者のひろば 節目迎えられ感謝 砺波市 犀川啓子（７５歳）

27 本部長・署長感謝状 砺波署

32 絵画の「音」に耳澄ませ 県水墨美術館「あつまれ墨画」展開幕
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富山 2 ６市長が観光ＰＲ シンガポール

2 本社来訪（５日） 砺波総局

3 県内１０首長 魅力生かしまちづくり 本社訪れ意欲語る

24 日ごろの協力たたえ 砺波署

24 福願い スゲだるま 菅笠の魅力 広める一助に  福岡 女性グループ考案

25 農業公社の窓口化検討 農地貸借で夏野砺波市長

北陸中日 18 砺波イノシシ捕獲過去最多の２２０頭に 本年度、４日現在

19 「寒締め」甘さ凝縮 高岡 ホウレンソウ出荷始まる

19 ２６～２８日利用客に無料入浴券を配布 砺波、ゆずの郷やまぶき

19 来訪 （５日）砺波通信局

読売 28 来訪（５日） 富山支局

朝日 19 来局 富山総局（５日）

 ７日　日曜日
北日本 20 多彩な写真４２点展示 富山 「Photo写楽」の作品展が県民会館で開催

20 わが家のアイドル 稲村心遥ちゃん ３歳 砺波市三郎丸 

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

22 ２８クラブの書き初め展示 砺波市児童クラブ連合会の作品展示 市美術館市民ギャラリーで始まる

22 「インドの女」シリーズ集大成 市美術館で林清納展

23 安全と無災害願う 各地で出初め式 まとい振り力強く

23 児童の書き初め並ぶ 北日本新聞砺波支社カルチャー教室

23 農業委が市長と意見交換 農地利用最適化推進委員２１人 市長と語る会

富山 12 地鳴り 正月を初めて温泉で過ごす 北清俊一 ６０歳（砺波市）

18 児童の書き初めずらり 砺波で作品展

19 勇壮 火消しの心意気 砺波市 表彰結果

20 県高校新人バスケットボール選手権第１日 大会結果

21 厄払い放流前に再会 砺波「こいっぴ」安城「ぷくっち」  庄川水記念公園・鯉恋の宮

北陸中日 12 元気いっぱい書き初め 砺波市児童ク連合会作品展

13 火消の心意気披露 出初め式 防火願う一斉放水

読売 22 病院の実力 富山編１１９ がんの病院食 食事で栄養とること重要

 ８日　月曜日
北日本 10 とやま文芸散歩 高島裕

15 追想 ありし日 砺波市中野１区元自治会長  藤井一秋さん（砺波市上中野）

21 霧に映る光見て 小矢部 アートハウス きょうから公開

21 児童がお点前披露 初釜のつどい

23 県内１４市町村成人式 夢に向かい挑戦 砺波

26 となみ夢の平スキー場 営業を開始

28 厄託しコイ放流 庄川  「厄払い鯉の放流」

29 車同士が衝突７７歳女性死亡 高岡の国道８号

富山 7 コント 砺波・たぬき

7 地鳴り カレンダーに家族の予定  小倉美央 ９歳（砺波市）

17 ふるさとを誇りに 各地で成人式 感謝の気持ち忘れず 砺波市

18 光と霧の空間芸術 アートハウスおやべ きょうから

18 武田さん優勝 第２２回小杉ふれあい杯健康麻将交流大会

19 県高校新人バスケットボール選手権第２日 大会結果

22 コイに酒 願い託す 砺波・庄川  「厄払い鯉の放流」

北陸中日 10 コイにお神酒 厄払い 庄川水記念公園で伝統神事

11 新成人 志高く 「夢へ挑戦」 砺波で５６１人

読売 25 厄払い コイにお願い 砺波 「厄払い鯉の放流」

朝日 23 コイにお神酒 厄除けを祈願 砺波 「厄払い鯉の放流」

 ９日　火曜日
北日本 9 バスケットボール 県高校新人選手権 大会結果

9 バレーボール 立山杯中学男子大会 大会結果

17 ８月公開例会近現代史学習 となみＪＣ

22 善意のともしび 県善銀 砺波善銀

23 車上荒らし疑いで男逮捕 高岡署

富山 14 新年文芸 詩・佳作作品 狐島の郷 紫藤道子（砺波市狐島）

15 地鳴り 新年を迎え心改まる  春川正人 ７０歳（砺波市）
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15 地鳴り 寒さに弱かったお父さんを思う 嶋田道子 ６９歳（砺波市）

16 ハボタンで「戌」表現 砺波・県花総合センター

16 新成人７人を祝福 手をつなぐ育成会となみ地域連合会

17 無病息災 学業成就願い 各地で左義長 砺波・大窪

18 ８月に青少年育成事業を実施 となみＪＣ

19 県高校新人バスケットボール選手権最終日 男子 高岡一  女子 龍谷富山Ｖ

19 初誕生 新川慶史朗ちゃん  砺波市庄川町金屋

23 車２台衝突７７歳女性死亡 高岡の国道８号

北陸中日 5 すくらんぶる交差点 食こそ家族の基本（富山県砺波市、春川正人、７０歳）

29 乗用車同士衝突 高岡の女性死亡 国道８号交差点

読売 29 車同士衝突 ７７歳死亡 ７日午後８時３５分頃

29 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １０日　水曜日
北日本 1 来秋 増床改装オープン イオンモール高岡 １５日着工

