
　　　　　　　２０１８（平成３０）年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　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（２／１～２／７） 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 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

22 仲間と集う 砺波登高会　南砺市（金田淑子）

25 庄川温泉郷宿泊で水資料館入館割引 砺波市花と緑と文化の財団

25 市予算に対し要望書を提出 年金者組合砺波支部

30 都心の百貨店に〝花畑〟 砺波切花研究会　チューリップPR １０００本ずらり

富山 1 夏休みに「閉庁日」導入 県と５市教委　有給取得を推進

3 「富富富」の販売戦略 女性、子育て世代に照準

3 精神障害者の支援強化 県社福審　福祉基本計画の中間案

21 くらしの日記 庄川峡に行く　大鋸谷茂喜　７０歳（南砺市福光東町）

27 庄川水資料館、温泉郷と連携 宿泊客に入館料割引

29 チューリップ色とりどり 砺波切花研究会　都内でフェア

北陸中日 5 テーマ特集　冬季五輪㊤ 勝負終えたらノーサイドに　上野亮平　７５　富山県砺波市

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

毎日 24 読書感想画中央コン 県代表　１４作品決まる

 ２日　金曜日
北日本 11 いえしごとの夜明け ６ 寿木けい  「温める」を考える

30 読者のひろば 栃ノ心をたたえる 砺波市 横井君子（７５歳）

34 とやま元気っ子 砺波東部レッドストロングス チーム名変更 伝統新たに

36 新春特番に意見 エフエムとなみ審議会

37 インフルで９校学年・学級閉鎖 学級閉鎖 砺波市庄東小１年

富山 13 地鳴り 重い病気の兄と時間共有  紫藤道子 ８３歳（砺波市）

27 交通安全署名を奉納 砺波で祈願祭

27 福光で１０、１１日雪あかり祭り 巨大紙風船５８基

28 レシートでサンデー提供 道の駅庄川 とくし丸の客対象に

32 県内９校で集団インフル 庄東小（砺波市）

33 氷見１月降雪２０１㌢ 歴代３位  １月の平均気温 砺波市０．８度（平年１．９度）

北陸中日 5 テーマ特集 冬季五輪㊦ カーリングの緊張感が魅力 石丸秀幸 ５８ 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

26 チューリップ切り花好調 砺波  ５年で出荷倍増／首都圏に販売攻勢

26 ３０選手熱い戦い ４日開幕 高校総体

27 県産材でウイスキー樽を 若鶴酒造と島田木材 「工程すべて富山」目指し

毎日 22 ギャラリーだより 第１９回至高の精神展「横山丈樹 悠遠の譜」

 ３日　土曜日
北日本 1 氷見の断水ほぼ解消 漏水確認 水質・水圧回復急ぐ

21 きょうから砺波市美術館 至高の精神展 時を超えた美追求

24 特殊詐欺防いだ山﨑さんに感謝状 砺波署

24 呉西圏発展へ事業提案 高岡で共創ビジネス研修了式

25 災害時の水道復旧で協定 砺波広域圏事務組合水道事業所

25 「稼ぐ農業」実現へ計画案 検討委が市長に報告

25 事故防止へ決意新た 砺波市交通安全協会

32 書道芸術院展 北陸支局「書径舎」 １６人が入賞・入選

富山 15 地鳴り 消費より節約に美徳の意識持つ 春川正人 ７０歳（砺波市）

22 やる気引き出す「しかけ」を報告 砺波で中教研研修会

23 重要項目に「稼ぐ農業」 砺波 農業農村基本計画案を提出

23 ２管工事業協組と災害時の協定締結 砺波広域圏水道事業所

24 高岡で呉西圏域ビジネス研 戸出にシェアオフィス

24 コンビニ店長に感謝状 砺波署 架空請求詐欺を防止

29 水道管凍結防止策掲載 砺波市HP

北陸中日 16 冬の庄川峡 写真効果絶大 庄川遊覧船支配人が撮影 台湾から観光客続々

18 水道管の被災復旧で管工事業組合と協定 砺波事務組合

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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18 コンビニの店長が架空請求詐欺阻止 砺波署が感謝状

