
　　　　　　　２０１９（平成３１）年１月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）
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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　火曜日
北日本 22・23 平成から新時代へ 輝け 富山のミライ 県内市町村数３５→１５

36 仲間と集う フォトクラブとなみ野（砺波市 横山宗平）

2-12・13 新春読者文芸 歌壇 柳壇 俳壇 入選作品

2-16・18 新年 小学生 作品コンクール 詩 作文 入賞・入選者

4-12 富山県内１５市町村地域情報発信 特色いっぱい！ わが市町村 砺波市

富山 2・3 新春経済座談会 緩やかに景気拡大 北陸コカ・コーラボトリング社長 稲垣晴彦氏

37 地鳴り 娘からの電話 かぶらずし準備 石黒陽子 ８２歳(砺波市）

39 イベントカレンダー 富山新聞花火大会 ８月 氷見、高岡、砺波

43 新年こども作品展 詩 作文 書 絵画 ２８４点入賞 入賞者

47 となみ１３００年 住みよさの秘密① １２連続トップの底力 杉木住民、平成で２．５倍

4-1～5 呉西プロジェクト ふるさとの誇り 次代へ ６市長語り合う

北陸中日 5 発言 無冠から再起 羽生さん期待 上野亮平 ７６ 富山県砺波市

 ２日　水曜日
新聞休刊日

 ３日　木曜日
北日本 6 民意と歩む 議会診断 改革進んだか

9 ４Ｋ番組制作本格化 鮮やか 地元の風景発信 となみ衛星通信テレビ

24・25 笑顔つむぐ 夢と希望 とやま 平成生まれ３１人

29 元旦マラソン 城端 第３８回北野元日マラソン 大会結果

39 砺波市出町地区でも親睦 出町地区新年賀詞交歓会

43 喉に餅詰まらせ 県内で６人搬送 ６０～８０代の男性計６人が病院に搬送

富山 26 富山ルネサンス２０１９ おすすめ文化施設マップ

28 出町活性化へ検討委 砺波で地区交歓会 年度内に設立

34 となみ１３００年 住みよさの秘密② 歴史の懸け橋 地名復活

北陸中日 12 新春文芸 歌壇 入選作品

27 小松の８０代男性 餅詰まらせ死亡 富山県内は６人搬送

 ４日　金曜日
北日本 14 全面広告 ２０１９年 迎春  砺波市

28・29 四季の散歩道  美術・観覧・公演・催し 砺波市美術館 松村外次郎記念庄川美術館ほか

39 書き初め「うまくできた」 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

39 保護猫カフェで〝縁結び〟 砺波の松浦さん開設  抱っこ・撮影 お気に入り探して

39 道の駅庄川で同窓会 ７４年度生まれ 庄川小中卒業生

39 稽古始め みなぎる気合 打ち込み何度も  砺波剣友会

42 新年の思い 筆に込め 北日本新聞新春色紙展  本社できょうから

42 記者ぶろぐ 新元号への期待

富山 5 コント 砺波・たぬき

7 新年こども作品展 作文一席  休日の朝の私  砺波市砺波東部小３年  岩﨑愛さん

17 「書の努力、勉強を」 砺波で知遠書法篆刻研新年会

18 書き初め伸び伸びと 砺波市児童クラブ連

19 ２５０人が互角稽古 砺波剣友会

22 となみ１３００年 住みよさの秘密③ 自ら未来を切り開く 

北陸中日 11 児童 真剣な表情で書き初め 砺波の４ヵ所で大会

 ５日　土曜日
北日本 11 新年来社２０１９ 砺波支社

29 花に懸ける 砺波チューリップ センティア 伊藤さん

33 新年彩るイノシシ登場 県花総合センター ハボタン８５０鉢

38 チューリップ新開発２品種 県 ４月のフェアで展示

38 躍進の願い書に込め 本社で新春色紙展開幕

富山 3 本社来訪 本社・砺波総局

23 執務始め 首長訓示 砺波市

25 ハボタンで干支表現 砺波・県花総合センター

28 県育成チューリップ 品種登録 フェアで予約販売開始

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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北陸中日 12 県育成「白天使」「恋のはじまり」 チューリップ 国に品種登録

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 チューリップ新品種販売 ４月から

日本経済 27 チューリップ新品種今秋販売 富山県が発表

 ６日　日曜日
北日本 1 天地人 富山大人文学部の中井精一教授

2 新年来社 ５日 砺波支社

19 防火の誓い新た 出初め式  市民の安全願う

24 故 清原啓一さんの油彩画など展示 砺波市美術館

24 とやまｗｅｂｕｎランキング １２月２９日～１月４日 ②駅地下道に軽トラ誤進入

24 書の色紙華やか 本社砺波支社作品展

27 先生の画境 後世に 洋画家 故野上祇麿さん弟子ら 県民会館で３月追悼展

富山 2 本社来訪（５日） 砺波総局

18 洋画家清原氏の館蔵品展始まる 砺波市美術館

18 こどもの力作 書き初め５４２点 砺波で児童ク連作品展

18 児童がお点前披露 砺波で初釜のつどい

19 県内各地で出初め式 砺波

22 紙風船 陸上自衛隊富山駐屯地で開かれた婚活イベント

25 ほたるいか 砺波市埋蔵文化財センター

北陸中日 11 県高校ソフトテニスインドア選手権大会 大会結果

読売 26 イノシシ色んな形 姿や足跡 葉ボタンで

27 新春 華やかに 砺波・四季彩館

 ７日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール １２月の入選作 最終選考進出者  橋場正夫（砺波）