16 わが家のアイドル 小林樹生ちゃん １歳 砺波市柳瀬 

18 ４１５０人が一筆集中 第６３回砺波市児童生徒書き初め大会

18 新体育センター１０月開館 砺波市 現施設は年内解体

19 新成人の門出祝福 手をつなぐ育成会

26 城端駅で停電 列車４本運休 帰宅学生ら２００人足止め

富山 15 地鳴り 皇位継承を記念し植樹  竹部誠孝 ７７歳（砺波市）

15 地鳴り わんちゃんの賀状で近況知る  佐野嘉江  ７２歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

22 砺波市長会見 新体育センター１０月開設  新図書館は新年度着工

北陸中日 1 「戌」葉ボタンで描く 県花総合センター

読売 28 卓球 全国中学選抜大会県予選 男子団体、女子団体  ③出町

朝日 21 給与水準 高岡市１位 県内１５市町村の数値発表

21 体育センター跡 新図書館建設へ 砺波 ２０年完成予定

 １１日　木曜日
北日本 1 注目のニュース 「金屋石」住宅建材に活用 ２９面

14 県内美術館・博物館の催し（１/１１～１/１７） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

14 花通信 県花総合センター

15 情報かわらばん となみ野

18 読者のひろば 憎まれっ子を活用  砺波市  村中 正敏（８７歳）

20 新春の一服味わう 砺波市福祉センター麦秋苑 「お茶を嗜む会」

20 展望２０１８ 市町村長に聞く 財政規律保ち事業展開  夏野修砺波市長

20 記者の目 「選択と集中」に注目

21 「冬のアスパラ」最盛期 JAとなみ野管内の生産者 

21 不審者対処法 店員らが確認 イオンモールとなみ

29 「金屋石」住宅建材に活用 砺波の地元有志  解体家屋から集め加工

29 県内断続的に雪 １３日まで強い冬型

富山 13 地鳴り 左義長が曲がり角に  嶋村了吉  ５４歳 （砺波市）

22 １１０番の日 万一に備え 商業施設に不審者  砺波署が訓練

22 献血協力呼び掛け となみセントラルＬＣ

24 冬のアスパラ「甘い」 砺波、南砺 伏せ込み促成栽培

24 心を新たに優雅な茶席 砺波で「嗜む会」

25 庄川峡遊覧船 海外客過去最多ペース 連続１万人へ 個人向けＰＲ強化

29 雪 降り続く きょう平野部最大４０センチ

北陸中日 5 ミニコント  砺波・越中之助

17 冬アスパラ 可能性ぐんぐん 砺波、南砺で収穫 強い甘み、市場高評価

18 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

毎日 22 森さん、佐伯さん  準特選 独立書展  東京で２２日まで

読売 24 新体育センター砺波市１０月開館 新図書館も建設へ

 １２日　金曜日
北日本 1 強い冬型 県内大雪 伏木４３センチ 富山２５センチ

18 優良従業員を表彰 庄川町商工会 富札抽選会も

18 ドリーム券の当選番号決まる 市商店街連盟
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19 直売所に今夏カフェ併設 砺波 宮﨑ぶどう園 ９月から搾りたてジュース提供

19 なんと版画年賀状展 一般大賞に今枝さん（富山）

27 医薬品窃盗容疑 ベトナム人逮捕 砺波・南砺署など３人

富山 13 地鳴り 門松を製作 玄関に飾る 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

20 患者ら餅つき楽しむ 砺波誠友病院新年会

22 特別賞４人ら表彰 庄川町商工会 富札抽選会もあり

23 今枝、吉藤、辰尾さん大賞 福光美術館 版画年賀状展あす開幕

27 ベトナム人３人 化粧品窃盗容疑 砺波、南砺署再逮捕

読売 25 各地で降雪 砺波で３８センチ スリップ事故１８５件 １５人軽傷

 １３日　土曜日
北日本 1 県内大雪 交通網混乱 北陸道 ４１０台立ち往生  砺波４０㌢

16 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

21 使われなくなった神棚に感謝伝える 長田神具店「焼納祭」

21 珠算能力検定 中川さん（砺波高１） １級満点合格 １回で達成

21 戌題材の書展示 北日本新聞砺波支社ギャラリー

21 １００歳おめでとう 飯田かをりさん（砺波市東保）

23 富山いろどり錬磨⑨ 砺波市 咲島

26 地域経済飛躍誓う 砺波商議所が賀詞交歓会

26 記者ぶろぐ 大人の自覚と責任を

31 県境の大動脈寸断 県内大雪 通勤・通学客足止め

富山 1 県内大雪 交通を寸断 北陸道 ４１０台立ち往生  

1 スリップ１７人軽傷 高岡、氷見、小矢部、砺波、南砺の５市で停電

2 富山産チューリップで魅了 フェアに合わせ都内で配布

13 コント 砺波・越中之助

22 新成人 交通安全の誓い 砺波署

23 女性消防団 歩み伝え 大沢野 活動開始２５年で記念誌  寸劇や高齢者宅訪問

23 珠算検定１級中川さん満点 高岡で合格証書授与

23 百歳 飯田かをりさん（砺波市東保）

24 砺波の商工業発展へ貢献誓う 会議所が賀詞交歓会

24 砺波東部が準優勝 第７回北陽男子ミニバスケットボール交歓会

25 西から東から 鯉の放流「粛々と」

北陸中日 1 県内大雪 きょうも警戒 砺波 ４９センチ（ＡＭ１０)

