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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　　１日　金曜日
北日本 9 ２０１６県内選挙展望 砺波市長　夏野氏再選の意欲にじむ

36 年越しそば手打ちに挑戦 砺波・夢の平コスモス荘親子ら３０人参加

52 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　佳作　砺波市　源通ゆきみ

81 〃 詩　地　砺波市　蓮井信吉

85 新年小学生作品コンクール 詩     入賞・入選者

85 〃 詩     金賞  砺波東部小6年  山下まお

86 〃 作文　入賞・入選者

87 〃 作文　金賞　砺波南部小４年　窪田悠杜

富山 27 イベントカレンダー ８月　富山新聞となみ野花火大会（砺波市の庄川河川敷）

45 地鳴り 家族みんなが健康に成長　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

富山第４部 1～5 呉西プロジェクト 未来へ種をまく　６市長人口減社会に挑む

　　２日　土曜日
新聞休刊日

　　３日　日曜日
北日本 41 県内元旦マラソン 福野　城端

42 地区発展願う 砺波・出町賀詞交歓会

43 傷害容疑で会社員の男逮捕 砺波署

45 福求め熱気　 県内初売り

富山 26 １６０人、新年祝福 砺波・出町

30 冬の農作物期待大きく 稲作施設でアスパラ　県園芸研究所農閑期の収入に

31 事件・事故 傷害容疑で男逮捕

31 地鳴り 冬に晴れると思い出す話　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

32 県内初売り様変わり 集客合戦年始から過熱

北陸中日 5 テーマ特集　一年の計　② 「日々是好日」目標の実践を　上野亮平　７３　富山県砺波市

17 アウトレットなど初売りに人、人、人 イオンモールとなみも

20 新春文芸 歌壇　岩田記未子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

20 〃 俳壇　井村和子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

20 〃 俳壇　松本松魚選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

　　４日　月曜日
北日本 13 県内チューリップ球根栽培１００年へ 未来に花咲かそう

33 気持ち新たに書き初め 砺波　砺波市児童ク連が大会

33 精進誓い稽古 砺波　県柔道連盟砺波支部

33 ２５０人竹刀打ち込む 砺波剣友会

33 ロビー展 県信用組合出町支店

36 北日本新聞新春色紙展本社できょう開幕 梶田さんら著名人出品

富山 21 知遠書法篆刻研究会砺波で新年会 「一生懸命努力を」

21 上達を願って書き初め 砺波で児童クラブ連合会

22 精進誓って稽古始め ２５０人が打ち込み　砺波剣友会

25 地鳴り こうじの味もおいしく感じ　角栄一　６４歳（砺波市）

25 月曜川柳 佐野繁男（砺波）

北陸中日 14 新年決意込め書き初め大会 砺波市児童ク連

　　５日　火曜日
北日本 23 警察署長感謝状 砺波署

28 新年の思い伝わる１２３点 本社新春色紙展始まる

富山 17 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会１２月例会

20 警察署 協力に感謝 砺波署

21 各自治体で執務始め式 砺波市

25 地鳴り １０年ぶりのタイ旅行　河合泰　８２歳（砺波市）

　 25 〃　　イラスト 深澤洋子（砺波市）
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27 県内の地酒造り 社員杜氏が新風　ブランド開発、営業兼務

読売 32 バスケットボール　第３２回全日本クラブ選手権県予選 男子準決勝 ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞｱｰｽﾞ97-48砺波ク