19 ニュース先読み １月７日（月）～１３日（日） １２日（土） 松村外次郎展（～２月１１日、砺波市庄川美術館）

19 声の交差点 自叙伝を執筆する  砺波市 石崎弘毅（６５歳）

22 ２２クラブ５４２人の書き初めずらり 市児童クラブ連合会

22 １００歳おめでとう ６日 松浦とし子さん（砺波市庄川町五ケ）

23 こいっぴとぷくっち再会 庄川水記念公園  きょう厄払い鯉の放流

23 「初釜のつどい」日頃の成果披露 出町児童センター茶道クラブ

富山 2 絶景の白山で参拝者迎え 砺波出身・齊藤直宣さん

7 地鳴り 孫と作った昆布巻き  柴田照子 ６９歳（砺波市）

7 地鳴り 除雪機を導入 でも汗が多く  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

7 コント 砺波・たぬき

15 精巧な刺繍と創作人形展示 砺波で鵜飼さん

15 百歳（６日） 松浦とし子さん（砺波市庄川町五ケ）

18 砺波のこいっぴ、愛知のぷくっち 厄払い放流前に再会  庄川水記念公園「鯉恋の宮」

20 となみ１３００年 住みよさの秘密④ 児童増え 太鼓足りず  第１章 おいたちの巻 街を創る①

北陸中日 12 葉ボタンで特大イノシシ 砺波・県花総合センター  紅白８５０鉢並べ登場

12 「書き初め」５４２点 児童ク連作品展 砺波市美術館

 ８日　火曜日
北日本 1 富山進化論 平成のその先へ＜６＞ 第１章 大合併⑥ 広域連携 新たな自治の形求め

3 「呉西圏域」事務局強化 高岡市  広域連携推進室を新設

13 第５３回北日本文学賞選奨作品 題字・川島礪波（砺波市）

14 新年来社 ２０１９ 本社  砺波支社

21 ロボットでアメフット 優勝は富山工高

22 イオンとなみでも正しい利用呼び掛け 砺波署

22 気持ち新たに書き初め 児童生徒４０５０人が一筆集中

23 クッキー 土器片そっくり 砺波市埋蔵文化財センター

23 庄川ユズもっと食べて 女性グループ  開発の加工３品人気

23 火災死者は４人 前年から３人増 砺波地域消防組合

23 出初め式表彰名簿 砺波市

23 県警本部長・署長感謝状 砺波署

26 始業式 気持ち新た ５市町村小中学校  県内

26 善意のともしび 砺波善銀

29 健康 元気な年よコイ 庄川金屋「厄払い鯉の放流」
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富山 1 鯉にお神酒 願い託す 砺波・庄川の奇祭 厄年の男女放流

2 呉西６市連携で推進室 高橋高岡市長会見  地方創生の受け皿に

2 なかよし合宿の参加者を募集 砺波青少年自然の家 １月１２、１３日

2 大臣優秀教職員表彰に県内６氏 書川あゆみ（となみ東支援学校）

2 本社来訪（７日） 富山本社、砺波総局

3 魅力生かし 地域振興 県内８首長 本社訪れ意欲

21 地鳴り 時鐘に振り仮名大変素晴らしい  春川正人 ７１歳（砺波市）

21 地鳴り 病気に負けず頑張る１年に  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

22 砺波署でも功労の１団体４人たたえ 砺波署

22 昨年の救急出動 初の５千件超え 砺波地域３市

23 書き初め 気持ち新た さあ３学期！ ５市町村で始業式

24 発想力豊かな１７７点 新年こども作品展 ファボーレで富山展始まる

25 チューリップ 切り花出荷１００万本 オランダ仕込み コンテナで生育  砺波の農業法人 台湾にも輸出

25 富山工、砺波工全国に 高校ロボアメフット

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑤ 「丸く太っていった」  第１章 おいたちの巻 街を創る②

北陸中日 12 火災 ４年連続２００件下回る 昨年の県内  報知機劣化注意 点検が必要

12 ロボットアメフット 白熱 富山で高校生県大会  富山工「操人形」Ｖ

12 来訪（７日） 富山支局

13 コイ お神酒飲ませ放流 庄川水記念公園 厄払いの奇祭

13 高岡市に広域連携推進室 とやま呉西圏域都市圏ビジョンの中間年度として

読売 26 来訪（７日） 富山支局

27 厄年でも幸せコイ 「厄払い鯉の放流」

朝日 24 厄払って幸せコイ 砺波の奇祭

24 来局 富山総局

 ９日　水曜日
北日本 3 平成３０年度文部科学大臣優秀教職員表彰 表彰者

17 仲間と集う いきいき富山Ｄチーム（砺波市 脇田吉隆）

22 全国製図コンクール 最優秀特別賞 杢野（砺波工業）高坂（高岡工芸）さん

23 公園に砺波コーナー 台湾で２～３月チューリップ展 高品質の球根アピール

23 「移住人財バンク」開設 １０日から移住希望者の受け付けを始める

29 射水市庁舎 免震装置 全て不適合 市基準 ＫＹＢに交換要求

富山 15 地鳴り 火の始末はほんとに大事 角栄一 ６７歳（砺波市）

15 地鳴り 花嫁のれん乗って和倉へ 北清俊一 ６１歳（砺波市）

22 砺波市が移住バンク 市長会見 希望者の就職を後押し

25 高校生全国製図コンクール 最高賞に県内から２人

25 「先生に感謝」 砺波工の杢野さん

25 力強く書く１６点並ぶ 日曜こども書道の作品展

25 最終学期に気引き締め 富山など１０市町始業式

26 来月、台北のチューリップ展 砺波コーナーを開設 球根５６００個輸出

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑥ 宅地販売 当初は苦戦 第１章 おいたちの巻 街を創る③

28 ＫＹＢ免震装置 射水市庁舎 全４基中３基が不適合品

北陸中日 5 発言 他界した母と今年同年齢に 春川正人 ７１ 富山県砺波市

13 来月のチューリップ展 台北に球根５６００球 砺波市、２４日富山から空輸

13 図書館整備が本格化 新年度予算、市長が会見

読売 25 スプレー缶 「穴開けず回収」進まず 国が通知 ルール変更、富山市のみ

25 免震ダンパー 全て不適合 射水市役所

朝日 20 移住と仕事 マッチング 砺波市 あすからサービス開始

 １０日　木曜日
北日本 1 天地人 砺波工業高校 ｅスポーツ班をつくった

14 県内美術館・博物館の催し（１／１０～１／１６） 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

19 声の交差点 福野の元旦を快走 砺波市 島田栄（７０歳）

22 展望２０１９ 市町村長に聞く 夏野修砺波市長 施設の再編計画策定

22 がんばってます 富山の職場 ロボテック 砺波市庄川町筏 製造業支える高い技術

23 心尽くしの一服堪能 砺波市福祉センター麦秋苑の茶道グループ「お茶を嗜む会」
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26 富山の谷口さん 独立書展準特選 第６７回独立書展 会員 千代歩月（砺波）

