
　　　　　　　２０２０（令和２）年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　水曜日
北日本 4 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 元福野町立福野小校長 水上忠雄

27 仲間と集う 青島丑寅会 砺波市 米道信宏

29 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

5・7 特色いっぱい！わが市町村 砺波市 散居とチューリップのまち

5・11 新春読者文芸 俳壇 佳作、詩壇 天

富山 2 新春経済座談会 北陸コカ・コーラボトリング会長 稲垣晴彦

14 次期衆院選 全国情勢 自民、着々と準備 富山

29 富山新聞文化センター ⑫イオンモールとなみ教室 ⑬アピタ砺波教室 ⑭砺波ダンススタジオ

37 コント 砺波・たぬき

40 ５日から企画展 砺波図書館

42 台湾へ球根１万５６００個 砺波市 来月、台北チューリップ展 輸出定着へ１２品種

44 紙風船 縁結びの助っ人 髙瀬神社

44 高齢者叙勲 瑞宝双光章 元福野町立福野小校長 水上忠雄

47 富山県内で３人以上が犠牲となった主な火災 砺波市鹿島の住宅火災

2・4 富山県企業局からの発信 広告

3・4 呉西プロジェクト 夏野修砺波市長 フェアの魅力充実へ

3・8 衆院選予想立候補者一覧㊤ 富山

3・27 新春ガイド とやま 催し 季節を彩る花々～新春～ チューリップ四季彩館

3・27 新春ガイド とやま 初売り・福袋 アピタ砺波店

　２日　木曜日
新聞休刊日

　３日　金曜日
富山 9 地鳴り 近所に泥棒が２回も入った　犀川寮明　７１歳（砺波市）

20 浅野、八田が縁　台湾誘客　砺波・庄川遊覧船 懸け橋２人　功績紹介　チラシ制作、旅行社に配布

20 百歳 林きみ子さん　（砺波市庄川町青島、２日生まれ）

21 輝かしい発展へ結束 砺波市出町地区新年賀詞交歓会

　４日　土曜日
北日本 1 砺波発 ご当地ハナショウブ 県民公園頼成の森 ２品種開発  １０年かけ研究開花  花しょうぶ祭りで見頃

27 となみ野に「知の拠点」 小矢部３月 砺波１１月 ２市で図書館  大屋根 まちの象徴

37 出町住民が新春祝う 砺波市出町地区賀詞交歓会

37 １００歳おめでとう ２日 林きみ子さん（砺波市庄川町青島、２日生まれ）

富山 17 新年文芸 詩  佳作 紫藤道子（砺波市狐島）

20 書き初め勢いよく 砺波市児童クラブ連  あすから市美術館で展示

22 「挑戦」胸に精進を 知遠書法篆刻研究会  砺波で新年会

22 新春祝う軸や篆刻 砺波で作品展

22 交通まちづくり ２５日に公開講座 砺波で呉西市民会議

23 稽古始め 気持ち新た 技の上達を誓う  砺波剣友会  １５０人が打ち込み

北陸中日 10 稽古始め 一年の精進誓う ２人１組で技試す  砺波剣友会

　５日　日曜日
北日本 25 一筆入魂で書き上げ 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

25 稽古始め　今年も気合だ！ 心技体を鍛錬　砺波剣友会

27 防火　決意新た　県内６市　出初め式 神社で安全祈る　砺波市は、出町神明宮で防火安全祈願祭

30 きょうの催し 県西部　第１回ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰ

31 ニュースファイル 城端線１本運休　４日

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 食欲が回復してうれしい　山田敏江　７７歳（砺波市）

21 タグラクビー楽しもう　１８、２５日に体験会 砺波市ラクビー協　Ｗ杯追い風、普及図る

22 各地で出初め式　火消しの心意気示す 裸放水、地域守る気概　砺波市消防出初め式

26 城端線１本運休　４日 防護無線の不具合

北陸中日 5 発言 庭の手入れ　素人ながら整理　島田栄　７１歳（砺波市）

読売 25 防火願う裸放水 砺波で出初め式

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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　６日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　１２月の入選作 二席　「ちょっと待っててね」　浅谷彩乃　砺波市十年明

31 屋敷林落ち葉　焼却駄目？ 合法・違法　線引き難しく　新旧住民に意識の隔たり

富山 9 地鳴り １００歳体操を今年も頑張る　紫藤道子　８５歳(砺波市)

9 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

16 児童の書き初め４９０点 砺波市美術館で作品展

16 科学の面白さ伝える１００冊紹介 砺波図書館　企画展示「科学道１００冊」

16 高岡法科大ボランティア部　防犯パトに通年参加 北陸初　砺波・出町組合に協力　活動ノウハウ習得

北陸中日 5 二度咲きの桜　３月に再会を　 大鋸谷茂喜　７２歳（南砺市）

読売 33 学生が防犯パトロール 高岡法科大　夜間や児童見守り活動

33 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　７日　火曜日
北日本 12,13 ２０２０　新年来社 本社　砺波支社