　　６日　水曜日
北日本 1 消防団応援の店拡大 高岡で開始８市町も検討

10 事業の仕上げの年に 夏野修砺波市長

富山 3 フェア来場増やす 夏野砺波市長

18 県内各消防昨年まとめ 砺波地域　火災の死者と負傷者増える

19 砺波にアート 県花総合センター、イオンモールとなみ

19 書き初め大会入賞作決まる 砺波市児童クラブ連

読売 35 今年の選挙 砺波市

朝日 29 夏に参院秋は知事選 今年の選挙 魚津・南砺・砺波市長選も

　　７日　木曜日
北日本 21 チューリップ用農具充実 砺波民具展示室 四季彩館から移設

21 新年度予算230億円超に 砺波　夏野市長 認定こども園整備重点

21 球根ネット栽培周辺機器も支援 市農業委員会「市長と語る会」

21 チューリップフェア ＨＰがスマホ対応に

25 県西部の魅力堪能 来月モニターツアー

26 砺波ＩＣ近くにホテル 潤観光開発 新幹線開業で需要拡大

26 縁結びキャラご対面 庄川 きょう「厄払い鯉の放流」

富山 3 除雪出動 ３市町村ゼロ 県は12日間 昨冬の3分の1

25 書道教室の生徒が力作 富山銀砺波チューリップ支店

25 個性豊かな650人の書 砺波市児童ク連書き初め展

25 新年度一般会計230億円超に増加　定例会見 砺波ＩＣ隣ホテル計画

25 女性農業委員、登用前向き 語る会で夏野市長

26 球根栽培農具を移設 砺波・チューリップ四季彩館

26 フェアのサイト一新 13日からオープン  チューリップ四季彩館

26 砺波 こいっぴ　安城 ぷくっち 鯉恋の宮で再会

29 地鳴り 「笑月」であることが何より　藤井　昭通　43歳（砺波市）

29 〃 車庫に居候の猫に「ミーコ」　小倉　慶子 71歳（砺波市）

30 チューリップ成長抑制へ　フェアに向け砺波の財団 暖冬　県内影響続々

北陸中日 17 チューリップ 砺波の宝 球根栽培支えた農具展示

17 「フェア」ＰＲ充実ネットサイト開設 13日に四季彩館

読売 29 とやまの力　６ 宮島　徹也 選手 27　パラリンピック・車いすバスケ　

毎日 22 第64回独立書展 東京・国立新美術館

　　８日　金曜日
北日本 25 仲間と集う 旧油田小昭和33年卒同級会　　　　（砺波市　橋本　巌）

29 暖冬で開花調整前倒し となみチューリップフェア

29 ハボタンでさるの絵と字を愛らしく 砺波 県花総合センター

29 地域経済の飛躍誓う 砺波商議所 新春賀詞交歓会に130人

29 大売り出しの当選番号決まる 砺波 市商店街連盟

32 第64回独立書展 滝山さん（射水）が独立書展特選

32 県内5市町村で始業式 さあ3学期 頑張るぞ

32 児童生徒4300人参加 砺波 第61回砺波市児童生徒書き初め大会

33 大麻所持容疑で県西部の19歳逮捕 砺波署

35 コイに厄託し放流 庄川金屋

富山 21 砺波・出町小通学路見守り隊 文科相表彰、児童が祝福

21 砺波商工会議所が初新春賀詞交換会 砺波市の同会議所で

22 コイに酒、幸せ願う 砺波・庄川で奇祭

24 チューリップ 遮光ネット設置へ準備 砺波 暖冬、フェアに向け調整

24 地鳴り 思いやりの心がうれしく　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

24 〃 彼女を思いカラオケ練習  中 幸子  82歳（射水市）

27 大麻所持容疑で県西部の少年逮捕 砺波署

北陸中日 17 遮光ネット早めの設置 砺波チューリップ公園 開花調節準備

読売 22 コイがほろ酔い 厄払い 砺波・庄川で

朝日 31 コイに酒飲ませ厄払い 砺波で奇祭 庄川に放流
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日本経済 31 砺波-富山空港 月末に運行終了 加越能バス

　　９日　土曜日
北日本 26 読者のひろば 変な言葉の使い方　　　砺波市　浅谷　康夫（無職　78歳）

29 チューリップ踊り衣装費助成を検討 砺波　市花と緑と文化の財団

33 薬師温泉庄永閣 破産手続き決定 負債総額11億9500万円

35 女装し下着盗んだ疑い 氷見署　砺波税務署員を逮捕

富山 20 「左義長の唄」伝承の声響く 砺波南部小校区　児童と園児、あす披露

20 １１０番の正しい利用を 砺波・太田幼稚園児が呼び掛け

21 新蔵一座が新春公演 砺波・庄東センター

21 開館時間の延長検討 新砺波図書館で夏野市長

23 初誕生 源通　彩矢ちゃん　　砺波市豊町

25 地鳴り 野菜中心の食生活に　　　犀川　寮明　67歳（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