富山 4 あの、社長さん 北陸コカ・コーラボトリング 稲垣晴彦氏

17 すこやか育児 久保華穂ちゃん＝砺波市苗加

22 正しいかけ方 児童が学ぶ 砺波北部小で教室

22 新春を祝い一服味わう 砺波・麦秋苑で初釜

25 優良従業員を表彰 庄川町商工会

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑦ 「区画整理の力」象徴 第１章 おいたちの巻 街を創る④

28 冬のチューリップで連携 首都圏で切り花ＰＲ

北陸中日 13 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 移住希望者と企業仲介 人財バンク 砺波市きょうから開設

15 全国製図コンクール 最優秀特別賞 高坂さん、杢野さん快挙

 １１日　金曜日
北日本 5 とやま健康経営シンポジウム２０１８ とやま健康経営企業大賞に６社

18 わが家のアイドル 吉田葵葉ちゃん １歳　砺波市東石丸

20 ドリーム券当選番号決定 砺波市商店街連盟

21 １１０番通報を体験 砺波北部小学校

21 「左義長の唄」元気良く 砺波南部小 ２０年目 あす本番へ練習

21 学童保育の拡充検討 教育長と連合婦人会座談会

21 優良従業員を表彰 庄川町商工会

21 きょうもにっこり 高岡市観光交流課主事 中居慶太さん（砺波市・３０歳）

25 自転車の男性はねられ重傷 吉田恒三さん（８５）

富山 1 議員定数 見直し開始 南砺市議会、１１月めどに結論

5 金利引き下げ協定 白山、砺波と締結 １５日に住宅金融支援機構

21 左義長の唄 継承 砺波南部小 児童と園児練習

21 学童保育の定員増検討 砺波市教育長 連合婦人会要望に

22 砺波市役所で献血呼び掛け となみセントラルＬＣ

24 事件・事故 自転車の男性はねられ重傷

26 となみ１３００年 住みよさの秘密⑧ 「暗闇」の先に「光明」 第１章 おいたちの巻 街を創る⑤

北陸中日 13 「新春」テーマに色とりどりの花 砺波の四季彩館

朝日 23 新春の楽園 砺波・四季彩館

毎日 20 準特選に谷口さん 独立書展　東京で２１日まで

 １２日　土曜日
北日本 17 アートの今 伝える５２人 ビエンナーレＴＯＹＡＭＡ  県美術館・環水公園 ６月開幕

21 読者写真コンクール １２月の応募から  「霊気漂う」橋場正夫（砺波市太田）

25 地域経済の飛躍誓う 砺波商工会議所の新春賀詞交歓会

25 砺波型更生保護目指す 社会福祉会館にサポートセンター  開所式 活動充実誓う

富山 2 社説 南砺議会の定数  削減やむを得ずの流れに

13 地鳴り 思いがけないお年玉もらう  小倉慶子 ７４歳（砺波市）

22 砺波に保護司活動拠点 更生保護サポートへ開所

23 商工業発展に努力 賀詞交歓会で誓う 砺波会議所

24 ｅスポーツも全国目指す 砺波工高 電子工学部１、２年生  ロボット制作と並行

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑨ 「学校以上に勉強」 第１章 おいたちの巻 街を創る⑥