15 声の交差点 冬の用水事故に注意　米沢義昭　７９歳(砺波市)

21 青パト巡回　学生が一役　高岡法科大生４４人交代で 砺波　出町　防犯と見守り　継続的に参加

22 １６チーム熱戦　 フットサル　「ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰ」

28 きょうの催し 県西部　第６５回砺波市児童生徒書初大会

富山 4 本社来訪（６日） 富山本社　高岡支社

13 地鳴り 楽器を片手に世界歩きたい　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

19 地域発展へ　課題克服を　 執務始め　首長訓示　砺波市

20 経済界トップ　本社で抱負　 地域の景気拡大へ　地方こそ５Ｇを　米原経済同友会特別顧問

22 城端線の一部列車　富山行きに変更 １８、１９日のセンター試験

北陸中日 7 今年を占う…トップの一字 和やかな年に／五輪後不安も

13 砺波市児童ク連　書き初め作品展 力作４９９点並ぶ

　８日　水曜日
北日本 5 '２０秋 知事選 県内首長「候補一本化を」　上市町長は石井氏支持

10 新年来社　２０２０ 本社　砺波支社

17 声の交差点 夢は高岡商４連覇　砂﨑猛雄　７９歳(砺波市)

19 展望　２０２０　市町村長に聞く 夏野修砺波市長　土砂災害マップ見直し

19 伸び伸びと書き初め 砺波市児童生徒書き初め大会

19 ドリーム券の当選番号決定 砺波市商店街連盟の年末年始大売り出しのドリーム券抽選会

19 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 １年　金賞他

20 コイ放ち厄払い 庄川金屋で伝統行事　「厄払い鯉の放流」

20 富山工業の「嵐」優勝 ロボットアメフト高校生県大会　４校６チーム熱戦

20 出初め式表彰名簿 砺波市

21 ３学期も頑張るぞ ４市町小中学校で始業式

26 イノシシ１頭　豚コレラ陰性 砺波市で捕獲した野生イノシシ（７日）

富山 1 砺波・庄川の奇祭　コイに御神酒　健康願う 厄年の男女が放流

2 県内７首長、本社で抱負 ハード整備仕上げる　夏野砺波市長

2 本社来訪（７日） 富山本社　砺波総局

11 地鳴り 若い人も安全運転意識して　浦外喜夫 ７０歳(砺波市)

16 長年の尽力たたえ　各署で感謝状 砺波署

19 ３学期「思いやり」胸に 砺波など４市町で始業式

19 色彩豊かな額や４㍍ツリーで魅了 砺波、磯井さん作品展　押し花作家

22 豚コレラ、砺波の１頭陰性 砺波市で捕獲された野生イノシシ（７日）

北陸中日 7 経営者　年頭訓示・所感 非製造業　北陸コカ・コーラボトリング　稲垣晴彦会長

13 コイ酔い酔い　よい年こい 砺波　奇祭「厄払い鯉の放流」

読売 23 厄流してコイ　 砺波で奇祭　「厄払い鯉の放流」

朝日 23 秋に知事選を予定 今年の選挙、３市長選も

　９日　木曜日
北日本 2 新年来社　８日 砺波支社

14 県内美術館・博物館の催し（１／９～１／１５） 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 １１月１日開館　 砺波図書館

24 新年度予算は２２１億円規模 ２０２０年度市一般会計当初予算案
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24 ３選出馬明言せず 夏野市長