26 庄川「庄永閣」が倒産 今年度最高、負債11億9500万円

27 砺波税務署職員を逮捕 氷見署　女装し下着盗んだ疑い

北陸中日 16 中日ボランティア賞おはなしポケット 砺波市長らに報告

17 １１０番 正しくかけてね 園児がチラシ配り　砺波

17 児童と園児300人 左義長の唄練習 砺波南部小

31 女装し下着窃盗容疑 砺波税務署職員逮捕 氷見署

読売 33 マイナンバー未交付１万3200通 砺波市2.2％（366通）

33 女性下着盗んだ疑い 62歳 税務署職員逮捕

朝日 26 リオへ羽ばたけ　富山・石川のアスリート　７ 車いすバスケ　宮島　徹也選手（27）

26 下着窃盗の疑い 税務署員を逮捕 氷見署

　１０日　日曜日
北日本 20 １１期生６４人に指定証 県体協・未来のアスリート

20 バスケットボール　県高校新人選手権 大会結果

22 読者のひろば 年重ねが始まった　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

23 光岡さん最高賞に 富山　二科会写真部富山支部展

24 展望２０１６市町村長に聞く 夏野修砺波市長　子育て支援で地方創生

25 出初め式威勢良く 砺波　裸放水を披露

25 新春の一服味わう 砺波　砺波茶悠会

25 古代文字参考に多彩な「申」色紙 砺波　本社砺波支社で瑞穂書会

富山 21 出初め式防火決意 砺波市

21 寒稽古の成果発揮 砺波・新春剣道大会

25 地鳴り 問題山積み人口減少も　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

27 ほたるいか 砺波市出町児童センター

北陸中日 19 全国中学選抜卓球大会県予選会 大会結果

読売 30 病院の実力　～富山編９５ 脳卒中　

　１１日　月曜日
北日本 5 社説 アズマダチ耐震化

7 とやま文芸散歩 南　芳子（砺波市在住）

19 節度ある行動を　 砺波市成人式

28 大声で式妨害 高岡・砺波

29 砺波で85歳男性はねられ死亡 砺波市苗加の県道で

富山 15 地元貢献にまい進 砺波市

19 第63回県高校新人バスケットボール選手権 県西部体育センター

23 成人式で騒動 砺波では最前列で奇声

23 砺波で85歳男性はねられ死亡 同市鷹栖、無職河合秀雄さん

北陸中央 15 新成人 将来にもの申す 増税の悪影響心配　消費税率を下げて

27 砺波で85歳男性はねられて死亡 砺波市鷹栖、無職河合秀雄さん

読売 29 冬でもウォーキングを 県　商店街や屋内コース紹介

29 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　１２日　火曜日
北日本 1 マイナンバー個人カード 国・自治体は利点強調

17 商工３団体と連携目指す 砺波　ＪＣが事業計画
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17 新成人の門出祝う 手をつなぐ育成会となみ

17 新春初ざらい会 民謡華やかに 藤本わかば会

17 火災の死者３人増 砺波地域消防組合

富山 17 ９月にとなみ野フェス となみＪＣ若手３団体と連携強化

17 となみ地域連合会 新成人を祝福 手をつなぐ育成会

20 砺波・若鶴酒造 大正蔵がグラス導入 高岡漆器でうまい酒

21 地鳴り 地のブリを早く食べたい　　石川　祐恵　68歳（砺波市）

北陸中日 17 大正蔵での酒試飲 高岡漆器でいかが 若鶴酒造が導入

　１３日　水曜日
北日本 1 注目のニュース 砺波の平野部で初積雪

7 社説 成人式　「大人」になることとは

18 仲間と集う となみ散居村宿泊体験学習会（砺波市　松村優）

20 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 入賞者一覧

20 砺波市消防出初め式表彰 表彰者一覧

21 お小遣い役立ててね 砺波　出町青葉幼稚園児砺波善銀に預託

21 チューリップなど１３品種一堂に紹介 砺波　四季彩館

21 老後資金の準備学ぶ 砺波　３販売店がマネー講座

29 砺波平野部で初積雪 １９日まで県内冬型

富山 1 雪踏み締め 砺波で９㌢

2 ８小で１５日から県の「雪教室」 １月２８日　砺波出町小

21 新春の夢で季節展示 砺波・四季彩館

21 手伝いのお小遣い砺波善意銀に寄付 出町青葉幼稚園児

23 １１月２０日散居村縦断マラソン 砺波

25 県高校総体スキー開幕 距離フリー

27 地鳴り 希望と夢抱き健康で明るく　犀川寮明　６８歳（砺波市）

読売 30 羅漢さまに白帽子 県内で降雪

　１４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

15 情報かわらばん となみ野

18 男子回転 和田（砺波工）Ｖ 県高校スキー 第２日

18 県中学スキー第２日 アルペン

23 ネット栽培機械玩具でミニ模型 県花卉球根農協 新技術紹介に活用

23 新春の一服を堪能 砺波　砺波市福祉センター麦秋苑

23 なんと版画年賀状展・小学生以下 南砺

23 優良従業員２１人表彰 砺波　庄川町商工会

富山 26 絵付けで親しむ 庄川挽物木地　砺波・出町小４年

27 砺波市福祉センター麦秋苑 初釜一服を堪能　リンゴ風呂ぽかぽか

27 優良従業員を表彰 砺波・庄川

28 なんと版画年賀状公募展 大賞に松原君（富山市中央小４）

28 百歳体操１００団体に 砺波市目指す １９年度までに健康増進に効果

29 県高校総体スキー 回転

北陸中日 15 大賞に藪内さん（金沢）ら なんと版画年賀状公募展

18 砺波地域消防火災出動２６件 昨年一年間に砺波、小矢部、南砺の三市で起きた火災と救急出動

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 新春気分ウキウキ 砺波市高道の県花総合センター

　１５日　金曜日
北日本 1 富山市やっと初積雪 観測史上最も遅く

12 県中学校スキー　最終日 アルペン

12 県高校総体スキー　最終日 アルペン　学校対抗

22 庄川挽物木地に親しむ 砺波　

23 古くなった神棚に感謝 砺波　神具店で焼納祭

24 とやま元気っ子 となみＲＧクラブ　基礎トレ重視演技美しく

29 砺波で女性はねられ重傷 砺波市中神の県道で

30 列車・バス増発 １６、１７日の大学入試センター試験に合わせ

31 待望の冷え込み来た 県内特産品関係者　和紙や寒餅作り「一安心」
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富山 21 版画など１５２点 砺波市美術館蔵品展

