
　　　　　　　２０１５年（平成２７）２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　日曜日
北日本 3 第３子以降の保育料無料化 所得制限なし５市町が検討　県制度に独自上積み

5 ２２０人飛躍誓う 県中小企業家同友会

18 コート駆けパス・シュート 高一杯バスケ

18 北信越高校新人剣道予選 富山工・富山北部が突破

18 中学生１４４人熱戦 第１０回南砺市ジュニアオープンバドミントン選手権大会

18 フットサル 砺波大会U-14 大会結果

31 動物と宇宙融合 砺波市美術館至高の精神展　尾﨑さん（朝日）が７点

富山 19 ３０人が優雅な調べ 砺波、瀬尾箏曲響の会

19 砺波に感謝、後輩へ助言 全国高校ラグビー４強　京都の長森君が出身スポ少訪問

19 砺波で親子基礎から学ぶ 砺波市出町児童センターのスキー教室

19 児童４４６人が絵伸び伸び 砺波・庄川美術館

19 ３年連続「特Ａ」 砺波市Ｂ＆Ｇセンター

21 きょうから２月 イベント【９日】映画「ひまわり」上映会（砺波市曳山会館）他

21 第２４回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会第１日 男子富山工　女子富山北部　決勝Ｔへ

北陸中日 19 砺波の小２力作絵や版画ずらり 庄川美術館で展示

読売 30 病院の実力　～富山編85 前立腺がん　放射線量部分ごとに強弱も

31 砺波の味　観光客に ご当地グルメ２品誕生

　　２日　月曜日
北日本 1 顔　ｆａｃｅ 日本画家、尾﨑真理さん。砺波市美術館で開催中の個展のトークイベントに参加

16 テニス　砺波オープン室内ダブルス大会 大会結果

17 庄西中（砺波）が栄冠 フットサルＵ－14福野カップ

17 石動スポ少がＶ 砺波フットサル大会

17 スキー　砺波市民体育大会 大会結果

17 スキー　ＯＨＹＡＭＡスポーツクラブジュニア大会 大会結果

　 17 剣道　北信越高校新人大会 ３１日、１日　庄川体育センター

19 となみ駅前商店街「テンバラショップ」 空き店舗で週末営業　薫製やふりかけ販売

19 勇壮優雅な舞 砺波　渋川流剣楓会初舞会

19 巨大雪だるまお目見え 砺波　庄川美術館　となみ元気道場が制作

19 施設管理・運営３年連続「特Ａ」 砺波　市Ｂ＆Ｇ海洋センター

20 制作過程振り返る 砺波市美術館至高の精神展　尾﨑さんトーク

20 仲間と集う 庄川中第１７回同級生有志　（砺波市　島田栄）

26 北日本女流アマ囲碁 森川さん（小矢部）Ａ組Ⅴ　Ｂ組橋場さん（砺波）

28 輪島で震度４ 県内は震度２　砺波市栄町、庄川町震度１

富山 15 砺波・駅前商店街の空き店舗 テンバラショップ開店　毎週日曜営業 誰でも自由に商売

15 巨大雪だるま公開制作に歓声 砺波・庄川美術館で「元気道場」　周辺盛り上げへ一役

17 第２４回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会最終日 富山北部が準優勝

17 第１７回県オープンフレッシュテニス大会 堀川南６連覇　フリー１位トーナメント②砺波

19 デスク日誌 新保育施設に期待

21 地鳴り 人気のけん玉孫とトライ　石黒陽子　７８歳　（砺波市）

23 県内で震度２ １日午前０時４２分ごろ　砺波市で震度１

北陸中日 13 自慢です 大矢四郎兵衛翁之像　砺波市鷹栖自治振興会

14 商品販売やイベントに 空き店舗対策　砺波の商店街で試み

15 砺波市民体育大会スキー競技会 大会結果

15 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 １日・砺波市庄川体育センター

　　３日　火曜日
北日本 22 県高校新聞コンクール 魚津・砺波工・国際大付　最優秀３校など表彰

22 日本郵便社長賞の原田君（砺波鷹栖小）表彰 はがきでコミュニケーション

22 天神山ガーデンとチューリップ畑選出 池坊花逍遥１００選

富山 23 全体研修会で発表 砺波市小学校教育研

24 ＰＨＶ車のタクシー導入 となみ観光交通

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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読売 28 台湾客に記念バッグ配布 砺波のチューリップ「動く広告」期待

