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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

    １日　水曜日
北日本 13 笠嶋さん（富山）１位 越中アートフェスタ人気投票

19 伝統の「組子」日用品に 砺波・河島さん 盆や額縁などデザイン 東京のイベントに出展

19 台湾向けにＨＰを開設 砺波 市が誘客・球根販売促進

19 ６部門に１２８人出品 砺波 となみ野美術展 ６月１７日開幕

19 ＦＭセレクション ブラぶらＢａｎバン！

24 新春特番に意見 エフエムとなみ審議会

24 今月の金婚夫婦 砺波市 １組

25 砺波で車衝突２人重軽傷 ３１日午後０時１５分ごろ、砺波市秋元の市道交差点

25 ７施設が休校や学年・学級閉鎖 学年閉鎖 砺波市般若中１年（１～３日）

富山 1 「合格の花」出荷最盛 砺波の農場 クリスマスローズ

19 すこやか育児 舘幸恵さん＝砺波市鍋島 長女ひまりちゃん

21 交通安全標語入賞決まる 砺波

23 デスク日誌 御利益期待 日本一を

25 介護施設の車が事故、９４歳が重傷 砺波の市道

26 ７施設で集団インフル 般若中（砺波市）

27 「コイに酒」は虐待？ 砺波・庄川の厄払い神事で論争 主催者、今後も開催

北陸中日 16 インフルで６校学級・学年閉鎖 学年閉鎖 砺波市般若中１年（１～３日）

17 末永君ら３人が最優秀作に決定 砺波市交通安全標語

読売 30 よみうり文芸 短歌 砺波市 林田禮子

    ２日　木曜日
北日本 1 県西部輝く未来を 高岡で連携中枢都市圏記念セミナー ６市長発展へ意気込み

13 ことばの正倉院 生きた文化財富山弁 ④ あいの風 海から吹く恵み

16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

16 花通信 県花総合センターのウメなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

18 県勢２９人表彰台目指す 群馬 全国高校スキーきょう開幕

23 ようじ１９万本で散居村 砺波 出町小６年親子が壁画制作

23 スタインウェイ弾いてみて 砺波 市文化会館 ピアノ名器５日受け付け

23 南砺の山下さん最優秀 砺波 「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０１６」のフォトコンテスト

23 ５年連続特Ａ評価 砺波 市＆海洋センター

23 ロビー展 県信用組合出町支店

23 グラウンドゴルフ 砺波市協会冬季屋内大会１月コンペ ①上田登昭（鷹栖）②永原隆（五鹿屋）③土木孝信（庄下）

26 百貨店内に春の彩り 砺波切花研究会 東京でチューリップフェア

26 施策やアイデア披露 県西部６市 圏域の観光地巡りＰＲ 夏野修砺波市長

26 浅野がつなぐ縁に乾杯 横浜で氷見寒ぶり懇親会

27 無断で漫画公開疑いで砺波の男逮捕 砺波署と県警生活環境課

27 工事現場の男性遺体は病死 先月３０日に南砺市松島（井波）の松島浄水場建設工事現場で

富山 28 障子張り替えを講習 砺波市シルバー人材センター

28 Ｂ＆Ｇ海洋センター５年連続の「特Ａ」 砺波

34 呉西圏域の将来像探る ６市長がパネル討論 人事交流を５年継続

34 チューリップ色彩豊か 都内で「となみフェア」

35 事件・事故 著作権法違反容疑で逮捕

35 〃 南砺の男性遺体は病死

35 地鳴り 冬に作るかぶらずし 安カ川仁省 ６６歳（砺波市）

35 〃 自分の心を休める居場所 春川正人 ６９歳（砺波市）

37 広がる偽案内状 県内２企業は注意喚起

37 軽自動車運転の８４歳男性が死亡 砺波の県道交差点

北陸中日 17 ６市連携 思いや期待 とやま呉西圏域 形成記念のセミナー

17 一足早く〝春〟魅力ＰＲ 都内でチューリップフェア

17 ファイル１１０番 死因は病死

18 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
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27 砺波で車同士衝突１人死亡２人けが １日午前８時４０分ごろ、富山県砺波市庄川町天正の県道交差点で