23 2015年度県高校総体スキー競技会兼第65回全国高校大会県予選最終日 大回転　学校対抗

23 全国都道府県対抗駅伝 女子１７日 男子２４日号砲

24 １８歳選挙権砺波高で授業 県選管

25 事件・事故 砺波で女性はねられ重傷

25 地鳴り インパクト感じる人物  犀川寮明　６８歳（砺波市）

北陸中日 17 投票の大切さ呼び掛け 県選管、砺波高で出前授業

朝日 28 ウイークエンドとやま 募集　頼成の森冬のイベント

　１６日　土曜日
北日本 7 新高岡駅から北陸新幹線に乗ろう！ 夏野修砺波市長　「べるもんた」で「ベルエポック」に

12 富山トヨタ 第６回エコ・チャレンジ応援プロジェクト 鷹栖小学校（砺波市）　

22 わが家のアイドル 竹内悠翔（たけうち　ゆうと）ちゃん　１歳２ケ月　砺波市豊町

24 第６１回砺波市児童生徒書き初め大会 小学生　中学生

24 文部科学省後援第３７０回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

25 新成人４６６人交通安全誓う　署名簿提出 砺波

30 県高校新聞コンクール 魚津・国際大付・石動が優秀賞

31 アクロス自動車学校閉校 砺波　少子化で受講生減

富山 2 ドクターヘリ自動通報 訓練で初活用 砺波、傷病情報を送信

21 自分の運転技能見直す 砺波市シルバー人材センター

21 交通安全署名簿新成人が提出 砺波

21 紅白のナンテン風呂 砺波市安川の市社会福祉庄東センター

23 回転 石﨑、朴木　大回転 山田、佐伯 第５３回県中学校スキー選手権第２日、最終日

23 初誕生 折橋楓花（おりはし　ふうか）ちゃん　砺波市永福町

25 地鳴り 富が山のように確かにその通り　小倉慶子　７１歳（砺波市）

北陸中日 16 ドクターヘリ瞬時に要請 砺波・運用訓練

17 交通安全 老いも若きも 砺波の新成人誓い

17 〃 高齢者 砺波で講習、確認

　１７日　日曜日
北日本 16 大学入試センター試験主な問題と正解　第１日 地理Ｂ　第３問　問４　砺波平野の散村を撮影したもの

21 柔道　全国高校柔道選手権県大会 １６日、県営富山武道館

22 県体スキー 橋本（成年男子Ａ）大回転初Ｖ

22 男女８６チーム熱戦 県春季ミニバスケ開幕

27 県砺波青少年自然の家親子プログラム うどん作り絆も太く　子どもの成長実感

27 伝統のミニ左義長に備え 砺波　太田地区の子どもたち

27 古布使った婦人服展示 砺波　ギャラリーみかん堂で

27 教育充実へ決意新た 砺波　市教育大会

27 ざっくばらん 富山グラウジーズスタッフ　長森武憲さん（砺波市・２１歳）

33 県産チューリップ台湾で開花 県花卉球根農協 球根を低温処理

34 砺波平野 地理Ｂで出題 写真付き　説明文の正誤問う

富山 34 茶と菓子振る舞う 砺波・庄東センター

34 うどん作りで親子の絆深め 砺波青少年の家

35 左義長の炎に祈り 砺波・太田地区

35 ３団体１４人を表彰 砺波市教育大会　活動充実へ誓い

36 氷見フットサル・６年の部 小杉 鷹栖 立山 伏木 埜村 ウインズ 氷見ｊｒ決勝Ｔへ

37 小杉アベックⅤ 県高校新人大会・第３８回全国高校柔道選手権県大会第１日

37 富山北部が全国切符 第６２回県高校剣道新人大会第１日

37 県高校新人大会バレーボール競技兼第１６回北信越高校新人バレーボール大会県予選会第１日 １６日・砺波市の県西部体育センターほか

37 大回転、距離で熱戦 第６９回県体冬季スキー競技・第７１回冬季国体ＧＳＬ競技県選考会・中部日本大会県選考会

37 第３９回県春季ミニバスケットボール大会第１日 大会結果

北陸中日 14 目的の絵札見つけ〝ハイ〟 砺波でかるた大会

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 スラローム　大回転　学校対抗

15 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 １６日・県西部体育センターほか

15 県高校新人大会柔道競技兼全国高校柔道選手権県大会 １６日・県営富山武道館

　１８日　月曜日
北日本 18 バスケットボール　会長杯県中学校大会 大会結果
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18 バスケットボール　第３９回県春季大会兼第４７回全国大会予選 大会結果