　　４日　水曜日
北日本 1 天地人 チューリップ四季彩館（砺波市）の坪田俊明館長は話す

17 金沢-高岡高速バス 砺波　増便・ルート短縮要望

17 花の親善大使乗車ＪＲ西が市に要請 城端・氷見線特別列車

17 砺波市小学校教育研究会全体会教育実践記録・論文表彰 最優秀賞＝重原和希（出町）　他

24 県展全作品一会場に ６月１３日から県民会館　新しい県展会員に彫刻の音琴冰春さん（砺波）

24 ６部門に１２５人 となみ野美術展６月２０日開幕

24 記者ぶろぐ 花にあの手この手

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１月句会

19 折り紙同好会が力作 富山銀砺波チューリップ

19 書写でカレンダーに 富山銀行砺波支店

19 道の駅砺波の催し再現 庄川第１弾は「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」　観光の魅力ＰＲ、再訪促す

19 農家レストラン来月７日に開業 砺波市

23 地鳴り 豆炭こたつで足元暖かく　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

　　５日　木曜日
北日本 18 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

19 情報かわらばん となみ野

25 雇用促進へ職安が面接会 砺波公共職業安定所は４日、就職説明会・面接会を開く

25 生活困窮者支援へ相談センター開設 砺波市社会福祉課

25 ロボット競技世界大会７位 砺波　代表の坪本君（南部小６）入賞の喜び語る

26 仲間と集う 砺波高１９８４年度卒同窓会　（高岡市　山辺雅英）

26 〃 平成２４年度鷹栖長寿会役員懇親会 （砺波市 旭隆夫）

31 県立高推薦入試出願締め切り 平均倍率は１．１６倍　

富山 26 新幹線で研修旅行事業計画を決める 砺波で北親会総会

27 １位に庄川駐在所 広報紙コンクール

27 小学生ロボット大会 富山チーム世界７位

31 県立高１０日に推薦入試 志願状況発表　平均１．１６倍に上昇

北陸中日 14 県立校の推薦入試１．１６倍 2015年度県立高推薦入試出願状況

15 ロボット世界大会入賞 坪本君（砺波）　砺波で報告　小学生の部、県選抜７位

16 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 30 高校総体 スキー県勢２９人出場へ

30 県立高、推薦入試１．１６倍 県立高推薦志願者数

朝日 25 県立高推薦平均１．１６倍 ２０１５年度県立高校の推薦入学選抜志願者数

25 米軍機墜落描く映画上映会開催 ８日小矢部、９日砺波で

　　６日　金曜日
北日本 21 腐った木で一輪挿し 庄川・南部さん（建具師）　独特の木目と風合い

21 血管撮影診断へ最新の装置導入 砺波総合病院

富山 22 自立へ幅広い悩みに対応 生活困窮者に総合窓口　砺波市、相談支援センター開設

　 23 新血管撮影装置を導入 砺波総合病院短時間で安全、安心

23 障子張り替え学ぶ 砺波市シルバー人材センターの障子張り替え講習会

北陸中日 15 Ｚを追う　３．１４開業 砺波駅ＰＲ発信　待合室一新沿線情報も充実

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　　７日　土曜日
北日本 3 ３２人１２団体を表彰 県 農水奨励・農業振興賞

23 砺波市中学校教育研究会・教育研究実践記録表彰 最優秀賞＝寺島直美（出町）　他

24 春の到来を演出 チューリップ四季彩館　３５品種４０００株展示

24 読者のひろば 何より平凡がいい　砺波市　横井君子　（主婦　７２歳）

30 若者の館利便性探る 砺波　２団体会議や調理

富山 1 綿毛温か　砺波 フリソデヤナギ見ごろ

2 ３２人１２団体たたえる 県、農林水産奨励賞など表彰

28 鉄骨のタクシーポート撤去 玄関口すっきり　砺波駅前ロータリー　イベント開催も検討

30 チューリップ春の趣 砺波　四季彩館でテラス展

北陸中日 16 現場指導の論文優秀教員を表彰 砺波で中学教研研修

読売 28 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ
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28 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

朝日 20 心温まるはがき全国大会で最高賞 「獅子舞見にきて」　砺波・鷹栖小２年 原田君

　　８日　日曜日
北日本 14 全国高校スキー　第２日 アルペン女子大回転では舘順子（砺波工３年）が３５位だった

14 少年フットサル福野カップ２０１５ １６チーム熱い攻防　女子チーム初出場

14 親子でビーチボール 砺波・児童クラブ１１チーム熱戦

14 指導者ら決意新た 県スポ少創設５０年 富山で記念式典

22 第５３回ファースト・バンク小学生図画コンクール入賞発表 創立70周年記念特別賞　砺波市立鷹栖小学校（６年）村中林太郎

富山 18 児童が合宿 県砺波青少年自然の家　自然の中雪遊び歓声

19 児童、春へ成長の調べ 砺波・出町小でコンサート

21 第６４回全国高校スキー大会第２日 大回転の女子で舘順子（砺波工３年）が３５位となった

23 地鳴り 卵料理復活で食卓にぎやかに　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 17 全国高校スキー 大会結果