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 議会はいま ② 議案賛否の公表７議会

29 「連携中枢都市圏」の県西部６市長が討論 「連携中枢都市圏」の連携協約を結んだことを記念したセミナー

29 軽ワゴン車と衝突で軽乗用車の８４歳死亡 ２人が重軽傷

29 著作権法違反の疑い 県警は１日

朝日 23 １１０・１１９ 出合い頭事故で８４歳男性死亡

  ３日　金曜日
北日本 3 新年度県予算案 自民折衝 今秋の「国際北陸工芸サミット」 新美術館周辺が会場

16 県勢 入賞目指し一丸 群馬 全国高校スキー開幕

18 空き家見回り任せて 魚津 市シルバー人材センター 壁・窓の傷み家主に報告

18 小学生２４チーム雪合戦で攻防 富山 県総合運動公園

21 絆紡いで開町５０年 砺波・新栄町町内会 記念史発刊市長に報告

21 夏野市長が重要施策説明 砺波 北陸銀行砺波支店の取引先でつくる「北親会」

21 恵方巻き食材に願掛け 南砺 安居寺

25 自由な感性光る４３１点 庄川美術館で砺波市内小２絵画展 自画像や動物描く

25 砺波・農家レストラン大門 市長に受賞報告

26 ４月１５日から日展富山展 県民会館 前売り券あす発売

27 強制わいせつ未遂容疑で男逮捕 高岡署 ２日

富山 3 イノシシ被害防止へ県の対策方針策定 地域リーダー育成も

3 事務局長に向県議 西部産業活性化協

5 北陸銀が電陽社に私募債 ２日、電陽社（砺波市）

19 くらしの日記 豆を頂く  紫藤 道子８２歳（砺波市狐島）

21 開町５０周年史を制作 砺波・新栄町、市長に渡す

21 恵方巻きの食材 安居寺で幸福祈願 南砺・サンキュー

22 夏野砺波市長が市政の課題説明 北親会総会

23 スキー国体に５４選手 長野で１４日開幕 ２年連続入賞狙う

24 県内３団体を表彰 地産地消コンテスト

24 砺波で受賞を報告 農家レストラン大門

25 コント 砺波・越中之助

26 強制わいせつ未遂容疑の２７歳逮捕 高岡署

北陸中日 17 シルバー人材難 会員減り高齢化 断る業務も 軽易な派遣の需要期待

17 ファイル１１０番 強制わいせつ未遂の疑い

17 〃 漫画を無断でネット公開した疑い

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

24 高校総体 「個人で過去最高成績を」 

25 羅漢さま 雪の装い 砺波

25 強制わいせつ未遂容疑 高岡署 ２日

毎日 17 第６２回青少年読書感想文コンクール入賞・入選者 富山 中嶋彩瑛 県立砺波高校２年

 22 事件・事故 著作権法違反容疑で男を逮捕

    ４日　土曜日
北日本 1 県内１５事業に１７億円 地方創生交付金 産業・観光拠点を整備

3 立山町２部門特選 県市町村広報コンクール

13 旅も一緒にしたい 県内でも人気ペットツーリズム ホテルやカフェ同伴ＯＫ

18 荒井（富山第一）４３位 全国高校スキー 第１日

18 卓球 県シニアラージボール大会 男子 シングルス ローシックスティ①服部一幸（砺波卓協） 他

20 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）

23 五輪エンブレム描けた 砺波・若林地区ワークショップ 東川さん（富山大名誉教授）指導

23 自由乗降区間を大幅増 砺波 市営バス１０月から利便性向上

27 富山南国際コース２．００倍 県立高推薦入試出願締め切り

富山 26 砺波市営バス自由乗降拡大 「語る会」で市長方針

27 県立高推薦１．０６倍 ９日に試験 過去３番目の低さ

28 カンカン野菜生産拡大を 砺波、南砺で研修会

28 「広報たてやま」特選 県市町村広報コンクール

29 地鳴り 政治に関心持ち１票を大事に 加茂博一 ６８歳（富山市）

北陸中日 16 県立高推薦１．０６倍 入試出願締め切る
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17 山下選手（南砺平高）ら６８人 冬季国体スキー競技県選手団