18 柔道　全国高校選手権県大会 大会結果

23 「１４歳の挑戦」貴重な体験 砺波　庄西中１６５人が授業参観で発表

23 玉ねぎ茶は「琥珀の宝」 砺波　瀬尾学園総合カレッジＳＥＯ 募集した名称決定

23 高齢ドライバーが講習会 砺波  砺波市シルバー人材センターの会員を対象に

富山 25 ６年ウインズ小杉　５年高岡西部優勝 氷見フットサル大会２０１６・５、６年生の部最終日

25 第３９回県春季ミニバスケットボール大会第２日 大会結果

27 出村、松田無差別級Ⅴ 県高校新人大会・第３８回全国高校柔道選手権県大会最終日

27 富山工２連覇 第６２回県高校剣道新人大会最終日

27 県高校新人大会バレーボール兼第１６回北信越高校新人大会県予選第２日 大会結果

　１９日　火曜日
北日本 16 読者のひろば ２日間の枝打ち　砺波市　島田栄（農業　６７歳）

18 手作りの服など募集 砺波　ギャラリーみかん堂

19 国内作家の版画など１５２点 砺波　市美術館で館蔵品展

19 １１月に散居村マラソン 砺波　問い合わせは実行委員会事務局砺波市体育協会

19 フォトコンテスト作品募集 城端・氷見線の魅力を知って

富山 23 砺波・庄川水記念公園 愛らしいこいっぴ わら帽子姿

23 働く喜び、厳しさ記す 砺波・１４歳の挑戦 報告書が完成

23 砺波から台湾提供チューリップ咲く 早咲きの桃太郎やライトピンクプリンセスなど

　２０日　水曜日
北日本 1 暖冬一転県内暴風雪 富山・高岡２３㌢　停電や交通機関乱れ

16 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）

19 四季彩館リニューアル記念 砺波　３月「春を呼ぶチューリップ展」

26 マイナンバー 富山・砺波 後日郵送

富山 1 強い風雪県内大荒れ 積雪量、富山市で２１㌢

23 砺波こだわりカフェ開店 旬の食材で菓子創作

23 ロウバイ早くも見頃 砺波・県花総合センター　黄色い花咲く

24 後発薬使用増える 砺波総合病院

25 全国高校スキー男女３０選手挑む 県選手団を発表

26 個人番号カード 富山、砺波、氷見市 システムに障害

27 地鳴り 中央植物園でカトレア展見学　別所武　７６歳（砺波市）

27 〃 腰と膝に効く温泉に先輩と　犀川寮明　６８歳（砺波市）

29 ２高校生に傷害認める 地裁高岡支部　少年グループトラブル

北陸中日 1 県内まとまった雪 スリップ事故や交通に乱れ

5 テーマ特集　サル　上 丙申の今年は社会に変化か　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

16 越中春秋 寒波到来

読売 31 起訴事実認める 公判は次回の２月２６日に結審する見通し

朝日 24 寒気流れ込み大雪 空の便乱れ、落雷停電も

24 １１０・１１９ 集団暴行事件で２被告が起訴内容認める

　２１日　木曜日
北日本 1 めぐるチカラ　１０ 第１章　海渡る水車　⑤　トップランナー

2 猪谷楡原道路を促進 補正予算直轄事業　県内分８７億９２００万円

13 県立近代美術館 ２３日から「ＢＡＮＧ－ＢＡＮＧ」　子どもたち対象の美術展

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

15 情報かわらばん となみ野

18 わが家のアイドル 田邉優真（たなべ　ゆうま）ちゃん　１歳　砺波市野村島

20 ロビー展 砺波市社会福祉庄東センター

21 ３０日に図書館サポーター講座 砺波　砺波東部小学校で

28 寒さ本番除雪に汗 県内

富山 3 県関係１０９億６５００万円 北陸整備局今年度補正

27 となみチューリップフェア企画 協賛金お礼に招待券と球根

28 ＪＡとなみ野 全国一の産地出荷最盛期 種もみ４２品種、２６００㌧県内外へ

30 あす開業へ準備 となみ夢の平スキー場

北陸中日 22 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 29 富山と高岡で積雪２９㌢ 砺波＝９㌢
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　２２日　金曜日
北日本 1 県人口減少加速106万6883人 15年国勢調査速報