読売 23 昨年の火災 最少１６９件 高い防火意識示される

 １３日　日曜日
北日本 16 未来のアスリート７３人に指定証交付 県体協

16 バスケットボール 会長杯県中学校大会 大会結果

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「大人とは？」

18 南部さん最高賞 二科会写真部富山が公募展

21 仲良く元気に自然満喫 「なかよし合宿～冬の集い～ｉｎとなみ２０１９」

21 松村外次郎 足跡たどる 庄川美術館  交流作家の作品も紹介

26 移住選手 県勢けん引 県内 来年２月スキー国体  南砺でチーム結成

富山 7 地鳴り 元日営業の店は客多く  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

7 地鳴り 年末に入院 娘らに迷惑  山本治子 ７９歳（砺波市）

18 伝統の炎に祈り 砺波・太田

19 組子細工の衝立奉納 砺波の南部さん 高瀬神社に  建具の技で美しい稜線

19 植樹祭関連品も 植樹祭の予備品など７点

4 ページ



21 役者８人 晴れ舞台へ精進 砺波・出町子供歌舞伎

24 となみ１３００年 住みよさの秘密⑩ 当事者意識が原動力  第１章 おいたちの巻 街を創る⑦

24 来年の国体へ県チーム「Ｔ．Ａ．Ｃ」発足 まず３選手加盟  トップ級スキーヤー集え

 １４日　月曜日
北日本 1 １０連休 県内誘客好機 自治体・観光業者  魅力磨き首都圏でＰＲ  「雪の大谷」体験型充実

3 広告 富山県損害保険代理業協会

9 撮れたて富山 厳冬が生む強いコシ  砺波・大門そうめん作り

13 読者写真コンクール ２０１８年年間賞 三席 「朝日に染まる雲海」橋場正夫 砺波市太田

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

19 １００歳おめでとう １３日 荒井重正さん（砺波市上和田）

21 悔いのない選択を 砺波

29 描く未来いろいろ 新時代は何色？県内成人式で聞く  「黄」最多 平和願う

富山 12 文芸喫茶 海潮砺波歌会１２月例会  水鳥クルン教室１２月句会

14 五平餅おいしい なかよし合宿で体験 県砺波青少年自然の家

14 百歳（１３日） 荒井重正さん（砺波市上和田）

14 画力向上目指す 文苑堂富山豊田店

16 県内成人式ピーク よい選択で人生送る  砺波市

17 ４強そろう 県高校新人バスケットボール選手権第２日

21 広告 ご成人おめでとうございます。

北陸中日 1 平成最後 新成人１０２４３人 県内６５会場で式典

5 発言 徴用工問題は譲ってはだめ 貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

読売 23 「自立した大人になる」 １４市町村  成人式 決意新た

朝日 23 新成人、恩師と再会  成長誓う 県内１４市町村で成人式

 １５日　火曜日
北日本 1 景況感 県と１０市町村改善 自治体アンケート  企業業績好調 消費も回復

12 声の交差点 新元号への期待  砺波市 上野亮平（７６歳）

16 障害者の成人祝う 「手をつなぐ育成会となみ地域連合会」の「成人を祝い新春に語る集い」

16 秋に地域ビジョン となみＪＣ

16 雨晴海岸で寒稽古 空手道千山道場  交流サイト使い生中継

17 第６４回砺波市児童生徒書き初め大会 入賞者

18 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小５年 竹山未優さん、泉野将之介君

22 「金屋石」採掘跡へ山道 砺波 語る会  今春から木製階段整備  将来観光スポットに

富山 7 コント 砺波・たぬき

14 イチ押し 愛犬と一緒にくつろぎ  民泊「望頼山荘」ペットホテル（砺波市頼成）

15 くらしの日記 同級生の顔を見て  紫藤道子  ８４歳（砺波市狐島）

17 新年文芸 詩  紫藤道子（砺波市狐島）

19 人口減でビジョン策定 となみＪＣ  地域礎会議で検討

19 新成人７人を祝福 育成会となみ

24 となみ１３００年 住みよさの秘密⑪ 変わる街 歩みまとめ 第１章 おいたちの巻 深く掘る①

25 庄川遊覧船 海外客過去最多に 峡谷の雪景色「美しい」  １、２月予約６千人

北陸中日 17 松村外次郎展で親交作家作品も 庄川美術館

読売 25 球根栽培 インテリアに 県花卉球根農協 考案  手軽な小型キット商品化

25 １２市町 住民税課税ミス ６３件１１８万円、還付や追加徴収へ

朝日 27 拳に精進誓う 雨晴海岸で空手の寒稽古

 １６日　水曜日
北日本 13 上野文化の杜から⑩ 国立科学博物館長　林良博　体験や遊びで学習　小規模展示の重要性

19 仲間と集う 元三星通信労組の仲間（砺波市 今井久人）

22 今年は１１月１７日 散居村縦断マラソン

23 各家守った神棚に感謝 砺波市五郎丸の長田神具店

29 スキー場 休業続く となみ夢の平 積雪待ち望む

富山 2 社説 庄川遊覧船の訪日客 冬の富山を代表する名所に

3 バス路線網羅 経路案内 位置情報システム 遅延情報も通知

15 地鳴り 大人の自分用ひな人形人気 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑫ 土地出し合い「出町」誕生 第１章 おいたちの巻 深く掘る②

28 砺波４人死傷事故 被告に猶予刑判決 富山地裁高岡支部

北陸中日 15 火災件数、死者 いずれも増加 砺波地域消防組合
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 １７日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（１／１７～１／２３） 松村外次郎記念庄川美術館

15 朝市夕市 県内 砺波市

18 大回転 宮島（堀川３年）上嶋（庄西２年）優勝 県中学スキー 大会結果

18 上嶋 強気に攻める 県中学スキー　

18 大回転 石井（砺波工）朴木（南砺福野）Ｖ 県高校総体スキー 大会結果

21 声の交差点 エコ教育の好機 砺波市 三井和弥（６２歳）

22 わが家のアイドル 竹林奏都ちゃん ２歳　砺波市坪内

24 ダンスで文科大臣賞 庄東小３年生４１人 お見事

25 水路の役割理解 庄川左岸シンポ 国営事業 本年度完了

32 県内 インフル注意報レベル 砺波厚生センター２６．８６人

富山 17 地鳴り 改元迎える年 特別な感慨 嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

23 大回転 石井 朴木Ｖ 県高校総体スキー

23 攻めの姿勢忘れず 男子大回転・石井

23 宮島、上嶋優勝 県中学校スキー選手権 大会結果

26 となみ１３００年 住みよさの秘密⑬ 二郎兵衛と仲間が協力 第１章 おいたちの巻 深く掘る③

27 インフル注意報 県内、今季初

北陸中日 13 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

15 庄川 用排水路 果たす役割は 砺波 防災事業完了記念でシンポ

読売 27 インフル 注意報基準超 砺波が２６．８６人

朝日 25 １５団体 県大会出場決める 砺波地区アンサンブルコン

25 ニュース短信 インフルエンザが注意報レベルに

 １８日　金曜日
北日本 3 給食費負担の軽減検討 県市町村長会議  幼児教育無償化で知事

16 県中学スキー 最終日 距離リレー 男子城端Ａ制す  勝ち切る地力の強さ発揮

16 男子石井（砺波工）が２冠 県高校総体スキー回転  女子の朴木（南砺福野）も

16 １年生石井 伸び盛り 男子回転

17 仲間と集う 庄下小最後の卒業生同級会（砺波市 埜村豊寿）

20 チューリップフェアで満開に 花壇の開花調整へ  遮光ネットパイプ設置

20 大野会長を再任 市美術協会

20 空き家の活用考える ２０日 市が講演・相談会

21 えとのイノシシ 個性的に表現 版画年賀状展 入賞者決定

26 １月３１日 愛妻の日にチューリップを 富山・新潟・埼玉 初のタッグ  ２１日から東京でフェア

27 庄川木工まつり中止 運営主体の組合解散

28 落雷か 住宅屋根焼く 砺波

29 はぐれ親子イノシシか 高岡出没１週間  砺波でも２頭目撃

富山 3 移住者支援の求人サイト ４月上旬から運用開始  知事、新事業活用に意欲  県市町村長会議

20 用水路の役割理解 砺波で庄川左岸シンポ

21 開花調整ネット準備 ４月２２日開幕 となみチューリップフェア  暖冬続けば  来月、設置前倒し

21 児童「イチ押し本」紹介 砺波市図書館  ポップ８８４枚に感想

21 ロビー展 山﨑則子絵画展  富山銀行庄川支店

23 県高校総体スキー最終日 石井、朴木回転Ｖ  大回転と２冠達成

26 となみ１３００年 住みよさの秘密⑭ 歌に残る先達の功績 第１章 おいたちの巻 深く掘る④

27 砺波で住宅の屋根焼く けが人なし  雷の後、煙上がる

北陸中日 9 始動２０１９－トップが語る 新時代へ⑦ ＡＩ活用し需要を予測  北陸コカ・コーラボトリング 稲垣晴彦社長

13 チューリップフェアへ 遮光ネット用パイプ 砺波で設置

13 なんと版画年賀状展 小学生以下 梨木さん  中学生 山崎さん  一般 沢木さん大賞

26 広告 となみ夢の平スキー場

読売 25 ガイド 百花繚乱～新春～  チューリップ四季彩館

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 22 ウイークエンドとやま　催し 「第３３回春を呼ぶチューリップ展」「新垣隆＆奥村愛 デュオ・リサイタル」