17 高校総体スキー 村上実紅（砺波工）＝棄権

読売 28 県立高推薦入試１．０６倍 ３０学科で募集人員下回る

29 議会はいま ③ 議長不正解明に動かず 「名誉職」慣例で短期間交代

    ５日　日曜日
北日本 18 全国高校スキー 男子大回転 65 山田且（砺波工）２分３秒４０ 他

20 がんばってます 富山の職場 山田村花木生産組合

22 中学の部 出町Ｖ 砺波 第３６回砺波フットサル大会・中学生の部

23 創業の心構え 理解深める 砺波 砺波商工会議所と庄川町商工会

27 本番控え稽古に汗 となみミュージカルキッズ

27 業界発展に向け団結 県板金工業組合 ５０周年祝い式典

富山 17 くらしの日記 友よ安らかに 柴田照子 ６７歳

18 必ず成功する起業塾スタート 砺波会議所

21 第６６回全国高校スキー大会第３日 大回転 男子 ６５ 山田且（砺波工）２分３秒４０ 他

北陸中日 17 高校総体スキー 男子大回転 65 山田且（砺波工）２分３秒４０ 他

17 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 ４日・砺波市庄川体育センター  大会結果

読売 24 病院の実力 ～富山編１０８ スポーツ外傷 関節鏡で手術痕小さく

25 議会はいま ④ 議員報酬 増額撤回の動き 政活費不正で視線厳しく

    ６日　月曜日
北日本 1 県と１２市町見直し要請 ふるさと納税自治体調査

14 全国高校スキー 女子回転 村上実紅（砺波工）＝棄権

16 読者のひろば 古い民具の保存を 砺波市 黒田和也（会社員 ３９歳）

16 仲間と集う キルトスクールとなみ（砺波市 佐藤玉代）

18 かんじき履いて冬の里山を探検 砺波 頼成の森でイベント

19 イチゴ生産拡大目指せ 農事組合法人 ガイアとなみ 「高設栽培」で作業負担軽減

19 カンカン野菜生産地見学 「とやまのカン（寒）・カン（甘）野菜」の現地研修会

19 フットサル 第３６回砺波大会小学生の部 大会結果

富山 1 ふるさと納税で自治体消耗 県内「是正必要」１３自治体

15 冬の自然 歩いて観察 砺波・頼成の森

15 男女共同参画推進員砺波ブロックが研修 小矢部 県男女共同参画推進員地域別研修会（砺波ブロック）

読売 27 議会はいま ⑤ 選挙対策の弔電自粛へ 負担軽減 住民側辞退も

27 高校総体 砺波工・村上実紅選手（３年）は棄権した

    ７日　火曜日
北日本 3 新年度予算など可決 砺波地方衛生施設組合

13 全国高校スキー 男子回転 55 山田且（砺波工）２分２秒０６ 他

17 スキー 高岡市民体育大会 スキー大回転 少年男子 多胡和真（砺波工業高２）

17 スキー 第１３回砺波市民体育大会競技会 大会結果

22 大西・二正寺さん放送大会で最優秀 北信越高校選抜

22 台湾観光客 初の１万人 となみチューリップフェア・四季彩館

24 伝わる富山の魅力 東京

富山 3 一般会計予算６億円など可決 砺波衛生組合議会

23 最優秀の川合教諭発表 砺波市小学校教育研究会

25 台湾客１年で１万人超 砺波・四季彩館 知名度が向上

27 第６６回全国高校スキー大会最終日 回転男子は山田且（砺波工）の５５位が最高だった

28 チューリップ９０品種紹介 県園芸振興推進協 東京でイベント

北陸中日 13 球根に入魂 先人奮闘 チューリップ栽培 なぜ富山で盛ん？

17 台湾人客 年１万人突破 チューリップに誘われ砺波へ

読売 32 高校総体 男子回転では、砺波工・山田且選手（１年）が５５位

    ８日　水曜日
北日本 5 今村証券富山支店４月１７日オープン 県内での支店開設は高岡、砺波に次いで３店目

17 富山らしく粘り強く スキー国体 県選手が結団式 県選手団名簿

20 ５００人が白熱ラリー 高岡 地区卓球選手権

21 水利施設再整備へ 砺波地域 管水路等保全研が発足

21 チューリップ切り花来場者にプレゼント 砺波 １３日から四季彩館

21 空き家活用 そば店開店 砺波 来月１日 市が再生補助金

21 春彩る木彫や造形盆栽 砺波 表町のギャラリーみかん堂で
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21 ＦＭセレクション ブラぶらＢａｎバン！

28 県内インフル警戒レベル 学年閉鎖＝砺波市出町幼稚園年長組（７～９日）他

28 工事現場窃盗で起訴内容認める 砺波市深江、とび職、遠藤源被告（20）

富山 22 広報誌が縁 公民館交流 高岡・北般若 砺波・南般若

23 機能保全へ研究会 砺波、南砺の７土地改良区

23 議会日程（２月定例会） 砺波市

27 地鳴り 図書館に通い充実の読書 唐島美鶴 ３８歳（砺波市）

27 〃 隣人が親切に除雪してくれ 山本治子 ７７歳（砺波市）

27 〃 多くの人が受験生を応援 向山晴夫 ５８歳（砺波市・高校教員）

28 県内インフル警戒レベル ３年連続

29 建造物侵入と窃盗起訴内容認める 地裁高岡支部

北陸中日 14 県が今季初のインフル警報 患者数の目安超え発令

14 ２８日から定例会 砺波市議会

15 砺波地域管水路維持を 土改区と県、市 機能保全研が発足

15 第１３回砺波市民体育大会スキー競技会 大会結果

読売 27 滑る姿 カッコいい 砺波市・伊藤満里子７１、別所武７７

28 よみうり文芸 短歌 砺波市 前田美智子、俳句 砺波市 西能さとみ

28 〃 文芸サークルから 海潮砺波歌会

28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 チューリップ観光 台湾客１万人突破 今年度、フェアと施設

朝日 24 インフル流行「警報」レベル 県、対策呼びかけ

    ９日　木曜日
北日本 3 ４１個人・団体を表彰 県の農水奨励・農業振興賞

13 意味とともに語り継ぐ 砺波郷土資料館主任学芸員 安カ川恵子

18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

18 花通信 県花総合センターのファレノプシスなど 砺波市高道

19 情報かわらばん となみ野

22 読者のひろば 笑顔の「ブリ祭り」 砺波市 北島嘉孝（ケアマネージャー ４５歳）

24 県産球根の生育調査 砺波 台湾で県花卉農協と市

25 最優秀の川合教諭ら表彰 砺波 砺波市小学校教育研究会の全体研修会

25 花の育て方 プロに学ぼう 砺波 県花総合センター・エレガガーデン

29 県警人事 植樹祭へ異動前倒し 警視 砺波署長 河村巧一 他

31 県内首長が課題確認 地震など想定 富山で対応研修

富山 26 １１日 演奏会や活動体験 県砺波青少年自然の家

26 不燃ごみ収集方法統一 砺波市

28 県警人事 警視 砺波署長 河村巧一 他

33 加工用キャベツ広がる 県が水田フル活用へ推奨

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

19 県警１３７人が異動 植樹祭対応などで前倒し

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 県警 ４部長、１２署長が交代 警視 砺波署長 河村巧一 他

朝日 30 県警１２署長が交代 第１次異動

  １０日　金曜日
北日本 18 仲間と集う 般若中第２７回卒の会

21 夢のために行動して 砺波 庄西中で心構え伝える 富山のパフォーマー・ぶらっくすわんさん

21 除雪任せろ！ 砺波 夢の平スキー場 機械の操作学ぶ

21 新年度に環境調査 砺波広域圏事務組合 ごみ処理施設改修で

22 とやま元気っ子 出町ボーイズ（砺波） 全国大会でリベンジを

25 特選・特別賞に３６点 富山第一銀・小学生図画コンクール 母や父描く

26 今藤・川尻さんが農山村写真最優秀 第６回「とやまの農山村写真展」

28 とやまのキブン Ｓｕｍｉさん（砺波市出町周辺）

富山 4 １５日に災害時避難所協定締結 パナ・タワージャズ

5 連泊プラン提供 砺波ロイヤルホテル

23 庄西中で踊ってみた。 砺波 ぶらっくすわんさん

23 支援ボランティア活性化へ８項目 砺波・ケアポート庄川

24 東野尻、山野 決勝大会進出 第８回ロングラン親善ゲートボール大会第４日
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25 ごみ最終処分 構想着手 砺波広域圏新年度に 新施設や民間委託検討