25 富山の林さん特選 第６８回独立書展

30 県内強風　４人けが ９市町に警報　気温上昇　南砺１９．３度　

富山 1 県内大荒れ　２人けが 高岡など　２１００世帯で停電　北陸線特急４５本運休

13 地鳴り 今年も平和な年であって　小倉慶子 ７５歳（砺波市）

20 砺波　新図書館　１１月１日開館 地中熱で空調、電気料節減　ＩＣタグで待ち時間短縮

20 新年度予算規模　２２１億円 新年度当初予算案

20 市長選は「やることをやって判断」 １１月２７日任期満了

21 新春祝う一服 砺波・麦秋苑で初釜

21 高岡さんが優勝 第２６回サンテンひだまり杯健康麻将交流大会

北陸中日 1 県内　春の嵐？ ４月並み気温　氷見２６㍍強風

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 新・砺波図書館は１１月１日に開館 ６月から休館

読売 24 科学の魅力　書籍で学ぼう 砺波の図書館　９０冊展示　「科学道１００冊」

25 ３市１村でも首長選 砺波市

朝日 19 給与水準　富山市１位 県内１５市町村の公務員

毎日 20 新成人３年ぶりに増加　２０年・県まとめ １万４８５人、前年比２４２人増　

20 特選に林さん 独立書展、東京で２０日まで

20 地域の安全守る　学生パトロール 高岡法科大の社会安全ボランティア部　砺波市出町防犯組合

20 一年無事に　 砺波・厄払い鯉の放流

１０日　金曜日
北日本 2 新年来社　９日 砺波支社

11 とやま青少年伝統芸能祭　出演者とプロデューサーに聞く　㊤ 若手の舞台　節目飾る　邦楽　干場杏菜さん　１３歳（出町中１年）

17 声の交差点 元旦マラソンと朝日　砺波市　島田栄（７１歳）

19 優良従業員を表彰 庄川町商工会の優良従業員表彰式

19 役目終えた神棚に感謝 砺波市五郎丸の長田神具店で焼納祭　

19 創業５０年祝い記念冊子発行 物流業のスリー・ティ（砺波市鷹栖）

19 初春の一服味わう 市福祉センター麦秋苑の茶道教室、お茶を嗜む会

富山 16 すこやか育児 山田江里子さん＝砺波市高道  長男 真広ちゃん

19 地鳴り 令和最初の正月を迎えて  佐野嘉江  ７４歳（砺波市）

21 庄川氾濫想定し訓練　 昨年の台風受け　砺波市が９月　企業、団体と連携　一人一人行動計画

21 救急出動件数　６年ぶり減少 昨年の砺波消防管内３市

21 献血協力呼びかけ となみセントラルＬＣ

22 左義長の唄を継承 砺波南部小校区　児童と園児が練習

22 優良従業員１３人を表彰 庄川町商工会

26 ああ高岡や　⑧　新砺波駅と呼ぶ人あり　 か　かがやきあまり停まらない

北陸中日 11 冬場の空きハウス生かせ 小松菜栽培の普及拠点へ　ＪＡとなみ野が１０棟

22 今春必修化　プログラミング教育 県内３教委　準備に遅れ

読売 21 華々しくお正月 県花総合センター　季節展示「お正月」

１１日　土曜日
北日本 21 モンゴルの話に関心 砺波ロータリークラブ 庄川小学校で出前講座

21 「子」を多彩な筆使いで表現 きょうから色紙展

22 青白く輝く「耀変光輝」 長春天山さん制作の茶碗　５０年間で２度目

22 地域経済振興願う 商議所 賀詞交歓会

富山 19 地鳴り 夜空を眺めて思い出すこと 紫藤道子 ８５歳（砺波市）

21 新成人に「認定証」 砺波市あす配布 富山弁で定住呼び掛け

23 砺波の商工業発展を 会議所が賀詞交歓会

23 顔出しパネルで投稿を フェイスブック型やチューリップ 砺波の四季彩館

北陸中日 14 １９年の火災数２３件 死者３人減の１人 砺波地域消防本部

１２日　日曜日
北日本 11 砺波でホーム開幕戦 アランマーレ初白星

富山 9 地鳴り 持続可能な企業づくりを 北清 俊一 ６２歳(砺波市）

16 児童がお点前披露 砺波で初釜のつどい　砺波市出町児童センター

16 健康、平安 炎に願う 各地で左義長 砺波・太田 砺波・若林

17 箏の音色で新春彩る 砺波の総合カレッジＳＥＯ

19 日本リーグ　アランマーレ　ホームで今季初勝利 砺波のファン沸かす
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北陸中日 5 発言 北海道からルーツを訪ねて 上野亮平 ７７ (砺波市）