毎日 22 ギャラリーだより 館蔵品展第Ⅱ期「特集 清原啓一」

 １９日　土曜日
北日本 3 県と５市に環境大臣表彰 被災した広島県海田町に職員を派遣した

15 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子　佳作 野村邦翠

18 全面広告 うれしい１年生のつどい 砺波市文化会館
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23 交流の舞台へ仕上げ 市民謡民舞協 中町曳山会 あす安城市（愛知）で発表会

23 留学生ら餅つき体験 富山大 ゼミ合宿 食文化に触れる

27 火元は２階トイレ天井 砺波市新明 木造２階建て住宅を焼いた火事

富山 2 豪雨で職員派遣 県と５市を表彰 環境省の伝達式

21 地鳴り 本家取り壊し 家財処分に涙 紫藤道子 ８４歳（砺波市）

28 事件・事故 落雷が出火原因か

30 となみ１３００年 住みよさの秘密⑮ 二郎兵衛の「遺伝子」 第１章 おいたちの巻 深く掘る⑤

31 予定価格 一部事前公表に 黒部市官製談合 再発防止で市方針 一般、指名とも事前公表 県と１０市町で実施

北陸中日 5 発言 冬晴れ左義長 平穏な年願う 島田栄 ７０ 富山県砺波市

14 富大方言ゼミ生ら 砺波で餅つき交流 中井精一教授のゼミ生ら十七人が「佐々木邸」で

読売 26 チューリップ開花待ってね 生育調整、遮光ネット準備

朝日 31 「白天使」「恋のはじまり」デビュー 県開発チューリップ ２品種登録 ４月のフェアで展示 球根各３０００個を受注へ

 ２０日　日曜日
北日本 3 選挙の必勝誓う 自民砺波市連女性部

5 社説 野上祇麿追悼展  「創作の魂」伝わる場に

24 県体スキー 堀田（成年女子Ａ）大回転Ｖ 宇田（成年男子Ａ）距離制す

27 仲間と集う 鷹栖１区長寿会（砺波市 上田登昭）

31 感情豊かに歌と踊り となみミュージカルキッズの２５人  市教育大会で実践発表

31 中学生２４０人熱戦 市ジュニアオープンバド

31 バドミントン 砺波市ジュニア大会 大会結果

36 とやまｗｅｂｕｎランキング １２～１８日 ④落雷か 砺波で住宅屋根焼く（１７日）

富山 2 県議選、参院選 必勝を誓う 自民党砺波市連女性部

27 地鳴り 尾張藩主食した料理の数々再現  黒田和也 ４１歳（砺波市）

30 山崎、梨木さんら大賞 福光美術館  年賀状公募展が開幕

30 出町子供歌舞伎の魅力伝え  中町曳山会浄瑠璃を披露  砺波  愛知・安城  きょう初の県外公演

31 ６団体１０人たたえ 砺波で市教育大会

33 氷見ＦＣなど決勝Ｔ 氷見フットサル大会  ３２チーム熱戦

34 紙風船 冬のチューリップ

北陸中日 21 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

朝日 35 スクエア 喫茶店「にんじんや」を営む大学名誉教授  平沢栄次さん（６８）

 ２１日　月曜日
北日本 8 粋・意気 とやまの祭り 厄払い鯉の放流（砺波市庄川町金屋地区）

22 ミニバスケットボール 県春季大会 大会結果

22 卓球 県シニアラージボール大会 大会結果

25 仲間と集う 南さんを祝う会（砺波市 松島由美子）

28 児童が腕競い合う 百人一首大会

29 仲良く竹スキー作り 頼成の森で親子連れら

30 とやまいろいろ図鑑１８６ 砺波郷土資料館５９ 新年事始め①筆・筆箱

32 小４橋本君（富山）初優勝 小学生将棋名人戦県大会  ３月の東日本大会へ

富山 15 地鳴り キャッシュレス決済対応万全に  北清俊一 ６１歳（砺波市）

15 地鳴り 左義長も変貌 継続が大切  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

15 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波）

18 文芸喫茶 となみ野川柳会１２月句会

22 おわら、浄瑠璃で魅了 砺波市民謡民舞協会と中町曳山会  愛知・安城 発表会に出演

23 行政と民間協力 空き家対策紹介 砺波で講演会

23 親子が竹スキー制作 砺波の頼成の森

25 ６年・ＳＴＧに栄冠 氷見フットサル大会

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑯ 知らないと教授が怒る 第１章 おいたちの巻 志留志①

北陸中日 19 県中学スキー選手権大会 大会結果

 ２２日　火曜日
北日本 20 ９月に３０周年大会 市グラウンドゴルフ協

21 空き家利活用へ知恵 講習会 朝日町の取り組み紹介

21 高齢者「運転気を付ける」 シルバー人材センター 会員が安全講習

21 緑十字銀章受章 山本さん報告 砺波署

22 とやまいろいろ図鑑１８７ 砺波郷土資料館６０ 新年事始め②酒樽・一升瓶・お神酒とっくり

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年 山本望乃愛さん
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27 県内２６施設で学級・学年閉鎖 砺波市砺波東部小１、２、４、６年