26 入賞者２１人たたえ 県の農山村写真展

27 地鳴り 川で釣るコイ 貴重な栄養源  浦 外喜夫 ６７歳（砺波市）

27 〃 今一度習う古典は新鮮  犀川 寮明 ６９歳（砺波市）

27 コント 富山のカンカン野菜（砺波・越中之助）

北陸中日 5 テーマ特集 験担ぎ（下） 努力信じて直前まで全力  上野 亮平 ７４ 富山県砺波市

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

27 砺波市「３世代近居」も支援 新年度 人口減対策 同居に加えて

27 プリムラで描くハート 砺波市高道の県花総合センター

毎日 22 県警 第１次異動１３７人 内示 １２署長が交代へ

  １１日　土曜日
北日本 25 チューリップ鮮やか１万本 砺波・四季彩館 「春を呼ぶ展」開幕 球根栽培１００年目祝う

25 ２つの般若地区 広報誌互いに講評 高岡と砺波 座談会

25 県農業振興賞 市へ受賞報告 砺波 受賞した市内の農業者１団体２個人が

28 北日本文学賞選奨作きょうラジオで朗読 富山シティエフエムとエフエムとなみ

富山 23 春を呼ぶチューリップ 砺波・四季彩館 １万５千本

23 県農業振興賞を報告 砺波市に２人１団体

23 太田配管に表示証 消防団協力で砺波市

27 地鳴り 納屋に眠る多数の民具 黒田和也 ４０歳（砺波市・会社員）

27 〃 一足先に旅立った友 嶋田道子 ６８歳（砺波市・主婦）

北陸中日 17 チューリップに愛込め 砺波・四季彩館 春を呼ぶ企画展

17 ＧＷのイベント満載 高岡市がＰＲチラシ 県西部誘客狙う

読売 24 笑顔咲くチューリップ展 ３０品種１万本 チューリップ四季彩館

毎日 26 第２８回読書感想画中央コンクール 県代表作品 ④高校の部 県立砺波高２年 紫藤さくらさん、下田藍海さん

  １２日　日曜日
北日本 3 市議選の勝利誓う 自民砺波市連が集い

5 社説 次代への伝承に力注げ 文化財「砺波の民具」

6 新年度会長に本江氏 県商議所青年部連合会

15 一筆一筆に想い込め 県小・中・高校生書き初め大会 ２０００人課題に挑む

27 雪上で時速５０㌔爽快 となみ夢の平スノーフェス

29 第５５回ファーストバンク小学生図画コンクール入賞発表 特選 富山第一銀行賞  砺波市立砺波東部小学校（１年）仙道美憂 他

31 県内高校生１６８人創作ダンス披露 高岡で発表会

32 入学待ち遠しいな 砺波で「１年生のつどい」

34 年金廃止「問題あり」１２人 若者の立候補に障壁

35 議員報酬増必要４割 県内１６議会 議長アンケート

富山 20 建国記念の日祝い吟詠 砺波市松風会 出町神明宮に奉納

21 そりやタイヤで雪上滑走、歓声 砺波、夢の平スキー場

21 県産花きで花束作り 高岡でフラワーフェス

21 高校生が創作ダンス ウイング・ウイング高岡

22 家族で音楽、工作楽しむ 県砺波青少年自然の家

23 ５・６年生の部 庄川三昧制す 第１５回小矢部市親子ユニホック大会

23 次期会長に本江氏選出 県会議所青年部連合会

25 地鳴り 立春の日に紙袋を作る 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

北陸中日 12 「やりたいことに手を」 砺波・庄西中 ぶらっくすわんさん講演

12 新会長に本江氏 県商議所青年部連

13 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 ５日・砺波市庄川体育センター

   １３日　月曜日
新聞休刊日

   １４日　火曜日
北日本 17 バレーボール モルテン杯北信越クラブ９人制選手権県予選会 男子①砺波倶楽部

17 卓球 県新人大会 男子 カブ②梅基来夢（砺波ジュニア） ほか

18 大回転タイム競う 砺波・夢の平 

22 地下の巨大水路“探検” 農地防災 規模を体感  砺波・小杉自治会住民 荒又排水路内部へ

23 陶芸家の手仕事 間近 砺波 市美術館至高の精神展 野村さん公開制作

23 地域包括ケア充実を 砺波 市・医師会研修会

23 林倶楽部の文科相表彰祝う 林 砺波市のビーチボールクラブ「林倶楽部」
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23 吉岡・北島さんに感謝状 小矢部 夜間にけがを負った高齢男性の人命救助に貢献