　　９日　月曜日
休刊日

　１０日　火曜日
北日本 2 けさの人 高瀬　直紀君　県高校新聞コンクールで最優秀賞を受けた砺波工業高校新聞部の部長

16 全国高校スキー第３・４日 県勢　男子大回転⑲坂次大和（砺波工）他

19 給食で古代米味わって 砺波市狐島の農家、柏久義さん（77）

19 砺波喜楽会新春前句大会 ７日、砺波市・石南公民館

21 新幹線開業イベント積極参加を確認 砺波　県太鼓協会（熊野誠会長）総会

25 とやまの農山村写真展 知事賞の最優秀賞ジュニア部門　砺波東部小学校１年河合結衣さん

25 ターン技術競う 夢の平スキー大会

25 鋭いシュート放つ 2015フットサル交流南砺大会が開かれ、南砺、砺波市などの８チームが出場

25 鷹栖スポ少優勝 砺波市少年フットサル交流会

25 バスケットボール　第２２回県冬季一般男女選手権大会 庄西ク95-47TENWAVE

富山 1 県内全地点で真冬日 砺波市で38センチ

25 庄川男子３位 第21回氷見ハマナス杯小学生バレーボール交流会最終日

25 第64回全国高校スキー大会第3、4日 【県勢の成績】　大回転男子⑲坂次大和（砺波工）他

27 砺波の柏さん　市教委に３０キロ 給食用に古代米贈る

27 ４、１０月に本社旗大会 砺波ゲートボールミドル交友会総会

27 ３分団優勝 砺波市高波地区冬季球技大会第１５回キンボール大会

27 優勝 ５分団A  ２分団B 第２１回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

28 農業用水ポスター　富山で表彰式 知事賞（最優秀賞）堀越あゆみさん（出町中３年）　他

28 映画「ひまわり」観賞 小矢部、砺波で上映会

28 入賞者を表彰 県の農山村写真展

29 ６地区と３８校を表彰 防犯協会　砺波市

31 地鳴り 「マッサン」にはまっている　　浦　外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 1 まだまだ冬…県内大雪 砺波市３７センチ

18 砺波市３月議会　 来月２日に開会

19 全国高校スキー 男子回転　⑲坂次大和（砺波工）他

　１１日　水曜日
北日本 1 富山市積雪５０㌢超え 県内交通機関の乱れ続く　砺波市積雪３９㌢

3 北信越議長会に４議案提出へ 県市議会議長会

15 全国高校スキー・リレー 南砺平アベック入賞　男子大回転は坂次大和（砺波工３年）が１７位

17 岩村さん総合優勝 砺波市福祉センター北部苑の総合優勝杯争奪のど自慢大会

19 ９０人が親睦深める 県信用組合砺波、出町両支店の取引先でつくる「けんしん信友会」

19 ＪＡとなみ野農産物直売所 砺波　集客順調５０万人達成

19 県安全なまちづくり推進本部・カギかけ防犯コンテスト表彰名簿 名簿一覧

22 丹羽さん井波に彫刻工房 日展会員福野出身　「地元作家と共存したい」

富山 1 雪 富山中心部４２㌢ 交通機関に乱れ

2 北信越市議長会に４議案 富山市議会議長会が総会

23 自慢の声、響かせる 砺波・北部苑

25 第６４回全国高校スキー大会最終日 回転の男子では坂次大和（砺波工３年）が１７位となった

北陸中日 15 農産物直売所「となみ野の郷」 来場５０万人　地元野菜、果物豊富　４月、売り場拡充
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15 全国高校スキー 男子回転⑰坂次大和（砺波工）１分３４秒03　他