１３日　月曜日
北日本 10 「START☆みんなのミュージアム」展　18日から県美術館 見る・創る・学ぶ　充実　無料空間で工作体験

17 追想　ありし日 沢田茂子さん　カレーショップ「メキシカン」店主　明るい人柄　愛され

19 あなたは　きょう成人の日　家族のチカラ　私の誇り ロイヤルホテル富山砺波総支配人　宮永陽子さん　砺波市福山

23 県内１４市町村　成人式　新しい未来を開く　ふるさとに恩返し 砺波市　踏ん張って生きていく　チラシで定住呼び掛け

25 小中学生が熱戦　稽古の成果披露 市剣道会新春錬成大会

富山 14 県内で成人式ピーク　令和の大人　自覚胸に 砺波市　自ら信じ力強く　

15 寒稽古の成果発揮 砺波・新春剣道大会

北陸中日 10 地域未来派　 「百歳体操」元気広める　砺波市保健師　宮原優太さん（３１）

10 晴れやか　成人式　決意新た 「好機生かし踏ん張る」　砺波は６０２人

11 寒稽古の成果披露 砺波市剣道会が錬成大会

１４日　火曜日
北日本 9 仲間と集う 砺波市身体障害者協会　庄川支部・南般若支部(砺波市　坂井尚義）

19 砺波市児童生徒書き初め大会 小学生　北日本新聞社賞・特選他

21 ５月に５０周年式典 となみＪＣ

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小５年　伊藤駿君　

27 ニュースファイル 砺波でも２人重傷

富山 14 新成人５人を祝福 育成会となみ

14 ロビー展 小谷春栄　前衛書道展　富山銀行庄川支店

15 図書館　出張カフェ人気　砺波　障害者支援施設が開設 ケーキやタルト、毎回完売　新館・飲食エリアに期待

15 ５月に創立５０周年式典 となみＪＣ　７月に地区フォーラム

18 事件・事故 砺波では２人重傷

朝日 23 ぶらり　つれづれ 数千の農民　押し寄せた寺

23 計２４団体が県大会へ アンサンブルコン　新川・砺波地区

毎日 18 ハナショウブ　初のご当地品種　２種開発　名称、祭りで発表 砺波　県民公園　頼成の森

１５日　水曜日
北日本 4 冬の通行止め解消法検討 県道金沢湯涌福光線　知事　当初予算に調査費

21 仲間と集う レモン会(砺波市　砂田美和子）

26 ハローキティのなるほど図鑑　１８０ コイ　魚津水族館　喉元の歯でかみ砕く

31 ニュースファイル 砺波の工場で違法残業疑い  ガラス製造販売「エヌビーエス」と同社富山の元工場長

31 ニュースファイル インフルで学年・学級閉鎖　学年閉鎖＝砺波市庄川小

富山 3 通行止め解消へ調査費 金沢福光連絡道路　橘、馳氏の要望に知事

19 コント 砺波・たぬき

20 １００円カフェ　住民に好評　お茶と菓子、交流に一役 砺波・五鹿屋公民館　元保育士の野村さん開設

22 学芸員が選んだ絵画など秀作７９点 砺波市美術館で蔵品展

24 事件・事故 労働時間超過の疑い　ガラス製品製造「エヌビーエス」と同社富山工場長だった男性

24 県内５会場行き来　バスや電車を増発 １８、１９日の大学入試センター試験に合わせ、増発

26 ３小学校でインフル 砺波庄川小

北陸中日 12 違法な時間外労働疑いエヌビーエス書類送検 砺波労働基準監督署　十四日

読売 27 県道冬季通行止め解消へ調査費計上 「金沢湯涌福光線」

27 違法残業疑い書類送検 ガラス製品製造会社「エヌビーエス」

毎日 26 第６５回　青少年読書感想文全国コンクール　県代表作品　④ 「子ぶたのトリュフ」を読んで　砺波市立砺波南部小４年　高木聡汰さん

日本経済 13 ＹｏｕＴｕｂｅの引力　① ユーチューバー、淘汰の時代に　芸能人参入　市場を席巻

１６日　木曜日
北日本 17 声の交差点 箱根駅伝から学ぶ　砺波市　沖田信一（７１歳）

21 朝市夕市　県内 砺波市

23 公共交通の在り方　公開講座で考える ２５日　散居村ミュージアム

24 遮光ネット　早めの準備 チューリップ公園　パイプ枠設置

24 運動の楽しさ学ぶ 太田認定こども園

24 落葉果樹剪定　理解深める 小矢部園芸高生

31 ニュースファイル インフルで３校学級閉鎖　砺波市庄川小

富山 2 ジビエフェア　県内２０店参加 あすから来月２３日

19 くらしの日記 賀状の自筆にお礼　紫藤道子　８５歳（砺波市）

22 リンゴや洋梨　生徒が剪定学ぶ 小矢部園芸高

22 運動遊びに歓声 砺波・太田こども園
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23 太田、油田Ｂが決勝へ 第１１回ロングラン親善ゲートボール大会第３日

25 チューリップフェアへ　暖冬で来月にも 開花調整で遮光ネット

28 ３小学校で集団インフル 砺波市庄川小

29 カンカン野菜　寒くならず　甘さ満たせず　 高岡、砺波　ホウレンソウやコマツナ　「普通」で出荷、農家収益減　

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

13 チューリップのまち　砺波 顔出し写真　ＳＮＳにあげて　四季彩館に撮影用ボード

13 チューリップのまち　砺波 フェア主会場では遮光ネット準備

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

１７日　金曜日
北日本 23 声の交差点 目標持って長生きを 砺波市 村中正敏(無職 ８９歳）

23 仲間と集う 鷹栖３区長寿会(砺波市 林功）

27 公共交通 利用呼び掛け あすから大学入試センター試験

35 阪神大震災きょう２５年 悲しい記憶と教訓 胸に 書道家 森泉和美さん（７７） 砺波市出身

富山 13 コント 砺波・越中之助

18 園児の事故や犯罪防止学ぶ 砺波・雄神保育所

22 愛妻にチューリップを 富山の生産者、都内でフェア

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

23 学校PC共同調達検討 県と市町村「１人１台」国方針受け

１８日　土曜日
北日本 25 リズムダンス　全国１位報告 庄東小４年生　市長訪問　全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール

25 １００歳おめでとう　１７日 上野文子さん（砺波市庄川町三谷）

26 入賞者６７人決まる 版画年賀状　「第１８回なんと版画年賀状公募展」

26 ローカル５Ｇ新事業開拓を 総務省の井上氏講演　砺波地域情報通信研究会

26 子ども守る方法　保護者と職員学ぶ 雄神保育所

富山 21 地鳴り 初詣の帰りにきれいな虹見る　西山好美　６３歳（砺波市）

21 地鳴り コードレス掃除機のプレゼント　小倉慶子　７５歳（砺波市）

22 百歳 上野文子さん（砺波市庄川町三谷）

23 ロビー展 杉森律子　日本画展　北陸銀行庄川支店

29 県内　記録的な少雪　 １０市町村　除雪車出動ゼロ　経験不足危ぶむ声も

北陸中日 12 リズムダンスＶ２喜び 砺波・庄東小児童、市長に報告

１９日　日曜日
北日本 17 仲間と集う 青島戌亥会(砺波市 新川張和）

30 委員長に石田さん 県日本画家連盟

31 県西部中学生２３５人　シャトル打ち合う 市バドオープン大会　【男子】１年　ダブルス他

37 高岡・氷見　能越道２区間　対向車線飛び出し防止 事故減へワイヤ防護柵

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

35 地鳴り 感謝の気持ちを法要で伝える  紫藤道子 ８５歳（砺波市）

35 地鳴り 書店巡りが最近の趣味　春川正人 ７２歳（砺波市）

36 親子で器作り挑戦 砺波・栴檀野幼稚園　閉園前の思い出に

36 児童がそり滑り 砺波青少年の家で合宿　「なかよし合宿」

37 トレーニングで健康に理解深める 砺波のジムでセミナー　砺波市高波の疲労回復ジム「オアシス」

37 創立２０周年へ結束を誓う 高岡でコアネット総会

39 氷見ＦＣなど決勝Ｔへ　氷見フットサル開幕 富山、石川の５、６年　３２チーム熱戦

39 宮木、県総体に続きＶ 距離クラシカル ２０１９年度県スポーツフェスタ第７３回県民体育大会

39 出町男子が準優勝 第１２回ＫＡＨＯＫＵ卓球カップ・河北郡市中学校卓球部強化練習会

39 「トライ気持ちいい」児童がタグラクビー 砺波で体験会　砺波市ラグビー協会

北陸中日 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 高校男子　大回転　回転　学校対抗

朝日 33 １３団体が県大会進出 富山地区アンサンブルコン　小学校／高校／大学

２０日　月曜日
北日本 18 新年文芸 詩・佳作　紫藤道子（砺波市狐島）

30 合唱祭へ歌声磨く 来月２日　市文化会館　出演者が全体練習

31 油本さん（魚津）初優勝 小学生将棋名人戦県大会　３月　東日本大会へ

富山 24 氷見フットサル　６年小杉Ｖ　５年　南星 氷見フットサル大会２０２０　５、６年生の部最終日

25 水口が優勝　スキー大回転　男子成年Ｃ ２０１９年度県スポーツフェスタ第７３回県民体育大会スキー　【大回転】男子１部Ｂ他

29 ほたるいか 県民公園頼成の森で竹スキー作り

北陸中日 1 景況「下降」増える　 富山県と１１市町村「変わらない」
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朝日 23 １３団体が県大会に 富山地区アンサンブルコン　中学校／職場・一般