19 仲間と集う 砺波市グラウンド・ゴルフ協会役員親睦交流会　　（砺波市　堂島幹雄）

19 〃 鷹栖小昭和24年度卒同級会　　（大阪市　宮北三郎）

20 〃 砺波市グラウンド・ゴルフ協会　　（砺波市　川嶋陸司）

23 浦君・石村さん活躍誓う 砺波　全国中学校スキー大会

23 手作り茶わん届いたよ 砺波　北部こども園

富山　 1 県人口106万6883人 国勢調査速報 減少率が過去最大2.4％

18 生活文化　市場便り 花　砺波チューリップ増

21 思い出、モザイク壁画に 砺波・出町小５年が制作

21 自作の茶わん「すてき」 砺波・北部こども園 園児36人受け取る

21 ロビー展 いとまき教室パッチワーク　北陸銀行庄川支店

21 〃 下保昭さんと宮嶋蒼芳さんのリトグラフ・書作品展　北陸銀行石動支店

23 農業発展へ研修 砺波振興センター

23 新年度事業決める 両砺波建築組合連絡協

25 全中スキーで活躍 浦君、石村さん誓う 砺波市役所を訪問

25 決勝進出　東般若Ｂ、高瀬ク 第７回ロングラン親善ゲートボール大会第３日

27 地鳴り コント　（砺波・越中之助）

北陸中日 17 目指せ 適正農業管理 砺波、南砺の農家ら　先進事例を視察

17 県人口　2.4％減少 昨年国勢調査速報　増加、舟橋村のみ

読売 28 台湾の建物模型 彩る 砺波でチューリップ企画展

29 医師不足　確保へ奔走 人口10万人当たりの医師の人数　砺波医療圏202.0

　２３日　土曜日
北日本 3 総合カレッジＳＥＯ技能教育施設に指定 県教委

21 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子、安念智栄子

27 タブノキさようなら 砺波旧出町小跡再開発で２８日伐採

27 大門素麺幻の味 砺波　農家レストラン大門

27 上保さんの１００歳祝う 砺波　砺波市宮丸の上保幸さん

27 同窓会開催に補助 砺波　市検討 若者のＵターン推進

29 最優秀賞に滑川高薬業科 富山でミラコン

33 ゲレンデにようやく歓声 県内スキー場営業本格化

富山 23 国勢調査で砺波市長人口「氷見上回った」 同窓会補助の意向　砺波市地区自治振興会協議会の「市長と語る会」

23 百歳（２２日） 上保幸さん　砺波市宮丸

26 書き初め力作４３点 子供書道教室の展示会

27 砺波のレストラン 大門素麺を半生麺に

27 待望の雪滑り満喫 砺波　夢の平スキー場

27 来月、ドラゴンゲートプロレス 砺波　選手が子どもと交流

28 砺波・出町小旧校舎のタブノキ ６０年の思いで受け継ぐ

29 地鳴り 食生活見直し運動不足を解消　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 19 富山で新酒とイケ麺を 砺波・農家レストラン　１日１５食、半生の大門素麺

読売 31 新春よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

　 33 県教委「対応を検討」 教科書社会の謝礼問題

　２４日　日曜日
北日本 22 きょう都道府県対抗男子駅伝 県勢躍進狙う

22 シャトル追い中学生が熱戦 高岡ジュニアオープン

22 ミニバスケットボール　 県春季大会兼全国大会予選

27 阿弥陀如来立像素早く運び出し 砺波　常福寺

31 自由な感性で富山描く 県民会館美術館 一線作家の５３点紹介

32 委員長に温井さん（富山） 県日本画家連盟

34 砺波・城端線踏切で男性はねられ死亡 列車２本運休

富山 25 文化財火から守る 砺波・常福寺

26 庄川峡 アジア誘客を推進

26 滑川高が最優秀賞 ミラコン２０１６

27 南砺で中部選抜小学生バレー ６県６４チーム熱戦

27 ６年男子は高岡 女子は上市町制す 第１９回県小学生バドミントン選手権兼第２７回北信越小学生バドミントン県予選会
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27 第３９回県春季ミニバスケットボール大会第３日 大会結果