富山 5 サンコーを子会社化 バローＨＤ富山、スーパー８店

24 緑十字銀章を砺波署に報告 山本さん

24 運転技能を確認 砺波・シルバー人材

25 ９月に３０周年大会 砺波ＧＧ協

25 個性的な農業を 砺波市協議会が講演会

26 冬のアスパラ 収穫本格化 砺波、南砺の研究会 伏せ込み栽培

26 未来の農業考える 富山でシンポ

30 となみ１３００年 住みよさの秘密⑰ 負けん気強い三男坊？ 第１章 おいたちの巻 志留志②

30 ２６施設、集団インフル 県内

北陸中日 5 発言 貴重な教えを投稿から学ぶ 上野亮平 ７６ 富山県砺波市 

15 高齢者の安全運転 教習所でチェック 砺波

 ２３日　水曜日
北日本 14 声の交差点 強い力士育てて 砺波市 武部幹夫（７８歳）

14 声の交差点 また訪れたい砺波 松江市 福田純（６０歳）

14 仲間と集う 青島丑寅会（砺波市 米道信宏）

18 新成人 交通安全誓う 砺波署に署名簿提出

18 香港の女性 ＳＮＳで発信 県西部６市 体験ツアー 和菓子や鋳物現場見学

19 古民家改装 パン店に 砺波 店内飲食ＯＫ 同級生の職人 共同運営

19 地域農業の活路探る 蔦谷さん講演

20 とやまいろいろ図鑑１８８ 砺波郷土資料館６１　新年事始め③竹・わら

27 予定価格７割事前公表 県内自治体の入札 官製談合を防止　「競争原理働かぬ」と指摘も

富山 2 社説 チューリップ産地連携 質の高さ競い広域発信を

15 地鳴り 平成最後の年 頑固になる 嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

23 看護師が護身術学ぶ 砺波総合病院で講習会

23 華やか♥の演出 バレンタインをテーマに 砺波・県花総合センター

25 呉西の魅力ＳＮＳで 香港から取材旅行

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑱ 未来を見通す力あり 第１章 おいたちの巻 志留志③

29 １５小中高で閉鎖措置 集団インフル 県、対策徹底促す

読売 28 よみうり文芸 短歌 入賞作品

28 華やか４０品種 ハート形に 砺波 植物の季節展示

 ２４日　木曜日
北日本 1 県内 インフル警報レベル 休校＝砺波市栴檀野幼稚園（２２～２５日）

14 県内美術館・博物館の催し（１／２４～１／３０） 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

24 「剣道普及に貢献」事業内容を報告 ねんりんピック市実行委

24 １００歳おめでとう ２３日 中島ゆみさん（砺波市五郎丸、２３日生まれ）

25 病院職員ら護身術学ぶ 砺波総合病院

25 野菜生産者と給食楽しむ 生産者との会食会が鷹栖小学校で

25 報告会 年１回以上 砺波市議会  基本条例４月施行  活動の「見える化」推進

25 リズムダンス文科大臣賞報告 庄東小児童

25 きょうもにっこり 松村外次郎記念庄川美術館主任学芸員  末永忠宏さん（砺波市・４６歳）

26 とやまいろいろ図鑑１８９ 砺波郷土資料館６２ 新年事始め④うだわら・よもたろう

30 砺波 ヒト・モノ往来活発 台湾 「雪の庄川峡 美しい」遊覧船利用外国人観光客  過去最多ペース

30 台北へ球根初輸出 県花卉農協組  現地チューリップ展で紹介

31 酒気帯び運転の疑い 男逮捕 砺波署

富山 13 地鳴り 立ち雛を探しやっと出合う  戸田祐子 ５６歳（砺波市）

19 新年文芸  詩・佳作 ああ 天職   砺波市狐島 紫藤道子

22 教科にちなんだ献立 砺波・鷹栖小  生産者招き給食

22 百歳（２３日） 中島ゆみさん（砺波市五郎丸、２３日生まれ）

23 「となみ野型」タマネギ ６ＪＡで生産広域化  初年度６．４㌶で栽培

23 台北にチューリップ 花卉球根農協が球根発送  ２８日に現地で栽培指導

23 ５月に初の議会報告会 砺波市議会全協  基本条例で最終案

23 全国小中学ダンスの文科大臣賞を報告 庄東小が砺波市長に

23 剣道競技の振興確認 ねんりんピック富山２０１８砺波市実行委員会

25 ４強そろう 県高校新人バレーボール大会兼第１９回北信越高校新人大会
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26 事件・事故 砺波で酒気帯び運転容疑