24 ぼくの夢わたしの願い 南 明良君、山本悠月さん（砺波市砺波東部小６年）

27 山田さん５度目Ｖ 将棋富山支部大会名人戦

27 太鼓打ち競技会 砺波で４月２３日 県協会が事業計画

28 北陸支局「書径舎」県内１５人入賞・入選 書道芸術院展

富山 3 本江幼稚園を廃止 射水、県教委 砺波市所有の「砺波の生活・生産用具」

24 警察署が感謝状 吉岡さんと北島さん 高齢者救助で小矢部署

25 広報誌をスマホ配信 砺波市、アプリ活用

25 ３分団３連覇 砺波市高波地区冬季球技大会・第１７回キンボール大会

25 ５分団Ａ，Ｂ制す 第２５回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

27 排水管歩き防災に理解 豪雨から砺波平野を守る 小杉自治会の親子ら

27 松浦と高見Ｖ 県新人卓球大会

29 黒部２位、野村３位 第２３回氷見ハマナス杯小学生バレーボール交流会最終日

29 ４、１０月に富山新聞社優勝旗争奪ゲート 砺波市ミドル交友会

32 ９施設でインフルか 砺波市栴檀野幼稚園

北陸中日 5 発言 地域全体考え議員活動して 伊藤冴子 ８３ 富山県高岡市

15 くらしの作文 廊下の遅速は三まめで 上野亮平（富山県砺波市＝無職・７４歳）

20 「広報となみ」スマホで閲覧を 砺波市の「広報となみ」

21 生活支える排水管探検 砺波 工事中トンネル見学会

21 地域の安全に貢献 認知症男性を救助 運転手２人を表彰 小矢部署

  １５日　水曜日
北日本 3 砺波広域圏のごみ受け入れ１年延長 富山地区広域圏

15 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子、安念智栄子

16 第７回とやま森の四季彩フォト大賞 入賞・入選者 菊川琢麻（砺波市、２点）、杉森洋子（砺波市）

19 ホクショーFC優勝 砺波市フットサル交流会

19 テニス 第３６回砺波オープン室内男子ダブルス大会 １２日、県西部体育センター

19 テニス 第１９回砺波オープン室内女子ダブルス大会 ②長山真凜・林果音（砺波市ＴＡ・Ａｉｒｓ）

20 読者のひろば 富山８６号に期待 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

23 広く発信 広く周知 砺波市 スマホで広報お届け

23 〃 砺波市消費生活センター 悪質商法の手口紹介 回覧板作成

23 古民家活用 そば店 砺波 きょうからプレオープン

23 気合込めてメーン！ 砺波 「健やか！防犯となみ少年剣道錬成大会」

23 施設ボランティア考える 砺波 社会福祉総合施設ケアポート庄川

23 消防団協力で表示証交付 砺波 太田配管（庄川町金屋）

23 ＦＭセレクション ブラぶらＢａｎバン！

28 県高校新聞コンクール 最優秀２校を表彰

富山 3 砺波のごみ受託１年延長 富山地区広域圏事務組合

23 くらしの日記 いとこたち 佐野嘉江 ７２歳（砺波市西中）

24 砺波工高、３年の成果披露 砺波工高の課題研究・工業技術論文発表大会

26 砺波・栴檀野にそば店 きょうプレオープン 空き家活用 地産地消

27 壁全体に散居村の爪楊枝画 砺波で展示

27 松川・板戸組優勝 第１１回健やか！防犯となみ少年剣道錬成大会

北陸中日 19 栴檀野の味 おろし最高 古民家改装 砺波の「蔵蕃そば」 きょうからプレオープン

読売 31 目に合った度数を 砺波市・中嶋裕一 ６７、伊藤満里子 ７１

32 よみうり文芸 短歌 砺波市 武部由美子

32 第１１回モルテン杯９人制北信越クラブ男女選手権県予選 男子 砺波倶楽部2-1YKK

32 富山の自然に魅せられる １９日まで ライチョウなど写真６６点

33 空き家をそば店に 砺波 地域活性化へ有志運営

朝日 29 展覧会 特別企画展 春を呼ぶチューリップ展 砺波市中村のチューリップ四季彩館

29 〃 早春を彩る花まつり 砺波市高道の県花総合センター

毎日 26 あすから書道芸術院展 東京

  １６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

18 花通信 県花総合センターのシナマンサクなど  砺波市高道

19 情報かわらばん となみ野

21 大賞に５人５団体 元気とやまスポーツ大賞
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24 パナ社屋を避難所に 砺波 市・柳瀬地区と防災協定締結

25 川柳にイラスト添え 看板製作店・藤崎さん 砺波で色紙展

25 ３年生１５人が課題研究発表 砺波 砺波工高

25 人命救助で感謝状 砺波 高川・四方さんに砺波消防署

25 多彩な手作り作品並ぶ 砺波 表町のギャラリーみかん堂の「第２回手作り市」

29 千住さん演奏会１９日に砺波で 名器バイオリンで披露

30 森瀬さん（砺波）国風賞受賞 日本盆栽協会展

33 風車 砺波市福山の福祉型障害児入所施設・砺波学園を訪れ

富山 25 文芸喫茶 短歌 海潮砺波歌会１月例会

25 川柳 となみ野川柳会１月句会

25 〃 絵手紙 島田紘子（砺波市）

27 避難所に社屋開放 大災害時 パナソニック関連２社 砺波市、柳瀬地区と協定

27 四方、高川さん 感謝状 砺波消防署 ＡＥＤで人命救助

32 書道芸術院俊英賞に高岡の林さん 第７０回記念書道芸術院展

35 ほたるいか 砺波市の県砺波学園を訪れ

北陸中日 5 発言 乗り物で熟睡日本人だけ？ 春川正人 ６９ 富山県砺波市

5 モーニングサロン 島田栄（富山県砺波市 農業 ６８歳）

6 平和の俳句 砺波市 藤井健治

23 ＴＰＳ砺波工場が災害時の避難所に 市や地区防災会と協定

24 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日　金曜日
北日本 22 高齢者学級の活動報告 砺波 砺波市高齢者学級の総合研修会