26 教えて地方議会　2015統一選を前に　４ 政活費ずさん管理　「違法」判決も

読売 28 全国高校スキー大会 男子回転では、坂次大和選手（砺波工３年）が１７位

28 バスケットボール　第２２回冬季県一般男女選手権 男子４部２回戦　庄西ク95-47TEN WAVE

　１２日　木曜日
北日本 3 新高岡駅・かかやき停車 「１人１乗車運動」展開

11 県小・中・高校生書初め大会 一筆に思い込め

12 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

13 情報かわらばん となみ野

17 砺波で夢の平スノーフェス 雪遊び多彩に満喫　ぼたん鍋にも舌鼓

17 小中学生気合込め竹刀さばきを披露 砺波　「健やか！防犯となみ少年剣道錬成大会」

富山 19 第９回健やか！防犯となみ少年剣道錬成大会 中学男子１級・初段 山本・白山組優勝

19 スノーフェス歓声響く 砺波・夢の平

21 日本の建国祝う　各地で紀元祭 出町神明宮

24 舘さんの功績たたえ 砺波　日本民謡協会功労章祝う

北陸中日 5 モーニングサロン 国のかたち　上野亮平（富山県砺波市　７２歳）

13 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

15 冬の遊び外でも中でも 砺波でフェス　そり、かんじき…雪を満喫

15 少年剣士技磨き合う 砺波　錬成大会に１５０人参加

　１３日　金曜日
北日本 14 総合入賞を誓う スキー国体県選手団壮行式

21 入札制度見直しなど市議会自民会に要望 砺波　市建設業協会

21 ３、４月の野菜栽培強化を提案 砺波　地産地消推進会議

22 全国珠算学校連盟検定合格者第２３９回段位珠算検定試験 初段＝高橋文渡（出町小）小竹凛々花（鷹栖小）

22 同２９２回３級～１級珠算検定試験 １級＝下津左奏来（庄南小）神戸呼春（鷹栖小）　他

富山 3 県分は１億８２９８万円 今年度普通交付税２月追加交付額

23 園児と高齢者が交流 砺波市出町生きがいセンターのひな祭り交流会

23 第６回ロングラン親善ゲートボール大会第４日 ③出町 ２勝２敗　⑤高波 ４敗

23 公共工事確保など自民会に要望書 砺波市建設業協

23 市民と意見交換 南砺市議会が報告会　

25 ３年ぶり入賞へ意欲 スキー国体　県選手団、結団壮行式

北陸中日 5 テーマ特集　建国記念の日　下 国のありよう考える機会に　会社員　石丸秀幸　55　富山県砺波市

19 早春華やか競演 ハート形の花壇　砺波市の県花総合センター　ピンクを基調に　四季彩館

19 第４７回東海北陸中学生スキー大会 男子大回転松本が４位

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　１４日　土曜日
北日本 18 月刊とやま発未来行　№10　２月合（最終号）砺波、小矢部、南砺編 砺波市観光協会長　五島　辰夫さん（６２）　声楽家　山本　千鶴さん（３６）

21 北日本歌壇の集い 砺波市　中井　溥子　安念智栄子

27 新図書館検討委　最終案　市に２７日提出 砺波

27 １１月に散居村縦断マラソン 砺波　第２回となみ庄川散居村縦断マラソン

28 砺波・県花総合センター バレンタイン華やかに　愛に関連の花展示

34 21日東京ボーイズ50周年公演 仲八郎さん（砺波出身）「古里を大爆笑に」

富山 28 砺波署 特殊詐欺被害防止キャンペーン

29 川島さんら３人表彰 砺波市交通安全標語

29 新年度に基本設計提案 新砺波図書館で市教委方針

30 砺波の風景切り取る 富大図書館で写真展

31 11月22日に第２回散居村マラソン 砺波

31 地鳴り 加湿器が故障　妻と買い求め　　浦　外喜夫　65歳（砺波市）

32 事件・事故 ミニバイクの女性が重傷

北陸中日 14 川島さんら３人表彰 砺波署　交通安全標語優秀賞

読売 28 よみうり文芸　　　短歌　田中　譲選 砺波市　　井上　房子

28 〃　　　　　　　　　俳句　長沼三津夫選 砺波市　　西能さとみ　　源通ゆきみ

28 〃          ジュニア俳句  川上 弥生選 砺波市東部保育所年長組  大浦あかり

　１５日　日曜日
北日本 3 県議選へ団結 自民砺波市連
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14 スキー　県学童選手権 大会結果

19 砺波市保育研究会教育研究実践記録・論文審査 最優秀賞=久保由希乃(東野尻幼稚園）　他

20 受講生の力作並ぶ 砺波　一陽書会習作展

20 子どもたち盤上に集中 高岡　成美公民館で将棋大会　Ａ（4～6年生）③西岡頼輝（砺波市庄川小6）

富山 2 現職2人の当選誓う 自民砺波市連が集い

21 地鳴り 周知してこそ便利さ感じる　藤井昭通　42歳（砺波市・会社員）

　１６日　月曜日
北日本 14 砺波・高岡の中学生競う フットサルの呉西地区大会

14 １３１組が熱戦 砺波地区総合バドミントン選手権大会

14 剣道　第６３回全日本都道府県対抗優勝大会県選考会 五将①永森駿一（砺波）

17 認知症者連携し支援 砺波で医療・在宅介護研修会

19 新幹線開業の明暗を語る 砺波　県西部１４ＲＣ講演会

24 北陸支局「書径舎」１７人が入賞・入選 東京で書道芸術院展

富山 15 県西部のＲＣ交流 砺波で都市連合会

17 第１回県はばたけ小学生バレー 決勝トーナメント 準決勝 元気Ｂ2-0砺波Ａ

19 第６３回全日本都道府県対抗剣道優勝大会県選考会 五将（18歳以上35歳未満）①永森駿一（砺波）

21 地鳴り 野菜の力で保っている体　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 18 欄間チェーンソーで きょう南砺 音琴（砺波市）さん嶋田さん挑戦