19 交通安全の標語 最優秀に３作品 砺波市安協

 ４日　日曜日
北日本 12 県勢４校決勝Ｔへ 剣道 北信越高校新人大会

14 粘り強くシャトル追う 第１３回南砺市ジュニアオープンバドミントン選手権大会

14 福野中が優勝 第３７回砺波フットサル大会・中学生の部

14 岐阜 全国高校スキーきょう開幕 県勢３０人 表彰台目指す

20 市美術館で至高の精神展 横山さん（彫刻南砺）近作１４点存在感と生命力表現

20 教育実践記録の受賞者表彰 砺波市中学校教育研究会

21 節分 祈り込めて  豆まきやすし作り 神事で「福」招く  井波 高瀬神社

21 節分 祈り込めて  豆まきやすし作り 恵方巻き味わう  砺波 般若公民館

28 砺波のチューリップ 都内で切り花贈りＰＲ 恵比寿三越

富山 6 地鳴り 第１回から雪合戦の審判  北清 俊一 ６１歳（砺波市）

6 地鳴り 連日の雪かきで疲れが残りがち  嶋村 了吉 ５４歳（砺波市）

6 地鳴り ２５年使った洗濯機交代  小倉 慶子 ７３歳（砺波市）

22 わらべうたで遊ぶ 砺波図書館

23 平和、健康祈る  豆まき 力強く 南砺・高瀬神社

23 親子で作り味わう 砺波・般若

24 白雪紅梅賞に嶋さん  俊英賞に林さん選ぶ 書道芸術院展

25 高校１２チーム 躍動の舞台 第３８回砺波地区高校創作ダンス発表会

26 東京五輪・パラリンピック 富山から盛り上げ 県内でフラッグツアー

北陸中日 13 節分 福よ来い みこの神楽で厄払い 南砺・高瀬神社

13 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 試合結果

読売 10 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 27 東京五輪・パラリンピック旗 県内でお披露目「ツアー」 １０～１５日に県西部体育センター（砺波市）

 ５日　月曜日
新聞休刊日

 ６日　火曜日
北日本 1 寒波再び 大雪警戒 県内 きょう列車８４本運休

16 全国高校スキー 距離女子フリー 広瀬悠（雄山）５位

18 陸上 全国中学生クロスカントリー選手権 ２２ 瀬川翔誠（砺波市庄西）

18 スキー 第１４回砺波市民体育大会競技会 大会結果

18 テニス 砺波オープン室内ダブルス大会 大会結果

18 フットサル 第３７回砺波大会・小学生の部 大会結果

18 １２チームが熱戦 第１４回Ｕ－１４フットサル福野カップ

18 中学生がバスケで交流 第１２回高一カップ（県４地区中学女子大会）

19 龍谷富山が準優勝 女子は高岡工芸３位 剣道 北信越高校新人大会

19 鍛錬の成果競う 第３５回高岡南部青少年武道大会

20 読者のひろば 「だいじょうぶ」 南砺市 坂下ひとみ （砺波高１年 １６歳）

23 創造となみ 来月に本番 結団式 合唱祭へ１４０人心一つ

23 新春の思い込め力作 ＣＯＳＭＯＳ書会１２３点

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年  川向 康詩君

27 来月 ミュージカル「ニュースペーパー」 出演者が通し稽古

27 初舞で新春祝う 渋川流剣詩舞道剣楓会

28 県高校新聞コンクール 国際大付・石動など表彰

29 インフルで２５施設 学年・学級閉鎖 砺波南部小３年、出町小１年

29 機械に左手挟まれ重傷 砺波市太田 県金型協同組合工場

富山 1 県内に寒波 再び大雪 ５地点真冬日 交通に乱れ

1 ４高校再編 正式決定 県内、２０年４月に移行へ

12 地鳴り 条約名の暗記は大変 嶋村 天馬 １４歳（砺波市）

12 地鳴り 「愛妻の日」に感謝を忘れず 犀川 寮明 ７０歳（砺波市）

15 くらしの日記 親子の絆 佐野 嘉江 ７２歳 砺波市西中

22 臨書６時間 上達誓う 南砺 知遠書法篆刻研が稽古

22 北親会が総会 砺波・北陸銀取引先

22 独身男女 料理で交流 砺波 五鹿屋ｄｅ愛クッキング

23 最優秀に小谷内教諭 砺波で小教研の研修会
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24 話し方で好印象 今川さんが助言 富山第一銀労組

24 伝統工芸を産業観光に 県西部６市に提言書 ３月までに作成

24 サツマイモ栽培学ぶ 砺波・カンカン野菜研修

25 広瀬５位 距離フリー女子５キロ 全国高校スキー大会第１、２日

25 男子・龍谷富山２位 女子・高岡工芸３位 第２７回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会