２１日　火曜日
北日本 23 民謡・三味線初ざらい会 井波で藤本わかば会

26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小６年　野﨑晶瑚さん　小谷珠幸さん　

富山 23 地鳴り 漢字の書き順　孫から教わる　浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

24 高齢者１４人が運転技術確認 砺波で教室　砺波市シルバー人材センターの運転教室

26 となみチューリップフェアの協賛金募集 砺波市花と緑と文化の財団

27 北京五輪バド女子複４位　末綱さん実技指導 来月、砺波・中野体育振興協

28 紙風船 チューリップの記念日　砺波切花研究会が１月３１日を「チューリップを贈る日」に登録

北陸中日 14 高齢ドライバー　自らの運転確認 砺波で安全講習会　砺波市シルバー人材センター

読売 28 庄東小が文科大臣賞 リズムダンス　砺波市長に報告

２２日　水曜日
北日本 17 仲間と集う マドカグループ(砺波市　黒田美紀子）

19 事故防止の注意点学ぶ 砺波市シルバー人材センターが安全運転講習会

19 台湾で咲き広がれ　砺波のチューリップ 来月　花展へ出荷１万球増　士林官邸鬱金香展

19 公共交通考える ２５日に公開講座　呉西地区交通まちづくり市民会議

19 フレイル予防に理解 砺波厚生センター管内の食生活改善推進員の研修会

20 全国工業高製図コンクール 県内４人　最優秀特別賞

27 ニュースファイル 住居侵入疑いで逮捕

28 砺波で豚コレラ イノシシ２頭感染　２１日　砺波市井栗谷で捕獲したイノシシ

28 県内　全店有料を維持　「例外なし」知事が方針 ７月からのレジ袋配布　国は一部無料化でも

富山 18 冬のアスパラ　消費拡大　道の駅で直売、給食も 砺波、南砺の研究会　促成栽培、今季は収量増

18 フレイルに理解深め 小矢部で予防研修会　砺波厚生センター管内食生活改善事業推進連絡会など

19 県内４人が最高賞 全国高校製図コンクール

20 来月開幕のチューリップ展　台北で球根植え込み 市と県花卉球根農協　砺波ＰＲに１万５千個

22 事件・事故 砺波で住居侵入の男逮捕

24 ああ高岡や　⑳　「高岡城ＧＯ」が欲しい わ　わらわら集まるポケモンＧＯ　

24 砺波の２頭、豚コレラ 砺波市井栗谷で捕獲した野生イノシシ２頭　２１日

北陸中日 13 高校生　全国製図審査機械系部門 最優秀特別賞に県内４人

２３日　木曜日
北日本 6 アピタ砺波店　ドンキ業態取り入れ ６月下旬　「所狭し」陳列　低価格化

21 情報かわらばん となみ野

21 朝市夕市　県内 砺波市

21 損保ジャパンと市　防災力向上へ協定 砺波市と損害保険ジャパン日本興亜

26 新成人　安全運転誓う 砺波署に署名簿

33 住民税通知書「丸見え」　副収入や家族の個人情報記載 県内５市　改善求める声

富山 13 地鳴り 冬休みの思い出に貢献　 黒田和也 ４２歳（砺波市）

23 ７２０世帯に絞って整備 砺波市　下水道計画見直し案

23 交通安全を誓い　新成人が署名簿 砺波署

24 ２５日にバス活用のまちづくりで講演 砺波　交通まちづくり公開講座

28 富山　最も遅い冬日 県内全地点で氷点下

29 砺波店　６月「ドンキ化」 アピタ、新業態店へ　３月改装

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 27 雪不足　スキー場苦悩 開業めど立たず　「こんな状況では…」

２４日　金曜日
北日本 6 県内５社が１００周年 東京商工リサーチまとめ

18,19 ２０１９年度　北日本新聞スポーツ記録賞 ８８人が標準記録突破　あす表彰式

23 声の交差点 郷愁抱く山の冬景色　上野亮平　７７歳(砺波市)

23 仲間と集う 鷹栖第１区長寿会(砺波市　上田登昭）

25 おいしい野菜に感謝 学校給食に食材を提供する砺波市内の農家を招いた食事会

25 １００歳おめでとう　２３日 永井芳子さん（砺波市林）

26 砺波のキャンペーン隊　北海道でＰＲ チューリップフェアに来て

26 氷見高家庭クラブ３位 日本キルト大賞　ユース部門　自然や文化表現

富山 4 決断　その時 社長の椅子より会社　北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦氏

18 すこやか育児 山田江里子さん＝砺波市高道  長女 陽菜ちゃん

24 百歳 永井芳子さん　（砺波市林、２３日生まれ）
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25 オランダ料理に舌鼓 砺波・鷹栖小　給食に姉妹都市の味