5 発言 年賀状や手紙 国語力を向上  上野亮平 ７５ 富山県砺波市

19 珠算１級満点合格 高岡の中川さん（砺波高１年)

19 砺波市新成人代表 交通安全誓う署名 砺波署に提出

読売 26 白と紫 ワンダフル 県花総合センター

朝日 24 大雪で渋滞、停電も 知事、備えと情報提供指示

25 １６団体が県大会へ 砺波地区アンサンブルコン

 １４日　日曜日
北日本 1 県内厳寒 事故相次ぐ 朝日で氷点下８．１度 断続的に雪 交通乱れ続く

5 社説 空き家問題 実情に即した対策急げ

14 仲間と集う 「沃風会」造園Ａグループ（砺波市 下保豊秋）

25 餅つき体験に歓声 富山大留学生ら 佐々木邸

25 無事故無違反続ける 砺波市の新成人

28 県西部の魅力 海外発信 ６市 シンガポールに映像中継

28 県体協の「未来アスリート」１３期生７５人に指定証 上野真由（砺波東部）

31 風車 アイディアロボットフェスタ

富山 1 朝日-８．１度 最低更新 県内大雪 伏木７９センチ、氷見５５センチ

38 留学生ら餅つき 砺波の暮らし体験 富大ゼミ合宿

39 ネット中継で観光ＰＲ 呉西６市、シンガポールへ １９、２０日にトップセールス

39 山下、小千田が制す 第７１回県体スキー競技会クロスカントリー競技第１日 大会結果

39 県春季ミニバスケットボール大会兼全国大会県予選第１日 試合結果

43 各地で雪被害続発 高岡・横田 市保存樹木倒れる

北陸中日 1 居座る寒気 凍える県内 朝日マイナス８．１度 観測史上最低

22 とやま遺産 庄川遊覧船と雪景色 言葉失う墨絵の世界

23 今枝さん（富山）ら大賞 なんと版画年賀状公募展
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23 認定こども園 園児が歌披露 砺波市教育大会