23 ポンプ車整備やドローンを導入 砺波地域消防組合定例会

23 税率据え置き承認 砺波 市国保運営協

28 宮本・八木教諭最高賞を受賞 県小学校教育研究会

31 寒風が育む風味 砺波 大門素麺天日干し

富山 22 砺波地域消防組合議会、予算など可決 ドローン１機導入

23 国保料据え置き方針 砺波市、新年度

24 教育研究論文２６人たたえる 県小学校教育研究会

24 大門素麺のカーテン 砺波特産 黒田さん方 伝統の天日干し

25 初誕生 柳瀬諒弥ちゃん 砺波市太郎丸

27 地鳴り 雪道の運転に自信過剰だった 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

27 〃 おばあちゃん言葉は面白い 小倉美央 ９歳（砺波市・小学生）

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

  １８日　土曜日
北日本 17 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子 安藤やすを

23 ながのスキー国体 成年７位 少年８位 男子リレー

26 きょうから玄土社一陽書会習作展 砺波 書き初めや色紙１７８点

26 砺波喜楽会新春前句大会・即句会 砺波市石南公民館

27 砺波市新年度予算案 防災力強化に重点 子育て環境も充実

27 内視鏡手術ロボ導入 砺波総合病院

27 既存施設改修やソフト事業に力 夏野市長

27 予算ワンポイント 市民の防災意識向上も

27 県産の花 早春彩る 砺波 県花総合センター

31 新タワー２０年度末完成 チューリップ公園の象徴 建て替え  砺波市予算案基本設計に着手

32 砺波の歴史に触れる 本社バスツアー 民具展示室を見学

32 砺波チューリップ 台北の市場でＰＲ 県花卉球根農協

富山 1 県境越え連携中枢都市圏 呉西６市は形成

23 砺波市新年度当初予算案 一般会計２１４億５千万円 北部 太田 認定こども園に

23 チューリップ振興支援 ネット栽培、生産体系化 台湾へ輸出拡大推進

23 一足早く ひなまつり気分 砺波・北部こども園 自作茶わんで園児お点前

25 富山 天皇杯８位 国体スキー 県勢の成績

25 砺波・県花総合センター チューリップやケイオウザクラ 華やかに春を演出

25 クリスマスローズ１００点華やかに 富山・県中央植物園

北陸中日 16 自家発電で防災力 内視鏡ロボ導入も 砺波市予算案

17 春一番に花の便り 砺波、展示始まる
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17 冬季国体スキー １７日・長野県八方尾根ほか

読売 31 砺波市予算案２１４億５０００万円 図書館整備や駅前広場事業 ３世代同居推進「近居」も事業対象

朝日 24 過去２番目の２１４億円 砺波市予算案 １０事業に重点投資

毎日 26 砺波市予算案 防災力強化に重点 新年度当初 積極型２１４億円

  １９日　日曜日
北日本 21 １３４人１９０団体表彰 きょう親切・善行感謝の集い

25 息ぴったり演奏や歌 砺波 出町小管楽器・合唱 受賞記念しコンサート

25 ざっくばらん 砺波喜楽会幹事 川原千尋さん（砺波市・６８歳）

30 油彩や木彫 多彩な５５点 庄川美術館 実技講座作品展始まる

30 とやまｗｅｂｕｎランキング １１日～１７日 ①県西部、大雪に注意（１３日）

富山 21 美しい歌声、元気な演奏 砺波・出町小「春をよぶコンサート」

21 子どもの個性と強み理解 砺波市庄東小ＰＴＡ講演会

21 認知症高齢者の接し方学ぶ 砺波市社会福祉協議会の福祉サポーター研修会

25 地鳴り 富山米新品種早く食したい 角栄一 ６５歳（砺波市）

25 コント 砺波・富之助

北陸中日 17 合唱と管楽器クラブ 春をよぶコンサート 砺波・出町小

  ２０日　月曜日
北日本 7 短歌とエッセー発表 高島さん（砺波）が季刊誌

16 バスケットボール 県冬季一般男女選手権 男子１回戦 庄西ク62-46福岡南星ク 

16 剣道 全日本都道府県対抗優勝大会県選考会 中堅 ②齊藤洋文（庄川中）

20 園児がお点前披露 砺波 北部幼稚園の「ひなまつり茶会」

20 スキー ラスキーフェスタ２０１７・ジュニアナイターチャンピオンレース 大回転 男子 低学年 ②石附鉄正（砺波ｊｒ） 他

21 ２２日にガールスカウト「ワールドシンキングデイ」 砺波 他団の会員と交流深める

21 年間来場者１０年ぶり５万人 砺波 チューリップ四季彩館 リニューアル効果で

23 バイオリン哀愁の旋律 砺波で千住さん演奏会

富山 14 福岡ビクトリー栄冠 第１５回栴檀野室内ゲートボール大会

15 高岡・おしごと博 ５００人、各ブースで体験

15 ５団ゲームで交流 ガールスカウト砺波地区

15 独身男女１４人料理で親睦 砺波・五鹿屋公民館

19 球春間近 投球や捕球学ぶ 砺波でソフトボール講習会

19 嶋作、大将の部Ｖ 全日本都道府県対抗剣道優勝大会県選考会

19 県冬季一般男女バスケットボール選手権２日目 男子１回戦 庄西クラブ62-46福岡南星クラブ 

19 第２回全国中学生クロスカントリー選手権 男子３キロ　49 瀬川翔誠（砺波市庄西中）

20 １０年ぶり 年間５万人 砺波・チューリップ四季彩館

北陸中日 5 発言 横綱稀勢の里再び優勝期待 会社員 石丸秀幸 ５７ 富山県砺波市

20 四季彩館 祝 ５万人 単年度入館１０年ぶり大台 台湾、香港誘客奏功

  ２１日　火曜日
北日本 2 新貯蔵施設整備を支援 となみ野タマネギ生産

6 定数４超の２２陣営出席 砺波市議選事務説明会

14 １１４組ダブルスで競う 砺波地区総合バド

14 スーパー大回転 橋本（東海大 庄川中出）４位 スキー・インカレ

18 生産者増え種類豊富 砺波・道の駅 農産物の販売好調

19 雪景色 海外客を魅了 庄川遊覧船初の１万人超見込み

19 ごみ最終処分場基本構想策定へ 砺波広域圏事務組合

19 ロビー展 富山銀行庄川支店

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波東部小６年 長谷川実咲さん、片田結菜さん

25 インフルで１１校が学年・学級閉鎖 学級閉鎖＝砺波市出町小４年

富山 3 ２２陣営が立候補予定 砺波市議選

22 クリーンセンターとなみ２１年度末に改修完了砺波広域圏事務組合議会

23 高岡、砺波の医療圏合同で救急研究発表 高岡医療圏・砺波医療圏合同救急症例研究会

27 スーパー大回転 男子で橋本４位 全日本学生スキー

27 県勢は予選敗退 ロボットアメフット

29 １１校で集団インフル 出町小（砺波市）

29 地鳴り 「ババばか」で成長見守る 上田百合子 ６４歳（砺波市）

北陸中日 18 １１小中学校が学年、学級閉鎖 インフルエンザ

19 立候補予定者の説明会に２２陣営 砺波市議選
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読売 31 説明会に２１陣営 砺波市議選