31 県園芸研究所 タマネギ「春まき」　砺波の産地化加速

31 男性、列車にはねられ死亡 砺波のＪＲ踏切

北陸中日 20 海外学生に散居村ゼミ 富大人文学部が合宿誘致

30 歴史遺産を守れ砺波消防が訓練 文化財防火デー前に

31 列車にはねられ６７歳男性が死亡 砺波、城端線の踏切

読売 29 県人口減少幅最大 １５年国勢調査速報値　１０６万６８８３人に

　２５日　月曜日
北日本 6 砺波支店がリニューアル オープン記念フェア開催中　富山日産自動車

12 追想　ありし日 元県花卉球根農業協同組合長 石田甚三さん（砺波市大門）

14 都道府県男子駅伝 富山健闘３２位

15 ミニバスケットボール県春季大会 大会結果

18 読者のひろば 米の新品種に期待　砺波市　村中正敏（無職　８５歳）

21 庄川峡の魅力世界へ 東南ア専門家招き助言

27 庄川のアトリエでぼや 砺波市庄川町金屋、彫刻家、辻宗久さん（４８）方

富山 1 伏木で積雪５８㌢ 北陸道、ほぼ全域通行止め

17 すこやかカップ学童フットサル ５年小杉に栄冠　６年中田２連覇

17 高校生による朗読砺波高が最優秀賞 富山・高志の国文学館

17 「庄川峡の魅力知って」 観光協組 タイのブロガーら招待

19 都道府県対抗男子駅伝 富山粘走で３２位

19 第３９回県春季ミニバスケットボール大会最終日 大会結果

19 全中スキー２８人出場 来月、北海道で熱戦

19 男子回転で橋本８位 第１６回朝里川温泉スキーＳＬ競技会第２戦

19 黒部、決勝Ｔ進出逃す 第９回ウンターカップ中部日本選抜小学生バレーボール大会最終日

21 事件・事故 砺波でアトリエ一部焼く

　 21 〃 菓子盗んだ容疑で女逮捕

21 コント 砺波・たぬき

北陸中日 1 暴風雪凍える寒波 ９市町で一時警報

17 県勢雪空の快走 都道府県男子駅伝　昨年上回る３２位

朝日 25 大雪 交通に乱れ 高岡で積雪５６㌢

　２６日　火曜日
北日本 1 県内交通混乱続く 氷見で停電 高岡一時積雪８０㌢

5 県内スーパー製造会社 総菜・カット野菜に注力

19 建設業の理解深める 砺波　県立大工学部「いかるぎの大橋」見学

19 来月「義仲と越中」講演会 砺波図書館

26 囲碁の井山碁聖が離婚 将棋の室田伊緒女流二段（26）＝砺波市出身と

富山 1 県内大雪の混乱続く 万葉線初の２日連続運休

25 ２万８千人の署名奉納 砺波で交通安全祈願祭

25 県立大生が現場見学 砺波東バイパスの工事

25 砺波市協会が総会 新会長に四十万氏 グラウンドゴルフ

27 第１４回北信越中学新人バレーボール優勝大会県大会 大会結果

28 県西部の不動産業者「コアネット」 空き家有効活用で商機

31 ほたるいか 砺波市のチューリップ四季彩館

北陸中日 28 スポーツ 全国高校総体　アルペン、クロスカントリー

28 〃 ミニバスケ　第３９回県春季大会兼第４７回全国大会県予選

28 〃 ソフトテニス　第４０回北信越高校選抜大会兼第４１回全日本高校選抜大会北信越予選会

朝日 31 交通機関の乱れ・休校 寒気 広がる影響

日本経済 35 北陸リポート 競争力強化へ店舗模索

　２７日　水曜日
北日本 23 南部地区認定こども園 砺波　景観調和へ瓦ぶき採用

23 Ｕターンの学生に奨学金変換を減免 砺波市教委が新設へ

23 温かみのある木彫人形 砺波　ギャラリーみかん堂で

23 事故防止願い名簿奉納 砺波　砺波市交通安全協会

富山 21 香港から団体客増 砺波 四季彩館、ツアー訪問先に

21 標語コンクール最優秀作に３点 砺波市安協
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23 砺波市教委 給付型の奨学金創設　大学生対象Ｕターンで全額支給

23 〃 ２認定こども園完成予定図提示　南部地区、出町

23 4年間で250万円給付 砺波版地域創生

25 県高体連 ３３０人を特別・一般表彰

27 地鳴り リビングが体育館に　犀川寮明　６８歳（砺波市）

29 ほたるいか 庄川水記念公園（砺波市）

読売 29 御利益もいろいろ 砺波市・伊藤満里子

31 マイナンバー 不交付トラブル８人　６市村カード管理システム障害で

毎日 24 読書感想画中央コン 県代表１２点中央審査へ

　２８日　木曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇　地　荒栄子、人　山森和子、佳作　野村真希子　　他