読売 34 ５会場 大きな混乱なく センター試験 初日 鉄道遅れで１人別室受験

朝日 33 列車運休相次ぐ 通行止めは解除 砺波市５２センチ

 １５日　月曜日
北日本 1 大雪一転 晴天に 県内スキー場にぎわう

26 華やかに初ざらい会 藤本わかば会「新春初ざらい会」

29 ゆるキャラお出迎え 北陸新幹線ツアー専用団体列車 新高岡駅 観光客に富山ＰＲ

30 中平さん（富山）無差別級初Ｖ 県新年将棋大会 初段位は源さん（高岡）

富山 26 児童が合宿で交流 県砺波青少年自然の家

26 炎高く 無病息災願う 各地で火祭り、左義長 砺波・東開発

28 氷見フットサル大会 ６年小杉、５年大谷がＶ

29 ソフトボール 女子児童が学ぶ 砺波で講習会

29 立野ヶ原ＳＣ・Ａ制す １部成年男子リレー 第７１回県体スキー競技会クロスカントリー競技 大会結果

30 新高岡 キャラ出迎え ツアー客７５０人、北陸へ

32 スキー場 人出明暗 県西部 石川から出足鈍る 県東部好天と雪質恵まれ

北陸中日 5 発言’１８ 世界どうなる 期待も不安も 石丸 秀幸 ５８ 富山県砺波市

 １６日　火曜日
北日本 2 友好議連台湾へ 湾クラブ総会準備視察

9 社説 えびす食中毒訴訟 安全意識の低さ露わに

18 仲間と集う 雄神小昭和２８年卒同級会（砺波市  大谷 隆）

20 加越線の歴史 冊子に 石動－庄川 ７２年に廃線  写真・資料で紹介

20 出初め式表彰名簿 砺波市消防出初め式表彰

21 こども園の活動紹介 砺波市教育大会

21 ソフトボールの基本学ぶ 砺波市ソフトボール協会

22 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市庄川小６年 谷井琥珀さん

26 かなざわ便り 北陸財務局（金沢市）理財課長 置田謙一さん 砺波市出身・５７歳

26 全国工業高製図コンクール 県内３人に最優秀特別賞

27 インフルエンザで１１校学年・学級閉鎖 県内

28 今冬一番の冷え込み 県内 砺波で氷点下９．６度

富山 3 県友好議連、台湾入り 増便要請や澎湖島を視察

19 地鳴り 啓翁桜を飾り気持ち明るく  西川良子 ６５歳（砺波市）

20 県内から３人最高賞 全国高校製図コンクール  小西（砺波工）さん

21 強盗に備え訓練 北國銀行砺波支店

22 砺波で教育大会 砺波市教育大会 １３日

26 県内１１小中で集団インフル 庄南小（砺波市）

北陸中日 15 目を潤す真冬の花畑 砺波、「新春の色」テーマに展示

読売 28 ６市長 観光客誘致へ合同で初の海外ＰＲ シンガポールで

29 インフル集団発生 県内の小中学校  １１校が学年・学級閉鎖

 １７日　水曜日
北日本 13 上野サイエンスの杜から⑩ 国立科学博物館長 林良博 イヌの多様な品種紹介

13 北日本俳壇の集い 特選  二俣れい子

14 県高校総体スキー 宮木（雄山）が男子Ｖ  女子は広瀬（雄山）制す

15 ソフトテニス 県インドア選手権 大会結果

15 ミニバスケットボール 県春季大会兼全国大会県予選 大会結果

18 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 開幕見頃へ開花調整 砺波チューリップ公園  遮光ネット パイプ枠設置

21 今春のチューリップフェアに向け 「花の大谷」協賛者募る

21 ハボタンで「戌」表現 県花総合センター季節展示

21 散居村マラソンは１１月１８日 「となみ庄川散居村縦断マラソン」今年で５回目

21 第６３回砺波市児童生徒書き初め大会 入賞者

26 アスベストやじん肺２８日から無料相談会 県内６カ所

27 県内インフル注意報 砺波厚生センター １３・１４人

富山 3 除雪費 県と１３市町村 予算超過に 補正、専決で対応  再び寒波が来たら…

4 女性起業支援受賞 金沢市長に報告 ジーアンドエス

15 地鳴り 穏やかな正月過ごす  小倉慶子  ７３歳（砺波市）

23 チューリップ開花調整 砺波 今年のフェアへ準備 遮光ネットの枠組み設置
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24 紅白ナンテン 湯に浮かべ 砺波・庄東センター

25 県高校総体スキー・距離フリー 女子広瀬連覇 男子宮木制す

26 インフル今季初注意報 県、予防徹底を呼び掛け

26 じん肺やアスベスト ２８日から無料相談会 県内６会場

北陸中日 16 石綿の健康不安 無料相談 ２８日から県内６会場で

読売 26 新春よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

朝日 24 館蔵品展 特集 林清納－祈りと悠久 砺波市高道の市美術館

 １８日　木曜日
北日本 11 特濃とやま紀行 威厳とサウンド共鳴 砺波で音楽イベント 酒蔵改修 集いの場に

14 県内美術館・博物館の催し（１/１８～１/２４） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館、ギャルリ・ミレー