朝日 31 予定者説明会に計２２陣営が出席 砺波市議選

毎日 24 行政ファイル 砺波市議選の事前説明会に２２陣営

  ２２日　水曜日
北日本 2 戸出に新産業団地 スマートＩＣ近く １６㌶

2 県西部６市２４連携事業 「呉西圏域」予算案計３億円

20 加盟店紹介冊子を更新 砺波 砺波市飲食店組合

21 ひとり親の家庭高校進学率９５％ 砺波 市議会全員協議会

21 道の駅・浴場 新たに運営 砺波 庄川峡観光協同組合

21 天位に上田さん 砺波 木立句会

22 キッズギャラリー 「カッコイイ！スーパーカー」砺波北部小６年 鍋田将虎

25 最優秀に吉田さん 城端・氷見線フォトコン

27 公開請求なしで領収書など開示 砺波市議会

富山 1 戸出に新産業団地 高岡市当初予算案 ４５年ぶりスマートＩＣ近く

21 一般開架１０２席、児童４２席 新砺波図書館 学習コーナー９８席

21 砺波で救急隊員研修 砺波市の砺波地域消防組合消防本部で

25 最優秀賞に吉田さん 城端線・氷見線フォト

25 高校生９人ものづくりマイスター 県教委が認定

25 林が５位 全日本学生スキー選手権第２日

28 政活費の事項別支出、ＨＰ公開 砺波市議会

北陸中日 18 政活費ＨＰ公開 事務局で閲覧も 砺波市議会６月めど

読売 30 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 新年度分からＨＰで政活費領収書を公開 砺波市議会

  ２３日　木曜日
北日本 15 県歌人連盟役員新春詠 山森和子 坪本幸世

15 ことばの正倉院 生きた文化財富山弁 ⑥ チョーハイ 平家の落人伝承か？

16 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センターのリカステなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

23 交流の場へ一部開放 ７月改装オープン道の駅庄川 観光組合が運営方針

23 アルミ缶回収益で贈り物 砺波 砺波南部小 ミシンどうぞ使って 裁縫セットも

23 〃 砺波 砺波北部小 毛布と敷布団 預託

23 デマンドタクシー 平日３便を検討 砺波 市議会公共交通特別委

23 楽寿荘ホームヘルプステーションを廃止 砺波地方介護保険組合議会

23 月末金曜日の入館料割り引き 砺波 チューリップ四季彩館

23 救急隊員が事例紹介 高岡 高岡、射水、砺波地域、氷見の４消防本部の救急隊員

29 強制わいせつ容疑で砺波の男逮捕 高岡署

29 ごみ収集車から発火 ２２日午前９時半ごろ、砺波市太田のクリーンセンターとなみで

富山 25 俳壇 稲畑廣太郎選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

27 強盗対応を確認 北陸銀砺波支店

29 アルミ缶の善意届け 砺波南部、北部小

31 園児と高齢者がひな飾り作り 砺波で交流会

31 酒の保管法学ぶ 高岡で研修会

32 「３カ所厳しい状況」 砺波地方介保組合 定期巡回事業の整備

33 事件・事故 強制わいせつ容疑で再逮捕

33 〃 ごみ収集車から出火

北陸中日 18 最終処分場 構想着手へ 砺波広域圏事務組 委託、新設など検討

19 デイサービスにミシンなど贈る 砺波南部・北部小児童

19 ファイル１１０番 女性の胸触った疑い

19 〃 ごみ収集車から出火

19 プレミアムフライデー 四季彩館が入館割引

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

  ２４日　金曜日
北日本 22 読者のひろば 白化現象に光明 砺波市 犀川 啓子（主婦 ７５歳）

24 柏さんが育てた古代米贈る 砺波 狐島の農家、柏久義さん（７９）
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24 銀行強盗に備え対応訓練 砺波 本町の北陸銀行砺波支店で行われる

24 お年寄りと園児が折り紙 砺波 ひな祭り交流会が２２日行われる

31 寒風が育む風味 砺波 大門素麺天日干し

31 救急隊員に対処法助言 砺波 県下救急隊員研修会

28 県内高校３年生９人に認定証 ものづくりマイスター

富山 4 ものづくり「見せる化」 工場改装、見学エリア新設  製造業「コト消費」狙う

23 山田さん栄冠 第３回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

23 切り花で早春の庭 砺波・四季彩館

27 高校生９人に認定証 県教委 ものづくりマイスター

27 デスク日誌 ごみ出しルール徹底を

29 地鳴り 遭難ないよう歌を聴き祈る 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

北陸中日 11 吉田さん（富山）最優秀「荒海を貫け」 城端線・氷見線フォトコンテスト

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 31 政活費領収書ＨＰで公開へ 砺波市議会が改革

毎日 15 第２８回読書感想画中央コンクール 小学校高学年の部 清原希紘（砺波市立庄南小６年）ほか

  ２５日　土曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生 -22- 第２部 バッジの重み⑦報酬額 はびこる横並び意識

33 おんせん野菜料理いかが 砺波 庄川４旅館 越中三助焼も使用

33 ざっくばらん 砺波市南般若公民館広報部会長 河合重徳さん（砺波市・３５歳）

33 安念さん（県オペラ協会長）と歌ったよ 砺波 太田こども園 園児ら合唱楽しむ

33 発達障害ある子ども支援へ指導主事配置 砺波 市教委

33 「稜線コース」復活へ 牛嶽ふるさと歩道

富山 20 ３月イベント一覧 １８日 油田カローリングクラブ大会（砺波市油田体育館) 他

21 スポーツ 第１３回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会 他

25 密集地想定で図上訓練 糸魚川大火受け 砺波消防署が初

25 被害者支援を充実 砺波でネット総会

25 オペラの安念さん園児と童謡歌う 砺波・太田こども園

25 砺波・北部デイに新車両 車両は軽自動車

26 魅力発信へ連携 庄川温泉郷 三助焼 おんせん野菜

北陸中日 19 越中三助焼で四つ星の味 庄川の４旅館ご飯茶わんに使用

  ２６日　日曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生 -23- 第２部バッジの重み ⑧なり手不足 「ゼロ票議員」増す懸念