　１７日　火曜日
北日本 11 夢の駅弁１６品好評 北村森さん企画　富山の料理人腕ふるう

16 庄川・庄南の両校区老人クラブに賞状 県警の高齢者無事故コンクールの伝達式

17 砺波市推進協 空き家バンクに助っ人　地区協力者登録働き掛け

24 学校にエアコン市町村で温度差 県内小中学校普通教室のエアコン設置状況（2014年度）

24 招待作家１５人２団体決まる 県内からは野村修三さん（64）＝砺波市

富山 23 砺波駅に写真を展示 ＫＩＲＡＫＩＲＡ

23 地域おこし隊員が推進 砺波市・空き家バンク登録拡大　新年度、全２１地区に担当員

読売 33 Ｔｕｅｓｄａｙ　とやま イラスト　りんご（砺波市）

35 かがやく　③　3・14新幹線開業 郷土料理　魅力発信住民の手で

朝日 29 砺波工高、全国コンクールで受賞 年５０枚壁に新聞速報賞　２．３㍍巨大版も 行事や部活報じる

毎日 26 第６８回書道芸術院展 須藤さん、石黒さん俊英賞　２１日まで東京都美術館

　１８日　水曜日
北日本 2 厚労省県人会６０人が親睦 東京　河合智則広島労働局長（砺波市出身）の発声で乾杯

3 宮岸さん（砺波）最優秀 県青年農業者会議発表会

3 チューリップ球根栽培採択 農水省ロボット化補助　コスト大幅削減

5 パナ・タワージャズ アナログ半導体に特化　魚津・砺波妙高工場稼働率10％超向上

13 くらし川柳 砺波市  小森ふじ子　松岡紀子

19 となみ散居村ミュージアム 指定管理に移行へ

19 砺波ＩＣ周辺でカラス対策 砺波市

　 19 市長が市の活性化策紹介 砺波　県商工同友会セミナー

20 砺波・農家レストラン大門 郷土食発信へ準備着々　来月７日開店　古民家改築献立研究も

20 懐かしの風景一冊に 石動と庄川町（砺波市）を結ぶ加越線と城端線が交差する風景もある

21 ざっくばらん 砺波市庄川健康プラザ運動指導員　飛田晴美さん

富山 3 技術や経営環境改善最優秀賞に宮岸さん 県青年農業者会議

23 カラス対策でモデル地区 砺波市行政改革市民会議で市側

25 秋季展推薦作家に射水の宮崎さん 書道芸術院展

朝日 30 展覧会 第１６回至高の精神展 尾﨑真理 Ｈｅａｔ Ｉｓｌａｎｄ

　１９日　木曜日
北日本 17 とやま文芸散歩 廣橋玉枝　砺波市在住

18 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

19 情報かわらばん となみ野

22 ロビー展 北陸銀行　砺波支店

23 新駅祝い砺波の小中学校・幼稚園 給食で城端線味巡り　沿線にちなむ料理提供

23 色鉛筆どうぞ使って 砺波　砺波北部小児童会デイ施設に贈り交流

25 富山の獅子舞知って 道の駅庄川 ＰＲコーナー開設

　 25 東京ボーイズ５０周年公演へ 砺波　２１日出町曳山会館
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31 息子かたる不審電話 魚津高卒業生宅などに　

31 風車 富山大五福キャンパス中央図書館

富山 29 砺波で特別給食 城端線沿線の特産を食材に　新高岡駅開設を記念

29 少年団、バスケット交流 南砺　グラウジーズ選手招き

北陸中日 18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　２０日　金曜日
北日本 5 大建工業　システム収納を強化 富山重機=砺波市高波