14 花通信 県花総合センター

15 情報かわらばん となみ野

16 県高校総体スキー 第２日 大回転 石﨑（砺波）荒井（富山第一）Ｖ 大会結果

17 県中学スキー 第２日 女子大回転 小林（井口）連覇 大会結果

20 読者のひろば 啓翁桜でお見送り 砺波市 上野亮平（７５歳）

22 新年彩るシンビジウム 四季彩館で季節展示

23 昨年４月 庄川にオープン「ゆずの郷 やまぶき」 泉質・気軽さ人気です

23 行員が万一の対応確認 砺波署が北國銀行砺波支店で強盗対応訓練

富山 1 ４校 対象の方向 県立高校の後期再編 各学区１校

13 地鳴り ７人の子の絵本を選ぶ 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

22 がん情報冊子 好評 砺波図書館に新コーナー ５７種類集め、一部を配布

23 ロビー展 東昌子日本画展 北陸銀行砺波支店

23 ロビー展 庄川書道会新春書初展 富山銀行庄川支店

25 大回転 石﨑 荒井Ｖ 県高校総体スキー 大会結果

26 牧野さん最優秀賞 県の農業用水 標語・ポスター 入賞作品

北陸中日 19 友好のチューリップ育て 台湾児童に栽培セット

20 主な美術館・博物館の催し ギャルリ・ミレー、砺波市美術館、砺波市庄川美術館

 １９日　金曜日
北日本 5 富山銀新本店 ８階建て 高岡駅前東地区 来月に着工

14 県高校総体スキー最終日 男子は石﨑（砺波）頂点

15 県中学スキー最終日 男子回転 石井（平）が優勝

18 ロビー展 北陸銀行 本店アートギャラリー

18 仲間と集う ＥＬＳＴＡ東京第９期富山会（砺波市 花島栄）

21 砺波市 チューリップ花育活動 台湾児童に水栽培指導  県産球根輸出へ魅力ＰＲ

21 高齢者が運転見直す 砺波市シルバー人材センターの安全運転講習会

26 今季ナイター中止 となみ夢の平スキー場

富山 2 社説 庄川遊覧船の海外客  冬ならではの魅力を発信

3 産後ケア格差解消に努力 県民会議で知事  子育て支援施策 新年予算に反映

15 地鳴り 記憶の限り 最大の大雪  嶋村天馬  １４歳（砺波市）

22 シルバー人材が交通安全講習会 砺波

24 山吹、東般若決勝大会へ 第９回ロングラン親善ゲートボール大会第３日

25 県高校総体スキー 回転 石﨑 荒井 Ｖ  大回転と２冠

25 回転は石井、小林  リレー城端Ａ、平 第５５回県中学校スキー選手権最終日

28 砺波・夢の平スキー場 照明消え リフト一時停止  今季のナイター中止 １３日発生

北陸中日 16 預託商法ジャパンライフ倒産 ２２日に電話相談窓口開設

16 砺波シルバー人材会員らの運転点検 砺波市シルバー人材センターの交通安全体験講習会

読売 25 美術館・博物館情報 ギャルリ・ミレー 砺波市美術館 庄川美術館

26 公共情報 ネット公開広がる 行政の透明性高まる  新ビジネス創出期待

毎日 24 短信 砺波駅にぎわい市

 ２０日　土曜日
北日本 1 ４県立高を閉校 ２０年度移行 ３４校に再編

5 老舗のチカラ７４ 木村産業 子育て住環境を整備

15 「煌の会展」２４日から名古屋 藤森さん（砺波出身）ら新作発表

16 バスケットボール 会長杯県中学校大会 大会結果

16 ミニバスケットボール 県春季大会 大会結果

23 ２年連続全員合格 第２種電気工事士 砺波工高電気科３年
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23 甘くて新鮮 雪中野菜 安川営農組 キャベツ・ニンジン最盛期

23 県西部の魅力紹介 能作で観光説明会

24 最優秀に国際大付・石動 県高校新聞コンクール

25 萩原さん受賞 上市町に報告 女性起業家支援コンテスト

26 県西部の魅力発信 ６市の市長ら シンガポールでPR

26 農村の美写真とポスターで伝える 県民会館で作品展

27 ２校が２２、２３日学級閉鎖 インフルエンザ 庄川小１年

29 高校再編 閉校の４校 存続の願い届かず

富山 1 県立高 ２０年４月統合 県教育振興会議が報告書

3 統合の４高校 跡地利用「地元考慮を」 久和会長が口頭で念押し

17 地鳴り 「母ちゃん道」毎回楽しみに 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

27 第２種工事士に全員合格 砺波工高・電気科３年生 ２年連続「新たな伝統に」

27 移動スーパーに見守りステッカー 砺波署

29 標語とポスター入賞者たたえる 水の事故、ゴミ捨て防止

30 呉西の市長 海外でPR シンガポール ６市の旅行商品開発へ

30 旅行業者が県西部堪能 とやま観光推進機構

33 ４小中で集団インフル 庄川小

33 再編４高校 反対、落胆 「最悪なニュース」 「伝統を残して」

北陸中日 16 ８県立高校 ４校に統合 ２０年４月新校 振興会議が最終報告

17 呉西観光 市長らPR シンガポールの旅行会社訪問

17 電気科３年 全員合格再び 砺波工高 第２種電気工事士試験

17 丸円商店移動車両に見守り隊ステッカー 砺波署が交付

読売 29 「４高校２０年再編」知事に提出 教育振興会議

朝日 26 県立高再編 他校に統合 ２０年４月めど 振興会議報告書

毎日 26 ４校統合で最終案 県立高校再編

 ２１日　日曜日
北日本 1 南砺で１００キロマラソン 合掌造り集落 散居村 古い町並み 満喫

12 県体スキー 室田（成年男子Ａ）大回転Ｖ 大会結果

18 「インドの女」シリーズ紹介 砺波市美術館 林さん自選展開幕

18 酒造りに理解深める 砺波市の観光ボランティアグループ・となみ野ガイド

19 文化財防火デー前に訓練 非常時の対応確認 砺波民具展示室

19 見守り隊員にステッカー 移動スーパー・とくし丸

19 中学生が練習の成果競う バドミントン 高岡ケーブルテレビ杯第２７回高岡市ジュニアオープン大会 大会結果

19 バドミントン 砺波市ジュニア大会 大会結果

22 ４月に７０周年記念展 県日本画家連盟総会 新役員

24 子どもアート感性キラリ 富山県美術館「ＳＴＡＲＴ」展開幕

富山 6 地鳴り 除雪マナー守りたい 藤井昭通 ４５歳（砺波市）

6 地鳴り 雪国育ちでも雪道は侮れない 沖田千鶴子 ７７歳（砺波市）

6 地鳴り 地区の左義長 無事執り行う 黒田和也 ４０歳（砺波市）

20 国重文 農具、生活用品守れ 砺波で防火訓練

21 観光列車 もてなし向上 となみ野ガイドが研修会

21 お年寄り一服楽しむ 砺波・庄東センター

23 県高校新人大会 剣道 女子団体③高岡、砺波

23 第２７回高岡市ジュニアオープンバドミントン大会 女子１年複①出町

24 シンガポールで販路開拓 県西部市長ら ジェトロなど訪問

北陸中日 15 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

15 県中学総合選手権大会兼県中学校スキー選手権大会 大会結果

15 石川県ユーススキー選手権大会 大会結果

読売 27 集まり暖かさ共有 富山駅でイベント 駅ナカｄｅウォームシェア！

27 今季ナイター中止 となみ夢の平スキー場

 ２２日　月曜日
北日本 17 ミニバスケットボール 県春季大会 男子③砺波東部レッドストロングス

18 読者のひろば 参加したい奇祭 栃木県 豊田勝彦（３１歳）

19 男子 庄川優勝 女子は芳野Ｖ 北信越中学新人バレー

21 伝統料理で世代交流 えんなか会が「味わう会」

富山 3 平成のとやま 北陸道、６１台多重衝突事故（２００６年２月３日）
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7 地鳴り 被害著しい豪雪 経験したくない 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