28 となみ１３００年 住みよさの秘密⑲ 「話し合い力」の見せ所 第１章 おいたちの巻 着地点①

28 県内インフル警報 ５年連続  今季９７施設集団発生、患者１９３４人

北陸中日 15 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

17 砺波のチューリップ 台湾へ ６品種の球根 富山空港から出荷

読売 26 ただいま活動中 雄神楽天塾（砺波市）  地元住民 気軽に集う場

27 インフル警報基準超え 県、２３日

27 酒気帯び運転疑い 砺波署

朝日 27 砺波チューリップ輸出増の芽 市長、来月台北でＰＲ  中国本土進出 視野に

 ２５日　金曜日
北日本 5 コンサルティング営業態勢を強化 高岡信金

23 絵画と工芸の三人展 「新創造の会」が主催 木彫の牛島辰馬さん（砺波）

23 春は砺波へおいでよ 北海道でチューリップフェアアピール 夏野市長 むかわ町訪問 町長「ぜひ行きたい」

23 黄・赤・白・紫色 華やかに 四季彩館 季節展「百花繚乱～早春～」

24 とやまいろいろ図鑑１９０ 砺波郷土資料館６３ 新年事始め⑤石臼

24 県高校新聞コンクール 国際大付 高岡南 高岡第一 最優秀に３校

富山 13 地鳴り 山中漆器購入 雑煮を味わう 安カ川仁省 ６８歳（砺波市）

20 踊り手育成へ協議会 城端むぎや祭協賛会 公募も提案、町会を支援

21 加嶋さん２連覇 第４６回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

21 ロビー展 有沢和代 透明水彩画展 北陸銀行庄川支店

22 むかわ町復興を応援 となみチューリップフェア キャンペーン隊が訪問

22 花園走る列車演出 四季彩館の季節展

23 年間計画を報告 県高体連総会

26 となみ１３００年 住みよさの秘密⑳ 「炎の経営者」を説得 第１章 おいたちの巻 着地点②

26 １０校で学年、学級閉鎖 県が対策徹底呼び掛け 砺波市庄川小

27 県内初ビットコイン詐欺 砺波の３０代男性 １６５万円詐取被害

北陸中日 9 融資推進リーダー新たに１人を配置 高岡信金人事異動

10 北陸文芸 歌壇 三井修選 砺波市 上竹秀幸

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 仮想通貨１６５万円分 砺波で特殊詐欺被害 砺波署

 ２６日　土曜日
北日本 1 「合格の花」に願い込め 砺波 出荷最盛期

3 優れた建築たたえる 富山で表彰式　建築功労賞  砂土居武義（砂土居造園）

5 高岡工場を増強 サンエツ金属  押し出し機追加

5 県信用組合人事 ２月１日

18・19 ２０１８年度北日本新聞スポーツ記録賞 １３５人が標準記録突破 きょう表彰

24 仲間と集う いきいきサロンの会（砺波市 小西文子）

31 ハート形プリムラ見に来て 県花総合センターの季節展示「プリムラ」

32 タイムスリップ明治のとやま㊶ 教育③地域の人材育成担う

34 花言葉は…愛 妻へチューリップ贈ろう  富山など３県 東京でＰＲ

34 農村の美テーマ  写真や標語展示 県民会館

34 ２０１９年度北日本となみ野茶会 設立２０周年

35 外国人技能実習計画 三菱自 認定取り消し  労災のアイシン新和・パナも

富山 4 伸銅品の生産設備増設 高岡工場でＣＫサンエツ

4 優秀、入選５点表彰 富山県建築文化賞

15 地鳴り シルバー川柳当てはまる  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

18 ２月イベント一覧 【８日】ｍｙｓｔｅｒｙ 宮本明日香（絵画）作品展 ほか

19 スポーツ 第５回はばたけ小学生バレーボール大会

26 新年こども作品展 元旦に希う  砺波市出町中１年 関敬美さん

27 全面広告 １月２６日は「文化財防火デー」  砺波市 千光寺

31 きょうにぎわい市 砺波駅

33 標語・ポスター入賞の小中学生表彰 水の事故・ゴミ捨て防止

34 愛妻の日にチューリップ 東京でフェア  富山など３産地が初

36 となみ１３００年 住みよさの秘密㉑ 東西のバランス感覚  第１章 おいたちの巻 着地点③

36 外国人技能実習取り消し パナ アイシン新和  労働関連法違反で

読売 26 早春の花 鮮やかに 砺波

9 ページ



27 外国人実習 認定取り消し 入善「アイシン新和」  労災事故で罰金受け

毎日 24 文化サロン 短歌  綺羅短歌の会１月歌会作品

26 三菱自 技能実習で違反 計画認定取り消し パナは超過残業

日本経済 3 技能実習認定取り消し 三菱自・パナソニックなど４社  ５年間受け入れ不可に

3 計画以外の仕事も担当 「決まり多い」企業戸惑い

 ２７日　日曜日
北日本 16 バレーボール 県中学新人優勝大会 大会結果

23 火災から地元文化財守れ 砺波市教育委員会 文化財防火デーに合わせて

23 駅周辺盛り上げよう 砺波市観光協会のにぎわい市

23 市の魅力もっと発信を ＳＮＳ活用 市民ら意見交換

23 夢の平滑走ＯＫ きょうから

23 千歳でチューリップＰＲ 北海道千歳市の「２０１９千歳・支笏湖 氷濤まつり」で

30 砺波で積雪１８㌢ 県内冬型

富山 1 雪かき家族総出 冬型強まる  富山市猪谷６４㌢、富山空港１５㌢

20 文化財防火デー  建物や景観守る 各地で訓練 地域の力結集  砺波・御旅屋の井戸

21 新春祝う音色響かせ 砺波で箏曲・三絃初弾会

21 手品など楽しむ 砺波駅でにぎわい市

21 高岡で将棋大会 砺波北部小３年の飯田和君が優勝

23 夢の平スキー場きょう営業開始 ２７日

23 チャンピオンリーグに 第１２回ウインターカップ中部日本小学生バレーボール大会第１日

北陸中日 13 県勢 総合優勝目指す 第６９回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎたいら

27 強い寒気 県内で積雪 砺波市で１６㌢

読売 30 外国人招き地方情報発信 高岡など６市  鋳物製造体験などＰＲ

朝日 21 ９団体 北陸大会へ 県アンサンブルコン 小・高・大学部門

 ２８日　月曜日
北日本 3 決戦へ３市で講演 石破氏来県  総裁選支援「終生忘れず」

13 北日本文芸 歌壇  詩壇  俳壇  柳壇

15 ４５チーム 熱いラリー 県シニアビーチボール

16 スキー 菅平高原マックアースパインビークカップ第２日 大会結果

22 うまい酒造りへ一丸 若鶴酒造  酒米生産者ら交流

22 ３年に１度開催 となみ野美術展 内容見直し

22 ６部門に１４５人出品 となみ野美術展２０１９

23 新春の思い筆に込め ＣＯＳＭＯＳ書会 力作１２４点並ぶ

26 谷村さん（富山）ら４人突破 北日本本因坊戦予選  挑戦者リーグへ

26 ３００人 新春ことほぐ 北日本となみ野茶会初釜

26 記者ぶろぐ 「世界一」のチューリップ

27 ６月に射水で中日本太鼓フェス 県協会総会

富山 7 地鳴り 新元号に向け若者の模範に  春川正人 ７１歳（砺波市）

16 若鶴酒造と酒米生産者初の交流会 砺波、工程を視察  「顔見える関係」へ意見交換

18 中部日本選抜小学生バレー 新庄北 準優勝  小布施男子（長野）に敗れる

20 「富山から国変えよ」 自民県支部研修  石破氏が講演

20 今季初 全面滑走に笑顔 となみ夢の平スキー場

20 チューリップフェア 千歳で魅力紹介 砺波キャンペーン隊

22 となみ１３００年 住みよさの秘密㉒ 分かれ目が人を鍛える 第１章 おいたちの巻 着地点④

北陸中日 1 雪上の熱戦 南砺で開幕 常陸宮杯中部日本スキー  中学の部新設  中学姉妹、意気込む

10 石破氏 地方の力期待 県議選候補予定者を激励  自民３区の研修会

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 27 １１団体が県代表に 県アンサンブルコン 中学と職場・一般