17 ソフト事業を抜本的に見直し 砺波広域圏事務組合議会

17 屋敷林清掃の希望者募集 砺波カイニョ倶楽部

19 ドクターヘリ有効性に理解 砺波　県内救急隊員が研修

24 ポスターデザイン松田さんを表彰 高岡砺波スマートＩＣ協

25 論文・実践記録応募小学校教諭４０人表彰 県教育研究会

26 砺波・南砺の可燃ごみ処理 委託拡大を検討

富山 21 南砺リサイクルの可燃ごみ処理 新年度も幅広く検討　砺波広域圏議会で夏野管理者

21 ひな飾り　いいね　　 石﨑家具から寄贈　　砺波市東山見保育所、般若幼稚園

26 地鳴り 飛騨カボチャ虜になり栽培　　　安カ川仁省　６４歳（砺波市）

北陸中日 16 おひなさま「ありがとう」 石崎家具　

　２１日　土曜日
北日本 1 顔　ｆａｃｅ　 安念千重子さん。砺波市の太田こども園を訪れ歌声を披露

17 砺波市新年度予算案 ３世代同居を推進　一般会計過去最大２１３億円

17 砺波の保育施設 南部地区は鹿島 油田は三郎丸へ

17 やまぶき荘新施設２０１７年春開業目指す 砺波市

17 予算ワンポイント 暮らしやすさ次世代に

17 １００歳の吉田さん祝福 砺波市庄川町の吉田かのさん

17 救急隊到着時間が短縮 砺波地域消防組合議会

18 安念さん（県オペラ協会長）と共演 砺波・太田こども園 園児ら合唱楽しむ

19 ギターマンドリン澄んだ音色響かせ 砺波　富山大クラブ演奏会

24 砺波・四季彩館リニューアルへ テラスにガラスタワー　チューリップ切り花展示

24 テーマは「掛け花入」 ９月５０回記念郷土陶芸展

富山 31 砺波市予算案 ３世代同居へ９事業　総額3300万円市長「５年は継続」

　 31 〃 合併後初の２１０億円台　前年比４．４％増

31 にしひがし　砺波市 東野尻、五鹿屋幼稚園統合　南部小前に新施設

31 〃 四季彩館改装に１億円　３月補正予算２割増し商品券発行

31 〃 やまぶき荘整備に４億９千万円計上　市議会全協

31 〃 新図書館で市長「建設地、上半期に決定」

31 予算案など可決 砺波消防組合議会

33 息のあった演奏披露 富大ギターマンドリンクラブのコンサート

37 ほたるいか 砺波市太田の安念千重子さんがこども園を訪れ合唱した

北陸中日 17 冠水監視を実証へ 砺波市、防災や少子化重点

読売 31 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ　俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

31 〃 川柳【秀逸】砺波市　尾田外美好

33 砺波市は最多２１３億円 ２０１５年度一般会計当初予算案を発表した

朝日 34 ３世代同居９支援策 砺波市一般会計最大規模２１３億円

毎日 24 ３世代同居を推進 砺波市予算案３３００万円計上

　２２日　日曜日
北日本 1 とやま発未来行　北陸新幹線2015開業-108- 第１６章長い道②　計画前史　なぜ新幹線なぜ北陸へ

15 県柔道連盟昇段審査会合格者 合格者一覧

15 スノーボード　第68回県民体育大会 ２１日、夢の平スキー場

17 空き家利活用推進へ 砺波でシンポジウム

17 砺波 女性グループ企画 大門素麺の魅力探る　作業見学やレストランで試食

18 読者のひろば 二・二六事件の日　砺波市　福岡みよ子（無職 ８９歳）

19 本番へ歌・踊りに磨き 来月砺波でミュージカル　子どもら５１人出演

25 １４０人２５６団体表彰へ きょう新設・善行感謝の集い

26 南砺・たいらスキー場 雪上餅つきに歓声　３０周年感謝フェスにぎわう

26 庄川美術館で実技講座作品展 作品展「水きらら・人・花展」
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26 砺波市美術館公開制作 日本画家尾﨑さん 多彩な技法紹介