7 地鳴り 家族のために休みも働く息子 佐野嘉江 ７２歳（砺波市）

16 竹スキー作り体験 砺波・頼成の森

17 伝統の味 学び交流 砺波 「えんなか会」

18 富山工、砺波工高 全国大会へ進出 ロボットアメフト

18 県高校新人大会 バレーボール 試合結果

18 県スポーツフェスタ・第７１回県体冬季競技スキー競技 大会結果

19 砺波地区少年野球 けがの予防学ぶ 南砺で研修会

北陸中日 12 冬の伝統料理 伝承を 砺波で「作って味わう会」

12 県高校新人大会バレーボール競技兼北信越高校新人大会バレーボール競技県予選会  試合結果

12 県高校剣道新人大会 大会結果

12 石川県ユーススキー選手権大会 大会結果

 ２３日　火曜日
北日本 19 自生の竹使いスキー板作り 頼成の森 家族で体験

20 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市庄川小６年 齊藤奏太君

25 小中高２３校で学年・学級閉鎖 インフルエンザ 砺波市庄川小２年（２３～２５日）

27 万感 晴れ舞台へ スノボ女子 広野あさみ  家族の支えに感謝

富山 15 地鳴り 福岡料金所廃止うれしく思う 柴田照子 ６８歳（砺波市）

25 ４月１日の新春大会など事業計画を報告 砺波市GG協会

27 子ども向けに献血体験 ３月、砺波で初開催 県が推進協議会

31 県内２３校で集団インフル 庄川小

北陸中日 5 発言’１８ 左義長を続け農耕文化守る 貝渕文夫 ６８ 富山県砺波市

 ２４日　水曜日
北日本 1 立山町長選 舟橋氏 無投票４選

1 きょう今季一番の寒気 県内 大雪や暴風に警戒

15 砺波市美術館 林清納展を見て 福光美術館長 片岸昭二  集大成 スケール体感

18 道路除雪の大変さ知る 機械の大きさ 総距離に驚き  立山釜ヶ渕小で県が教室

19 戦争体験聞き平和の尊さ実感 庄川中

19 素案に「報告会」明記 基本条例  来年４月施行目指す

20 地元産 給食おいしい 生産者招き交流 砺波

27 県内インフル 警報レベル 学級閉鎖  砺波市砺波東部小１年

27 東海北陸道 事故で通行止め ２３日午後１時４５分ごろ

富山 1 県内 激しい風雪 きょう大雪  休校や運休続く

2 北信越の食売り込む 金沢でＪＡ、ＪＦ商談会

3 モデルに６社・団体 県の「子宝モデル企業」 たち建設（砺波市）

4 富山県産材でウイスキー樽 若鶴酒造と島田木材

22 市議会基本条例で素案 砺波の全協、特別委が提示

23 生産者と一緒に味わう 給食週間  砺波・庄川小５年生２５人

24 戦争の悲惨さ考える 砺波・庄川中で講演会

26 経験生かして働く 立山町長選  舟橋さん、４選に重み

27 県がインフル警報 今季初めて、４年連続  １０校で閉鎖措置

28 けん引車２台県境準備万全 大雪備え北陸道  東海北陸道上り線一時通行止めに

北陸中日 17 おいしい給食 地域の味 砺波の小学、幼稚園  生産者を招き食事

読売 26 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

27 インフル警報基準越え 砺波 ２３．１４人

 ２５日　木曜日
北日本 1 県内極寒 大雪続く 富山で氷点下４度

14 県内美術館・博物館の催し（１／２５～１／３１） 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

15 情報かわらばん となみ野

23 市連合婦人会 市長と座談会 「防災訓練 より実践的に」

28 藤森さん（砺波出身）ら 気品ある絵画３０点 名古屋で「煌の会展」

29 県内インフルで７校学年・学級閉鎖 学級閉鎖  砺波市庄川小１年

富山 1 強烈な寒波 猛吹雪 県内、列車７９本運休  ５２校休校、打ち切り

15 コント 砺波・越中之助

19 富山文芸 １月賞 歌壇  小池光選 一位 源通ゆきみ  佳作 柴田照子  佐伯裕子選  佳作 山森和子
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25 砺波市長、連合婦人会に要請 女性防災士配置支援を  全地区に２人目指し

27 講演や討論で農村整備に理解 ２月に富山で交流会

30 県内７校で集団インフル 庄川小（砺波市）

北陸中日 18 議会基本条例素案砺波市議会が示す 報告・意見交換会盛る

18 科学の面白さ本で感じよう 砺波図書館にコーナー

19 防災訓練の充実に力 砺波市長が考え示す 市連合婦人会と座談会

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 30 スキー 県高校総合体育大会兼第６７回全国高校大会県予選