13 〃 詩壇　新年の写真　砺波市　蓮井信吉

13 〃 俳壇　佳作　砺波市　中邨宗承、源通ゆきみ、藤井哲尾、宮浦のぶあき、小野田裕司、廣橋玉枝

13 〃 柳壇　佳作　砺波市　吉川博

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 バドミントン　県小学生選手権 大会結果

20 新年の思い筆に込め 砺波　ＣＯＳＭＯＳ書会 力作１００点並ぶ

20 車いす５台を預託 砺波　スーパーマーケット「ヴァローレ」を展開する丸圓商店

21 生産者と給食味わう 砺波　砺波南部小

24 日彫展審査員県内から３人 日展会員の大丸敏さん（砺波）

25 下着窃盗で砺波税務署職員を起訴 富山地検高岡支部

富山 25 富山文芸　１月賞 俳壇　稲畑廣太郎選　佳作　砺波市表町　源通ゆきみ

27 べるもんたケーキ登場 砺波の喫茶店・鍋澤さん地元食材のみ使用

27 野菜生産者と会食 砺波南部小　給食、郷土色の５品

27 砺波の丸圓商店車いす５台預託 善意銀行に

27 市民ら竹垣根作り 砺波・シルバー人材

31 魚津の旅館女将講演 砺波でおもてなし研修

31 デスク日誌 一つ一つが重要に

34 女装して下着盗 税務署職員を起訴 地検高岡支部

北陸中日 21 「気付く」ことが大事 砺波市観光協「おもてなし研修」

21 趣味や仕事に竹垣根づくり 砺波、高齢者講習会

21 地元食材提供に感謝 砺波南部小で生産者と給食

22 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

32 窃盗罪で税務署職員起訴 富山地検高岡支部

読売 30 住吉祭神輿「職人技」で修復 井波彫の彫刻師ら 作業大半終え大阪へ

30 県内一丸「おもてなし」学ぶ 砺波市観光協会が研修会

　２９日　金曜日
北日本 18 読者のひろば 上空から見る母校　砺波市　石崎弘毅（会社員　６２歳）

19 タブノキ忘れないよ 砺波　出町小旧校舎 再開発で伐採

21 中学生１９人１９団体表彰 富山県をよくする会　吉川聖人（出町）、庄西中生徒会（代表＝清水海杜君）

富山 23 伐採見届け「忘れない」 砺波・出町小 旧校舎象徴のタブノキ

23 除雪の大切さ学ぶ 砺波・出町小

23 患者ら箏や踊り楽しむ 砺波誠友病院の新年会

24 中学生１９人１９団体たたえ 富山県をよくする会　きょう高志会館で表彰

26 砺波・チューリップ四季彩館 「改装中もごゆっくり」　花形クリップ手作りコーナー

27 地鳴り 体力に合わせ雪かきに汗流す　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　３０日　土曜日
北日本 24 読者のひろば 残念だった成人式　　　砺波市　横井 君子（主婦73歳）

27 カラフルな花のハート 砺波　県花総合センター

27 もうすぐバレンタイン チューリップ切り花100人にプレゼント　砺波・四季彩館

27 古民家テーマにフォト甲子園展 散居村ミュージアム

32 農業用水の構造美　農村の暮らし紹介 県振興技術連盟作品展　写真展　となみ散居村ミュージアム

33 砺波の死亡ひき逃げ　情報提供を呼び掛け 国道156号 あすで３年
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富山 2 農業用水ポスター 知事賞　村井優希乃（砺波市出町中３年）他

24 ひき逃げ３年情報求め検問 砺波署

24 古民家や街並み撮影 フォト甲子園　砺波でパネル展

27 高齢者叙勲（29日） 旭日双光章　元砺波市議西村正治氏

29 地鳴り 昔はよく食べたつるしの干し柿　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

29 コント 砺波・富之助

北陸中日 5 発言 歴史修正する与党は自省を　　　上野　亮平73　富山県砺波市

19 砺波ひき逃げ３年情報提供呼び掛け 現場でチラシ配布

読売 29 よみうり文芸　　短歌　田中　譲選 砺波市　井上　房子

29 〃　　　　　　　　川柳　脇坂　正夢選 砺波市　源通ゆきみ

29 〃 文芸サークルから    海潮砺波歌会

30 古民家写真 生徒作品並ぶ 砺波でパネル展

31 ♡の形で恋を応援 砺波市高道の県花総合センター

日本経済 39 昨年の人口移動 転出超過 ３県とも縮小

　３１日　日曜日
北日本 5 社説 台湾で県産チューリップ

7 マイナンバー制度スタート 周知不足滑り出し不安

25 想像力豊かに「旅」表現 砺波　市美術館で至高の精神展

25 県内外中学男女１６チーム競う 砺波　バスケＪＨＳ大会

25 テーマ多彩に創作ダンス 南砺　砺波地区高校発表会

25 県産大豆を使い味噌づくり体験 砺波市庄川青島の青島モデルハウスで

25 藤永さんの１００歳祝う 砺波　庄川町示野の藤永とよさん

26 なるほど富山読んでガッテン 「消防団応援の店」拡大　

29 富山第一銀・小学生図画コンクール 父母描いた５１８０点審査

富山 24 初弾会で優雅な音色 砺波・瀬尾箏曲響の会

24 たんぽぽ書心苑   干支「申」を書く 富山銀行砺波支店

25 親子でスキー楽しむ 砺波・夢の平

25 チューリップの塔 イオンモールとなみに登場

25 夢あふれる４８４点並ぶ 砺波・庄川美術館

25 ９チームが創作ダンス 南砺で４高が発表

25 百歳 藤永とよさん（砺波市庄川町示野、３０日生まれ）

26 砺波市文化財 千光寺の土蔵 よみがえるツルの鏝絵

26 大門素麺試食や鉄道グッズ販売 きょう砺波駅にぎわい市

27 高岡龍谷男子第５代表戦へ 第４３回北信越高校選抜卓球大会兼全国高校選抜大会北信越予選会第１日

27 子どもの指導法探る 砺波市野球連盟講習会

29 地鳴り １５年ぶりにトルコを訪れ　河合泰　８２歳（砺波市）

北陸中日 10 少年野球理論的指導を 砺波 筑波大・川村監督が講演
10 そうめん試食など きょうにぎわい市 砺波駅
11 第６６回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎ白峰 県勢の成績 アルペン大回転、距離クラシカル
11 北信越高校選抜卓球大会兼全国高校選抜卓球大会北信越予選会 県関係分　男子

朝日 21 県アンサンブルコン 音色で魅了７１団体

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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