27 ５月３日から「木工まつり」 庄川木工協同組合総会

富山 22 砺波のＫＯ・ＲＡ・ＲＥ 大門素麺の魅力体感　「丸まげ」つくり、伝統食堪能

22 吉田さんの１００歳祝う 砺波市庄川町金屋の吉田かのさん

23 移住者「地域の絆に感謝」 砺波で空き家の学習講座

24 小学生男子バスケットボール・グラウジーズリーグ2014第１日 砺波、グラＮＥＴ、砺波南部 予選１位

25 県柔道連盟第４回昇段審査会合格者 合格者一覧

25 初誕生 平尾和花奈（ひらお わかな）ちゃん　砺波市大辻

26 １１月の全国大会で絵付け体験、販売 庄川木工協同組合

27 地鳴り 春は夫婦で山菜採りに　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

　２３日　月曜日
北日本 1 とやま発未来行　北陸新幹線2015開業-109- 第１６章長い道③　新高岡駅　なぜ高岡駅と離れている？

15 群馬スキー国体 第３日 大回転 30位舘順子（砺波工高）、59位村上実紅（砺波工高）

15 ペタンク　砺波市協会北部ブロック交流大会冬季 ①油田Ｊ　②同Ｇ　③同Ｆ

16 ５部門で１００人競う 砺波・フレッシュテニス

16 スノーボード　第１８回県選手権大会・県関係分 ２２日、夢の平スキー場

19 唄と踊りにぎやか となみ野民遊会おさらい会に３０人

24 読者５００人漫談・落語に笑顔 本社ホール「みら～れ」２００号記念公演

24 １４０人２５６団体に感謝状 県善意銀行　親切・善行たたえる

24 全国ロボットアメフト大会 砺波工チーム予選リーグ全勝で決勝トーナメントに進出したが、１回戦で敗退

富山 14 みそづくり楽しむ 砺波・コスモス荘

15 園児の歌楽しむ 砺波の２福祉施設

17 小学生男子バスケットボール・グラウジーズリーグ2014第２日 砺波ｖｓグラNET　８日に決勝

19 第７０回国体冬季大会スキー競技会第３日 少年女子大回転 30位舘順子（砺波工高）、59位村上実紅（同）

19 富山工高３位 全国ロボットアメフット　砺波工高は準々決勝で敗れた

　２４日　火曜日
北日本 17 散居モデルを初指定 砺波市松ノ木など４自治会

17 会長に埴生さん 砺波市都市計画審議会

18 読者のひろば 進歩できるように　　　　砺波市　原田むつ子（主婦 ７０歳）

富山 26 散居景観モデル地域 ４自治会を初指定　砺波市

27 第７０回国体冬季大会スキー競技会 大回転の少年男子で坂次大和（砺波工高）７位

27 ６段・西制す　第８４回県実業団剣道大会 ３・４段（３４歳以上）③谷井（砺波市剣道会）

27 第６８回県体スキー・スノーボード競技３部 ２１日・砺波市夢の平スキー場

29 地鳴り はくたか最終も競争率高く　　藤井　昭通　４２歳（砺波市・会社員）

31 ほたるいか 砺波税務署の租税教室

　２５日　水曜日
北日本 14 バスケットボール　県冬季一般男女選手権 男子 庄西85-65Venti　女子 DRAGONS67-62TONAMICLUB

17 訪問看護ステーション 在宅医療強化へ連携　総合病院に移管

17 介護保険料基準額１３．８％増額５７８０円 砺波地方介護保険組合議会

17 市が国保税率引き上げ検討へ 砺波市国民健康保険運営協議会

18 能越道北へ　《上》 28日七尾氷見道路全通　市民生活　救急・災害時に時間短縮

25 インフルで砺波の幼稚園が学年閉鎖 出町青葉幼稚園

26 砺波・センティア　チューリップ栽培に導入 南半球の球根で切り花　出荷期間を拡大

富山 22 特殊詐欺に気をつけて 県内各地で研修会や感謝状　砺波金融協会

23 高齢者を疑似体験 北陸銀の行員

23 「農業女子」が情報交換 県砺波農林振興センターの若手女性農業者ミニ交流会

23 国民健康保険料を新年度以降値上げ 砺波市が方針

23 介護保険料５７８０円に 砺波地方組合議会

27 訪問看護の体制強化 砺波市　総合病院に事業移管

29 地鳴り 円熟の尊称老を楽しむ　石川祐惠　６７歳（砺波市）

30 民家物置侵入、窃盗の疑い 砺波市太田、無職安念邦男容疑者（６３）

30 砺波で学年閉鎖 砺波市の出町青葉幼稚園

31 ほたるいか 砺波図書館で、男性による読み聞かせ会

北陸中日 17 砺波、南砺の女性交流会 育てた作物自慢　花咲く農業談義

18 おじいちゃん　上手だね 男性読み聞かせ園児に大人気　砺波市立図書館ママにも好評
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読売 33 わかる北陸新幹線　② 車両　県内企業の技術も活用　「曲げガラスは新光硝子工業」