朝日 33 大雪・暴風 各地で混乱 交通乱れ、転倒事故相次ぐ

33 県アンサンブルコンテスト ２７・２８日 砺波で開催

 ２６日　金曜日
北日本 1 県内大雪 事故相次ぐ 水橋で列車と車衝突

22 仲間と集う 砺波高第６３回卒同窓会（砺波市 佐藤公彦）

23 ざっくばらん となみミュージカルキッズ７期生 堀田空初さん（砺波市・１５歳）

25 富山県をよくする会 中学生１９人１９団体表彰

31 砺波の民家でぼや 砺波市千代の木造２階建て民家から出火

富山 1 県内 厳寒続く 数年に一度の寒気 ９観測地点で氷点下

15 地鳴り 高校再編案 結論は重い 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

25 酒井さんが優勝 第３５回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

26 富山県をよくする会 中学生１９人１９団体たたえ 富山できょう表彰式

27 入浴客 年間目標超え 砺波・やまぶき きょうから無料券配布

28 チューリップ生産 二重苦 砺波 室温抑え生産調整

北陸中日 13 「花の大谷」協賛金募集 となみチューリップフェア 砺波市花と緑と文化の財団

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２７日　土曜日
北日本 17 東京五輪・パラ「文化プログラム」 盛り上がり欠く県内  参加は高岡市のみ

22・23 ２０１７年度北日本新聞スポーツ記録賞 １０５人が標準記録突破 きょう表彰

27 全面広告 ２０１８年うれしい１年生のつどい 砺波会場

30 除雪費７０００万円追加 市が専決処分

31 空手少年少女がレスラーと交流 来月プロレス大会ＰＲ

31 児童が散居村の歴史学ぶ 「砺波カイニョ倶楽部」が砺波市砺波東部小学校で

31 お茶わんありがとう 「北部こども園」 抹茶茶わんの受け渡し式

35 火元はファンヒーターか ２５日夜 砺波市千代のぼや

富山 1 県内９地点で真冬日 水道管の破裂続発

1 砺波、魚津市が除雪費専決処分 除雪費７千万円

2 富山、岐阜の食を発信 日本橋とやま館でフェア

15 地鳴り 今の猫も前の猫も愛する  嶋村天馬  １４歳（砺波市）

18 ２月イベント一覧 １１日  第２７回太田地区球技大会 ほか

18 イベント 第３２回春を呼ぶチューリップ展

19 スポーツ 第４回はばたけ小学生バレーボール大会

30 自分で作った茶わんに笑顔 砺波・北部こども園

31 屋敷林や散居村学ぶ 砺波東部小３年生

31 農業経営考える 砺波で講演会

33 滑川高薬業科最優秀賞に ミラコン 奨励賞  砺波工電子科「ＴＯＫＯ ＴＯＫＯ」

35 事件・事故 砺波で民家の床燃える

北陸中日 18 富山、岐阜の食ＰＲ 東京でフェア ６次産業製品販売

19 「もうかる農業」考える 砺波 担い手育成協など講演会

19 砺波の新体育館１０月にオープン 利用料金も改定

毎日 26 文化サロン 短歌  綺羅短歌の会１月歌会作品

 ２８日　日曜日
北日本 3 富山米新時代 ３０ 第６部　種もみを守れ１　産地　日本のコメを下支え

15 北日本文芸　歌壇 入賞作品

15 北日本文芸　俳壇 入賞作品

23 自由な感性の４０８点 市内小学２年生作品展

23 利用客ら音楽演奏楽しむ 砺波駅前でにぎわい市

23 市山さんに允許状 囲碁　となみ野本因坊

23 「儲かる農業」テーマに講演 砺波市新春農業講演会が市文化会館で開催
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23 となみミュージカルキッズ　 ３月３、４日市文化会館 「ニュースペーパー」公演