24 スキー 第３２回県学童選手権 アルペン回転 女子３・４年生③石附志野美（砺波JR） 他

24 フレッシュテニス 第７回射水市きときとオープン交流会 団体Ｂクラス①ＤｅＭＡＣＨｉ（砺波）

24 ミニバスケットボール 南砺市交歓大会 砺波南部44-36井波 他

26 読者のひろば 全員野球で制覇を 砺波市 上野亮平（無職 ７４歳）

28 男女７チーム熱戦 砺波 児童ビーチボール大会

28 酒の品質管理に理解 高岡 日本酒とワインの商品知識を学ぶ研修会

28 小学生が将棋の腕競う 高岡 Ｂ組①元秋篤（砺波東部２）

29 ３団体が企画提案 砺波 砺波市まちづくり協働事業の審査会

34 能作さんの栄誉喜ぶ 藍綬褒章祝賀会に１４０人

富山 31 ボランティアの資質向上へ研修 砺波連絡協

31 きょう高岡で虹のｈａｃｏ 美容や癒やし体験

31 「たんぽぽ」が表彰報告 県善意銀行の親切・善行感謝のつどい顕彰の１５年目表彰

31 消防庁長官表彰 県内から３８人 林弘、堂田保、王畑義次（砺波地域消防組合消防本部）

33 スポーツ少年団が研修 砺波市スポーツ少年団のリーダー研修

  ２７日　月曜日
北日本 1 景況感「上向き」１５％ 県内４市は「上向き」

1 民意と歩む 議会再生 議会だよりに変化 

3 チューリップ生産視察 砺波で小泉自民農林部会長 伊藤社長を激励

16 スキー 第３２回県学童選手権 大回転 男子５・６年①長久皓央（砺波ＪＲ） 他

18 読者のひろば 楽しみにして読む 砺波市 横井君子（主婦 ７４歳）

20 五輪銀・藤井選手の技盗め 砺波市バド協会企画 小中高生が実技学ぶ

20 唄と踊り華やかに 砺波 となみ野民遊会 ４０人が舞台披露

20 県西部７ＲＣの会員が交流 射水 国際ロータリー第２６１０地区第３分区都市連合会

21 となみミュージカルキッズ来月公演 砺波 通し稽古に初挑戦
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21 議会日程 砺波市

21 密集地火災に備え図上訓練 砺波 砺波消防署

29 風車 ＪＲ砺波駅コミュニティプラザで「にぎわい市」

富山 1 景況感「上向き」１５％ 県内自治体 「上向き」４市 「下降」は２市

2 砺波、南砺の農業視察 チューリップ、タマネギ 知事、生産拡大へ支援検討

16 城端線をジオラマに 砺波駅でにぎわい市

17 みそ作り体験 砺波

19 創立５０周年を祝う 砺波市バド協会

21 高学年女子 最上・島組Ｖ 氷見・石川交流小学生ソフトテニス 団体は滑川、庄川

21 Ａは万葉倶楽部栄冠 第２３回ＪＡいなば杯争奪ふれあいビーチボール大会

21 砺波でＢ＆Ｇ交流会 県Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会の交流会

21 アレスグーテ砺波Ｖ 第１０回ＶＩＤＡキッズフットサルカップＵ-１２

21 スキー・ 雫石スーパー大回転競技会 男子 ６９ 山田且（砺波工高）５５秒３６

21 県柔道連盟第４回昇段審査会・初段・２段合格者 合格者一覧

  ２８日　火曜日
北日本 15 北日本文芸 歌壇 人 砺波市 吉田晃子、佳作 砺波市 坪本幸世 他

15 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承、藤井哲尾、小野田裕司 他

15 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

18 学生の目 命を大切にしよう 砺波市 堀池めぐみ（短大２年 １９歳）

18 仲間と集う ＳＥＣ関東ＯＢ会（砺波市 坂井勇雄）

21 春告げるチューリップ 砺波 四季彩館で季節展示

21 被害者支援へ意見交換 砺波 砺波被害者支援ネットワーク

21 スポ少率いる心構え学ぶ 砺波 砺波市スポーツ少年団リーダー研修

21 福祉車両を贈呈 砺波 日本財団から北部デイに

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波東部小６年 水口歩実さん

27 窃盗容疑で男逮捕 砺波署

27 優秀教職員表彰に１０人 ３月６日に東京大学で表彰式

28 富山工 土木工学２．８６倍 県立高入試出願締め切り

富山 2 孫とおでかけ支援事業 高岡市施設も対象に 富山市社会教育委新年度から見通し

2 ５年後に１０００億円増 県西部６市の総生産額

27 手をつなぐとなみ野に食料品を寄付 カーブス

28 探究科人気１．５１倍 県立高一般入試 平均１．１５倍

29 事件・事故 電動工具窃盗容疑の男逮捕

29 地鳴り 江戸時代も高温に悩む 黒田和也 ４０歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 全日制倍率１．１５倍 県立高入試、出願締め切る

17 募った食品施設に善意 「カーブス」２店

17 県西部６市連携施策業績評価指標を設定 ビジョンの改訂版

読売 30 県立高全日制１．１５倍 １４校２３学科で定員割れ

朝日 27 全日制平均１．１５倍 県立高 来月８・９日に試験

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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