　２６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デンドロキラム・グルマケウムなど

15 情報かわらばん となみ野

24 ホームゲーム応援呼び掛け 南砺・砺波でグラウジーズ

27 アルミ缶回収善意を形に 砺波　砺波南部小デイ施設へスリッパ

27 祖父母と孫で乳児用無料 砺波　美術館など５施設３世代同居を推進

29 離職者の再就職支援 砺波　市内企業が面接会

29 年間最優秀砂田さん 砺波　木立句会初句会

29 貯水槽耐震性向上最新装置を紹介 高岡　説明会は、設備メンテナンスの新星が主管した

34 開業目前３．１４北陸新幹線 ＪＲ城端線９本増便　沿線住民ら歓迎の声

富山 18 富山文芸　２月賞 俳壇　能村研三選　三位　砺波市表町　源通ゆきみ

35 施設でひなまつり 砺波・せせらぎ会

35 アルミ缶集めスリッパ贈る 砺波南部小

36 チューリップ色とりどり 都内で「となみフェア」

36 花と緑のコンテスト コンテナガーデンコンテスト　特別賞　東般若グリーンキーパーの会（砺波）

36 〃 わたしの寄せ植え展示　優秀賞　源通清信、宮野裕子、石崎俊子（砺波）

37 ７、８日砺波で２連戦 グラウジーズ市長訪ね検討誓う

北陸中日 5 テーマ特集　おすすめの観光地　下 チューリップフェアにぜひ　上野亮平　72　富山県砺波市

16 ファイル１１０番 窃盗などの疑い

16 インフルエンザ 休校　出町青葉幼稚園（砺波市）

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 29 ３世代同居支援へ 砺波市

　２７日　金曜日
北日本 25 庄川挽物木地の盆贈る 庄川松村さん　鹿児島の母校卒業生に

27 福祉作業所庄川 利用者がチューリップ加工 花びら販売自立支援　結婚式など装飾用に

34 県立高入試出願締め切り ２０１５年度県立高校全日制志願者数

富山 1 道をひらく　６氏１団体功績たたえ 第６２回文化賞　稲垣晴彦氏（６０）

22 男女８選手出場 第２７回全国高校選抜スキー大会

24 県立高一般入試過去２０年で最低 平均１．１４倍　２０１５年度県立高校全日制出願状況

27 つるぎクラブ発足 乾杯酒には若鶴酒造の「苗加屋純米吟醸琳赤」が

北陸中日 5 発言 学校適正規模慎重に議論を　会社員　石丸秀幸　５５　砺波市

14 全日制最低の１．１４倍 県立高全日制入試出願状況

読売 26 県立高全日制１．１４倍 ２０１５年度県立高全日制志願者数

26 美術館・博物館 砺波市美術館、庄川美術館

　２８日　土曜日
北日本 20～21 高速綱　つながる飛越能 北陸道高岡砺波スマートＩＣ　あす開通

17 北日本文芸　　歌壇　佐佐木幸綱 選 ■人　砺波市　山田　泰子　●佳作　砺波市　平岡　和代  他

17 〃　　　　　　　　俳壇　中坪 達哉 選 ●佳作　砺波市　中邨宗承　二俣れい子　他

17 〃　　　　　　　　柳壇　松岡　緑朗 選 ■天　砺波市　吉川　博　●佳作　砺波市　倉田　外丸

27 新図書館意見書　夏野市長に提出 砺波 新砺波図書館整備計画検討委員会

28 多重事故想定 3消防が訓練 高岡・氷見・砺波

28 孔子の言葉に親しむ 庄川町日中友好協　論語講座を開講

34 丹精込めた４４３点　県中央植物園 氷見市長賞＝山田一雄（砺波）

34 五箇山四季めぐりフォト 山崎写真店賞　加藤福蔵（砺波市）

34 POP広告活用し地域の魅力を発信 観光連盟砺波地区会が研修

富山 6～7 北陸道　高岡砺波スマートＩＣ　あす開通 交流人口の拡大期待　砺波市長　夏野　修氏

6～7 〃　　　　周誘客を増やしたい 砺波ロイヤルホテルショッピングプラザ店長　宮永　陽子さん（４１）

34 高岡、氷見、砺波 消防が合同訓練

35 農家レストラン大門 砺波で７日開業

35 夏野市長「建設地白紙」 新砺波図書館、新年度上半期に決定

36 宿泊業関係者ら店頭広告の役割学ぶ 砺波で観光連盟研修

37 叙位叙勲（２７日） 正六位瑞宝双光章　元砺波市立砺波東部小学校田島均氏（８７）

北陸中日 13 俳壇　　井村和子 選 三席　砺波市　　源通ゆきみ

8 ページ



13 〃       松本松魚 選 二席  砺波市    源通ゆきみ

13 柳壇    北村幽犀子 選 一席  砺波市    源通ゆきみ

16 販売促進広告 秘訣学ぶ 県観光連盟　砺波地区が研修会

16 新図書館の建設で砺波市長に意見書 整備計画検討委

16 叙位叙勲（２７日・関係分） 正六位瑞宝双光章　元砺波市立砺波東部小学校田島均氏（八七）

17 砺波のレストラン　富大生がＨＰ作成 郷土料理ＰＲで恩返し

読売 32 よみうり文芸　　　 俳句　長沼三津夫選 砺波市　西能さとみ　林田英伸

32 〃                   文芸サークルから 海潮砺波歌会

      　朝刊１０紙及び北日本新聞夕刊に掲載された砺波市関係の新聞記事索引は、昭和４７年１月から
      切り抜きは、昭和４９年から保存してあります。ご覧になりたいかたは図書館２階へお越しください。
　　　　北日本新聞の夕刊は、平成２１年１２月２８日をもって休刊になり、朝刊単独紙となりました。

9 ページ