23 北海道でフェアPR ２０１８となみチューリップフェアをPR

28 １０５人の活躍たたえる 北日本新聞スポーツ記録賞　世界へ飛躍を

29 圧雪でこぼこ渋滞続く 県内　神通大橋　一時通行止め

富山 9 地鳴り 穏やかな日　続いてほしい　山田敏江　７５歳（砺波市）

9 コント 砺波・たぬき

22 三重奏で砺波盛り上げ 東京のグループ　にぎわい市で披露

23 中部日本選抜小学生バレー １６強

23 稽古の成果披露 砺波で筝曲・三絃初弾会

23 味噌の仕込み方学ぶ となみ散居村ミュージアム　ミズカミが企画

25 正しい練習法学ぶ 砺波で少年野球講習会

北陸中日 5 発言’１８ 雪の庄川峡を紙上で楽しむ 折橋和子 ７９ 富山県高岡市

16 ジブリ曲や童謡　砺波駅で三重奏 地元出身藤井さんら

17 北信越高校新人バスケットボール選手権大会 大会結果

27 砺波・南砺　買い物弱者支える 移動スーパー山道快走

 ２９日　月曜日
北日本 3 富山米新時代 ３１ 第６部種もみを守れ２ 歴史  産地発展に先人の功

15 山本（城端）・上嶋（庄西）Ｖ スキー東海北陸中学大会

15 スキーＯＨＹＡＭＡスポーツクラブジュニア大会 大会結果

18 軽やかな動きで攻防 県シニアビーチボール大会

23 野球指導に科学の視点 砺波市野球連盟の講習会

23 空手の動きで体幹強化 高岡ジュニアレスリングクラブ 堀田師範から学ぶ

23 無添加みそ手作り 市内外１１８人参加

27 会長に本田さん 県太鼓協会  新会長 本田勝也さん（４５）砺波市

27 河合さん８代名人に ８年ぶり誕生  河合大地さん（２６）砺波市 越中いさみ太鼓保存会

28 新春ことほぐ一服 砺波 北日本となみ野茶会  正月飾りしつらえ

31 本会議での一問一答形式 追及のツール生かし切れず

富山 2 かるたで３世代交流 砺波・高波公民館

3 平成のとやま 「富山から世界」夢実現 ダイチスケート部 存続危機乗り越え

7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

19 「体幹チューニング」指導 砺波で京谷さんが教室

21 中部日本小学生バレー 新庄北が初優勝 

21 山本、上嶋に栄冠 スキー・東海北陸中学生大会最終日

北陸中日 13 北信越高校新人バスケットボール選手権大会 大会結果

13 呉西連携 防災を考える 高岡で講演会  ６市の関係者参加

13 東海北陸中学スキー 県勢選手は男女５人Ｖ

朝日 29 １１団体が北陸大会へ 県アンサンブルコン  中学校、職場・一般部門

 ３０日　火曜日
北日本 3 富山米新時代 ３２ 第６部種もみを守れ３ 品質管理 異品種の混入許さず

15 エアロビック ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全国選手権 ユース２男子シングル④平啓吾（般若中２年）

15 卓球 県シニアラージボール大会 大会結果

16 仲間と集う トゥエンティの会（砺波市 朝倉良子）

18 砺波産チューリップ 東京の電車でＰＲ

19 ますずし＋昆布 味に深み 福野のマックス加工 開発  来月初旬 道の駅で販売

19 課題解決型事業を推進 市商工業振興委  第２次計画案を提出

19 砺波市への移住者 本年度は最多１７人 移住定住特別委 見通し

19 ひき逃げ事故 情報を ２０１３年 砺波市荒高屋で発生した死亡ひき逃げ事件から５年

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年 伊東拓海君、石黒有由さん

27 県内きょうも雪 砺波３１㌢

富山 15 地鳴り あと８年で免許は返納  犀川寮明  ７０歳（砺波市）

19 文芸喫茶 となみ野川柳会１２月句会

21 県西部わがまちここが自慢 砺波市

24 献血の大切さ訴え 高岡でポスター巡回展

24 事業承継の支援推進 砺波市商工業振興計画

26 昆布締め×ますずし 富山の名産コラボ 南砺の平ら寿し商品化

26 首都圏のＪＲ７路線 砺波のチューリップ 女性車両に中づり広告
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30 ひき逃げから５年情報提供呼び掛け 砺波の国道１５６号

31 地下水の減少深刻化 融雪装置の水源  使用増、安全水位下回る

北陸中日 14 屋敷林の苗木を市民に無料配布 砺波市が３月２３、２４日

14 中小零細企業の後継者育成注力 砺波市新商工振興案

15 死亡ひき逃げ、１５６号で検問 発生５年、砺波署チラシ配布

読売 27 砺波ひき逃げ５年 情報提供呼びかけ 砺波市荒高屋の国道１５６号で起きた死亡ひき逃げ事件

毎日 26 短信 砺波・わらべうたであそぼう～親子で楽しむわらべうた講座～

 ３１日　水曜日
北日本 13 とやま文芸散歩 八田幸子

18 防災力向上へ意識高める とやま呉西圏域講演会

19 創業の心構え・知識学ぶ 「となみ創業講座」

19 ６部門に１３０人出品 となみ野美術展 ６月１６日開幕

19 全中スキー活躍誓う 庄西中の上嶋さん

24 高齢者叙勲１月の受章者 瑞宝双光章  元中学校長 塚田金吾さん（８８）

25 新制度移行の国保納付金 県全体で０．３％増

富山 4 経済人これから 思い切って捨てる 北陸コカ・コーラボトリング 稲垣晴彦社長

17 地鳴り 「謙信襲来」を楽しみに読む  中村則夫 ６０歳（砺波市）

31 全中女子大回転 上嶋さん健闘誓う 砺波市長を訪問

34 国保納付金 １２市町村で増 県が算定額決定 緩和措置で０．７％に抑制

34 南砺八魂一如 ２９ 第１章はぐくみの大地 革新者④ 松本八治さん

35 氷見５００世帯 水道障害 凍結で断水、出にくく  山あい１３地区 各自治体に連日相談

北陸中日 17 砺波 首都圏に売り込め 中づり広告など展開

17 全中スキー 健闘誓う 砺波の上嶋さん、市長訪問

読売 23 はてな？ 砺波市・伊藤満里子 ７１、土江田玲子（砺波市）

朝日 25 全市町村で除雪費不足 計２３億８０００万円追加計上  県も補正の可能性

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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