25 坂本さんが優勝　 第１０回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

27 氷見高キルト３位　寒ブリやチューリップ図柄に 第１９回東京国際キルトフェスティバル「日本キルト大賞」ユース部門

27 損保ジャパンと防災力向上で協定 小矢部、砺波市

北陸中日 13 氷見高　キルトフェスで入賞 富山アピール「みんな一つに」

13 ソフト面で防災向上　小矢部市が連携協定 損保ジャパン日本興亜と

読売 26 地元食材　学校でおいしく 全国給食週間で食育　砺波市立鷹栖小学校

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

朝日 20 お出かけ情報 ◆座★お気軽寄席　みんなで笑って！冬のファミリー寄席

毎日 20 庄川小学校２年生めばえ展 松村外次郎記念庄川美術館

２５日　土曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

33 次期支援計画案まとめる 砺波市子ども・子育て会議

34 交通安全ポスター　赤畠さんを表彰 ＪＡ共済連　全国小・中学生書道・交通安全ポスターコンクールの表彰式

34 労災職業病健康相談会 来月から県内８カ所で

35 最優秀賞に夏野さん（歌の森小６） 農業用水ポスター・標語 和泉絵万（砺波東部小６） 河島光志（出町小４）

富山 2 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

13 地鳴り 左義長の作り方子どもに伝承を 犀川寮明 ７２歳（砺波市）

20 ２月のイベント一覧 ２７日 第６回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

23 貧困対策を目標追加 砺波市 第２期子育て計画案

25 射水の夏野さん　ポスター最優秀賞 「水の事故防止」表彰式　和泉絵万（砺波東部小６） 河島光志（出町小４）

25 日本篆刻学生展へ意欲 こども書道 児童生徒、制作に励む

25 滑川高薬業科 最優秀賞受賞 ミラコン

26 「愛妻にチューリップを」 １月３１日は「贈る日」 都内で産地フェア

29 大入り春節ピリピリ 庄川遊覧船にぎわう

毎日 26 ネットカジノの店長ら５人逮捕 富山・賭博容疑

２６日　日曜日
北日本 3 広告 今月、１月２６日は「文化財防火デー」です。

4 被災者支援拡充４４％要望 全国自治体アンケート  住宅再建 広く救済を  県と３市町「拡充すべき」

10 広告 イクボス企業同盟とやま  ますますひろがる、とやま「イクボス」の輪。

19 みんなのＶＯＩＣＥ 「暖冬の喜怒哀楽」  砺波市４０代男性 機械屋さん

21 文化財 火災から守れ！ 芳里家住宅  万一に備え動きを確認

22 先生は大学生 静電気でひも浮いた  中野幼稚園で実験

22 先生は大学生 木材使いオブジェ　庄川美術館で催し

28 とやまｗｅｂｕｎランキング １８～２４日 ②ドンキ業態取り入れ  アピタ砺波店（２２日）

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

4 被災支援拡充　４４％要望　 市区町村、支給増や対象拡大　県と２市１町「拡充を」

11 広告 １月２６日は「文化財防火デー」

20 きょう文化財防火デー ふるさとの宝守れ  住民らが訓練、連携確認  砺波・芳里家住宅

21 デジタル時代 生き方考える 砺波工業が講演会

22 木工アート「サメできた」 富大生、子ども向けに企画

22 中部日本選抜小学生バレー 第１３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第１日

24 チューリップフェア来場を 北海道で砺波市がＰＲ

読売 24 病院の実力～富山編１４１ 保存療法基本に手術も  スポーツ障害（肩、足など）

25 子どもたち アートに挑戦 砺波  富山大生が教室

朝日 21 ９団体が北陸大会へ 県アンサンブルコン 小・高・大学部門

２７日　月曜日
北日本 19 近年の技術革新学ぶ 講演会「デジタル時代と子どもの向き合い方」

21 ７月に５０周年式典 県太鼓協会

21 心尽くしの一服味わう 初春の茶趣に浸る  北日本となみ野茶会

21 越中三助焼の花器や茶わん 本社砺波支社で作陶展

富山 2 社説 防災道の駅  避難所にふさわしい機能を

9 地鳴り 今年初めての「頼成の森」歩き  荒井ゆみ子 ６９歳（富山市）

9 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

16 庄川男子準Ｖ 新庄北３位 中部日本選抜小学生バレー  中之口男子（新潟）が優勝

18 公共交通の役割学ぶ 砺波でまちづくり講座
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19 ６年の部 福岡準優勝 第２１回すこやかカップ学童交流フットサル大会・６年生の部

読売 23 仕事びと 餡に地元産桃、ゆず  菓子職人 板谷達也さん ４７

23 文化施設守れ 各地で消防訓練

23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 17 １１団体が北陸大会へ 県アンサンブルコン  中学と職場・一般