毎日 20 県代表１４点 決まる ３４校５２５点応募  読書感想画中央コン

 ２９日　火曜日
北日本 1 富山進化論 平成のその先へ＜７＞ 第２章 変わる働き方①残業  「２４時間戦う」今は昔

14 大回転（成年男子Ａ）橋本Ｖ 中部日本スキー南砺で競技開始  県勢１３種別で優勝

14 序盤で勝負決める アルペン大回転成年男子Ａの橋本

20 ふくおかカメラ館ワンダーフォトコンテスト 岡本さん（上市）一般大賞  小・中・高は石黒さん（富山中部高１年）

21 ３年連続で全員合格 砺波工業高 電気科３年３８人  第２種電気工事士資格

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄南小６年 鎌谷竜行君、５年 飯田倖華さん
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富山 2 クマ出没 最小１４９件 昨年、過去１５年で  県、春山の事故警戒訴え

4 ＡＩの需要予測、試行 北陸コカ  ２０年実用化目指す

19 くらしの日記 ３人の笑顔  柴田照子 ６９歳（砺波市鷹栖）

23 伝統守った 全員合格 第２種電気工事士試験  砺波工高電気科 ３年生３８人、３年連続

23 砺波の魅力発信学ぶ となみの魅力発信ワークショップ・講演会

24 特産ニラ生産拡大 販売額３割、出荷４割増目指す  ＪＡとなみ野 来月説明会 チラシ配布

25 常陸宮賜杯第６９回中部日本スキー大会第１日 大会結果

26 北海道地震支援活動の市職員報告 砺波・防災士連絡協

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉓ 人を受け入れる力 第１章 おいたちの巻 砺の心①

北陸中日 1 県勢 １３部門制覇 ２３度目総合Ｖへ好発進  常陸宮杯中部日本スキー

16 砺波工高生 ３年連続全員合格 第二種電気工事士試験

16・17 地元で快走 県勢独壇場 石井大回転少年男子Ｖ  大回転中学女子も圧巻  橋本大回転Ｖも「６０点」

 ３０日　水曜日
北日本 12 県勢の中井柊優勝 中部日本スキー女子距離フリー 山本・野尻も制す

15 声の交差点 素直に育った孫  砺波市 小西文子 （７４歳）

15 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

17 新幹線生かし誘客を 高岡でセミナー  旅行商品のこつ学ぶ

18 北海道地震 支援活動を報告 砺波市防災士連絡協議会

18 伝統技法で寒糊作り 大島表具店

19 中学生１９人１９団体表彰 富山県をよくする会  個人の部 高川愛結さん（庄川）　団体の部 般若中生徒会

24 イノシシ対策 ノウハウ共有 県内８モデル地区  取り組みを発表

24 球根栽培 期待の新人 ４４歳埜村さん  後継へ両親手伝う  砺波

24 チューリップよ花開け 来月展示へ植え込み  県球根組合  台北市職員に指導 台湾

25 地図と衛星 位置ずれ補正 国土地理院 システム開発へ  地殻変動 富山市役所東に４０㌢

25 インフルで１０施設  学年・学級閉鎖 県内

27 １４市町村「穴開け」変えず 国が通知「スプレー缶穴開けないで」  県内 理由の大半爆発防止

富山 2 社説 となみ野型で他産地支援  タマネギ生産広域化

2 イノシシ対策モデル集落 ５地区で被害減少  １地区ゼロ、２地区増  県、初の事例発表

22 着地型旅行商品考える 高岡でセミナー  県西部６市の担当者

22 「寒糊炊き」伝統製法を継承 大寒に合わせ  砺波、南砺の表具師

22 常陸宮賜杯第６９回中部日本スキー大会最終日 大会結果

23 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 個人 砺波市庄川中 高川愛結さん　団体 砺波市般若中生徒会

24 台北で球根咲き誇れ 来月 チューリップ展開幕  砺波市と県花卉球根農協 現地で５６００個植え込み

24 きょう小学校訪問 津田課長ら一行

26 となみ１３００年 住みよさの秘密㉔ 暴れ川に「とがれた土地」 第１章 おいたちの巻 砺の心②

26 県内、インフルで１０施設閉鎖措置 砺波市北部幼稚園、砺波北部小

北陸中日 13 県勢圧巻 成長実感 第６９回常陸宮杯中部日本スキー大会  県勢最終日の成績

13 滑らか上嶋 攻めてＶ 大回転 中学女子

21 広瀬が連覇 スキー 常陸宮賜杯

読売 28 よみうり文芸 短歌  砺波市 井上房子

 ３１日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（１／３１～２／６） 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

15 朝市夕市 県内 砺波市

22 ７年連続「特Ａ」受賞 Ｂ＆Ｇ全国サミット

22 教育研究実践記録を発表 砺波市中学校教育研究会の全体研修会  出町中学校

23 軽い運動で疲労回復 砺波「ライフフィット」３月ジム開設

23 合併処理浄化槽を導入 砺波市検討委 下水道整備計画見直し

29 インフルで２施設　学年・学級閉鎖 県内

30 朝もやに煙る散居村 県内氷点下

富山 2 健康教育実践 １１校を表彰 県教委

13 地鳴り 預かった命で強く生き抜いて 嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

23 最優秀賞に峠教諭 砺波で中学教育研究会

23 一部で合併浄化槽導入 砺波市検討委 下水道計画を見直し

24 ボランティアと職員ら意見交換 砺波総合病院

25 砺波海洋センター７年連続の特Ａ 砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター　優良センター表彰

11 ページ



28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉕ 「栃」の右側とは違う 第１章 おいたちの巻 砺の心③

28 インフルで学年、学級閉鎖 砺波市庄川小

北陸中日 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

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

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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