毎日 20 第６５回青少年読書感想文全国コンクール 県代表作品⑩ 知ることは世界を変える第一歩  県立砺波高２年 川上真依さん

２８日　火曜日
北日本 12 降雪へ願い込め気勢 来月１６日　とやま・なんとスキー国体開幕　県選手団が結団式

15 北日本文芸 歌壇 俳壇  詩壇

17 声の交差点 スロベニアに学ぶ　 砺波市　武部幹夫(７９歳）

18 力強い男声ハーモニー 男声ボーカルユニット「ｈｏＢＢｉｔ」のコンサート

19 地方創生や農業語る 砺波市新春農業講演会　

19 公衆トイレ２４時間開放 砺波市の中野地区自治振興会

19 大豆菓子リニューアル 小矢部　手をつなぐとなみ野　包装や商品名変更

20 お得に高岡巡ろう ＥＴＣ限定　買い物券付き企画　定額　高速道路乗り放題

20 野球指導者に育成方法語る 新潟医療福祉大　佐藤教授

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小５年　藤森一颯君　

富山 23 地鳴り タイヤ交換も全く雪降らず　浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

26 台湾輸出で発展を　砺波のチューリップ 早大大学院・片山教授が講演

26 ものづくりの結晶　富山駅ガラスパネル　 富山湾と立山連峰表す

31 雪不足　２年連続　中止 砺波市民体育大会スキー競技会

北陸中日 13 来月チューリップ展に１万個超 県産根付く　台湾販売　砺波市職員ら　現地で栽培指導

毎日 18 市民スキー大会　雪不足で中止へ 砺波市五谷の「となみ夢の平スキー場」

18 読書感想画中央コン　県代表１３点決まる 小・中・高　２８校から５４０点応募　第３１回読書感想画中央コンクールの県内審査

２９日　水曜日
北日本 5 広告 ふるさと紀行　我がまち　砺波市

17 声の交差点 早春の香り味わう　 砺波市　横川實(７７歳）

21 伝統技法で糊作り 大島表具店　７～１０年寝かせ完成　砺波市大門

21 薬物使用の断り方演技 庄川小で教室

22 中学生１９人１９団体　生徒会活動やボランティアに力 富山県をよくする会　きょう表彰　旭紗矢果さん　庄西中家庭部

22 県内４地区で来月無料相談会 県司法書士会

27 ニュースファイル 富山・砺波で豚コレライノシシ

27 ニュースファイル インフルで休校や学年・学級閉鎖　砺波市栴檀野幼稚園　砺波市鷹栖小

29 武漢みるみる緊迫 患者受け入れ体制整備　県内指定５病院　県と連携

富山 1 国内で日本人初感染　奈良の６０代バス運転手 富山は５病院　患者は指定医療機関に

21 地鳴り 今の高校生は案外しっかり　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

21 地鳴り 春近くなると思い出すＮさん　戸田祐子　５７歳（砺波市）

21 地鳴り　イラスト 福寿草　島田紘子（砺波市）

22 砺波・庄川小でも恐ろしさを理解 砺波市庄川小の薬物乱用防止教室

23 小学２年生の版画、絵画並ぶ 庄川美術館　砺波市庄川小２年生めばえ展　おはなしポケット

24 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　旭紗矢果さん　庄西中家庭部

25 「寒糊炊き」仕上げ 砺波、南砺の表具師４人　砺波市大門

28 ツクシ　一足早く　砺波市野村島 砺波の高崎さん撮影

28 インテックなど４社３カ月間の指名停止 情報持ち出しで金沢市

28 ２頭が豚コレラ感染 ２８日　砺波市市谷で見つかった野生イノシシ２頭

28 ６施設で集団インフル ２８日　鷹栖小、栴檀野幼稚園

北陸中日 1 渡航歴なく新型肺炎感染　奈良の運転手　バスに武漢の客 「指定感染症」閣議決定　指定医療機関　全国に４００施設　県立中央など富山は５ヵ所

13 庄川遊覧船　台湾客の波乗る 短時間利用　今月、過去最高見通し

読売 23 薬物の危険性　小学生が学ぶ 砺波　庄川小学校

３０日　木曜日
北日本 1 城端・氷見線　ＬＲＴ化　 ＪＲ西・県・沿線４市検討　直通化も議論

5 県・４市　歓迎とけん制　城端・氷見線　ＬＲＴ化 費用負担「ＪＲ主体で」

14 県内美術館・博物館の催し（１／３０～２／５） 砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

19 つなぐ ひとズームアップ　とやま×首都圏　ＡＪＩＳＡＩ社長　長久隼廷氏　古里の伝統品を世界へ
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21 交通安全誓い　署名簿を提出 砺波市交通安全協会の役員４人

21 新年の思い書に込め ＣＯＳＭＯＳ書会　力作１２４点紹介

31 通学便利　観光に好影響　城端・氷見線ＬＲＴ化 沿線4市の経済団体・住民　２３年までの実現期待

富山 1 城端・氷見線ＬＲＴ化協議 ＪＲ西日本　県や沿線４市に提案　交通体系転換の一例に

3 知事　「整備費はＪＲ主体で」　城端・氷見線ＬＲＴ化 観光振興、地域の足確保に期待　県、交渉窓口役に参画

22 富山文芸　１月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　山森和子（砺波市）　

27 災害時の役割　自衛隊が講演 砺波で防衛セミナー　防衛省近畿中部防衛局

28 わが家 小西佳隆さん（４８）　江利子さん（４６）　優輝さん（20）　菜摘さん（１６）　祐輔くん（１１）　

28 交通安全署名簿　２万２６６４人分を提出 砺波市交通安全協会

北陸中日 1 城端・氷見線　「路面電車に」　 ＪＲ西、検討着手　表明　県に協議参加　要請　沿線４市

5 発言 日本スポーツ界の支え　期待  上野亮平　７７　富山県砺波市

7 富山の工芸　工業と融合 大建工業がドア試作

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 運転に思いやりを　市民２万３０００人署名 砺波署に安協提出

読売 27 新型肺炎　影響じわり 観光キャンセル相次ぐ　水際対策を徹底

27 城端・氷見線　ＬＲＴ化検討 ＪＲ西　沿線４市・県と開始へ　採算性、持続可能性探る

朝日 23 城端・氷見線をＬＲＴ化検討へ ＪＲ西と県・沿線自治体

毎日 22 次世代型路面電車　城端・氷見線に導入へ ＪＲ西　沿線４市と県に提案

日本経済 35 城端・氷見線　ＬＲＴ検討 ＪＲ西、自治体と可否議論へ

３１日　金曜日
北日本 23 自衛隊活動や国際情勢理解 防衛セミナー

23 １３年のひき逃げ 情報提供呼び掛け 県警 荒高屋の国道１５６号で発生

富山 21 地鳴り 年賀はがきのくじが当たる　藤井昭道 ４７歳（砺波市）

22 落ち葉の運搬支援実験 砺波 自治振興協で方針示す

25 新年度事業に意欲 砺波市ＧＧ協役員来社

26 砺波ひき逃げ きょう７年 県警検問 情報提供呼び掛け

北陸中日 12 砺波死亡ひき逃げ発生７年「情報を」 砺波署、現場で検問

読売 18 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

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
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