25 初誕生 長谷川 紗希ちゃん 砺波市豊町

25 初誕生 隈元 千結ちゃん 砺波市深江 

25 西から東から 安全運転考える機会に

26 チューリップ魅力 花千代さんら語る 日本橋とやま館

28 ２５施設で集団インフル 出町小、砺波南部小

毎日 26 嶋さん（高岡）白雪紅梅賞 きょうから書道芸術院展

読売 34 ５キロフリー広瀬５位 全国高校スキー大会

 ７日　水曜日
北日本 1 県内 記録的大雪 高岡で積雪９６センチ

3 県人口３５８人社会増 １７年 自治体の促進策奏功

17 女子大回転 荒井（富山第一）３７位 全国高校スキー

21 砺波市消防団防火服 デザインも機能も一新 若手加入へ洗練 顔面も保護

21 除雪費１億円追加 市が２度目の補正 砺波市 ２０１７年度一般会計補正予算

21 カンカン野菜育てよう 砺波・高岡 新規栽培へ６６人研修

21 作家５人が木彫や盆栽 新創造の会 春展

27 県内 白魔再び 砺波市本町、砺波市三島町

29 県立高推薦入試出願締め切り 富山いずみ看護２．２９倍

30･31 やまぬ雪 町すっぽり どうやって帰れば… あいの風鉄道 富山・高岡駅 運休続き困惑、「五六以来」うんざり

富山 1 記録的大雪 高岡８６センチ あいの風鉄道 初の終日運休

2 ２年連続で社会増加 昨年の県人口 ３５８人増

2 し尿施設改良 来年２月に完工 砺波地方衛生組合議会

3 総合計画 答申まとまる 県審議会、来週にも提出

20 消防団員の安全強化 シールド付きヘルメット導入 砺波消防署 防火衣を更新

20 小学２年生の力作４０８点展示 庄川美術館

25 新高岡駅利用ツアー １～３月団体７０００人 高岡市、４月から個人向け企画

29 砺波で市バス ３路線が運休 砺波市

北陸中日 1 県内大雪 高岡８８センチ 氷見積雪、平年の６倍

18 大雪 白く染まる街 ガラーン 大雪による遅配でガラリと空いたコンビニ店の弁当類陳列棚 砺波市栄町で

19 水道管凍結 どう防ぐ 水出し目安は細い糸 蛇口にはタオル＋袋

19 チューリップ 首都圏で花開け 県、東京の市場で人気投票

19 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 試合結果

19 高校総体スキー 大会結果

29 やまぬ雪 生活直撃 交通混雑、除雪に追われ

読売 28 よみうり文芸 短歌 砺波市 和里柳蛙

28 剣道 第２７回庄川清流杯北信越高校新人大会 大会結果

29 県、転入超過２年連続 富山、黒部など６市村増加

朝日 30 富山市街 積雪６６㌢ 県内事故９３件 １１２校休校

31 フォーラム とやま 特別企画展「春を呼ぶチューリップ展」

 ８日　木曜日
北日本 1 物流寸断 ガソリン品薄 県内大雪 一部ＧＳ 販売制限や営業短縮

1 大雪ピーク越える きょうも寒気流入

16 県内美術館・博物館の催し（２／８～２／１４） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センター 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

18 全国高校スキー 広瀬崚（雄山）９位入賞

18 全中スキーきょう開会式 県選手団名簿

20 読者のひろば 楽しかったＯＢ会  砺波市 武部幹夫（７７歳）

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）

22 高齢校区に移動スーパー 高岡 博労校下社会福祉協議会  買い物弱者対策に尽力

23 実践記録の受賞者表彰 砺波市小学校教育研究会の全体研修会

23 空き家問題について語る 北親会の総会
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23 林業奨励者を表彰 砺波林業協会

28 夜高プラカード彩る東京五輪に 砺波地方の若手グループ  平昌開会式視察へ  採用活動アピール

31 庄川線除き運休 砺波市の市営バス

富山 1 婦中で除雪の男性死亡 フォークリフト、用水転落  除雪車出動1万５７８１台 前年の２倍

13 コント 砺波・越中之助

24 庄川中美術部が作品展 庄川水資料館 風景画や工芸２２点

24 奨励者２人表彰 砺波林業協会

25 スキー国体に５２選手 新潟で２５日開幕  ３年連続入賞狙う

29 高岡５集落 孤立恐れ 今冬犠牲者５人 県、除雪に注意促す

北陸中日 1 見上げれば屋根雪 豪雪北陸 倒壊や落雪警戒 砺波９９㌢、伏木９４㌢記録 交通乱れ影響続く

19 新潟冬季国体出場県選手団７０人発表 ２５日に開幕

19 高校総体スキー 大会結果

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

26 かさむ除雪費 各自治体 財政痛手

27 休校続出、除雪事故も 北陸豪雪  遠のく客足 スキー場困惑

読売 29 大雪 県民生活に混乱 富山で死亡事故、各地でけが人

朝日 23 除雪中の男性死亡 フォークリフトごと転落

 ９日　金曜日
北日本 3 景観計画の指針作成 自治体向け 観光誘客推進

18 読者のひろば 愛される富富富に 砺波市 村中正敏（８７歳）

20 モンゴルの歴史や遊牧民の生活紹介 庄川小で砺波ＲＣ出前講座

21 花いっぱいの新車両 市営バス高波線に導入

21 元五輪選手の岡部さん前走 夢の平スラローム大会 １１日

25 富山第一銀行 小学生図画コンクール 特選・特別賞は３６点

28 寒波の影響 道で駅で 県内渋滞 けが人続出

富山 1 大雪一服も混乱続く 県内 鉄道、一部運休

2 健康サポート薬局 登録伸び悩み 県内まだ５店 「各中学校区に１店」目標

3 １億円産地づくり戦略品目 作付面積、出荷量が最大

22 新車両お披露目 砺波市営バス高波線

23 「身の丈に合った市政」と砺波市長 自治振興会協の語る会

23 議会日程 ２月定例会 砺波市

24 モンゴルの暮らし面白い ウンダルマーさん 庄川小児童に紹介 砺波ＲＣ出前講座

24 ４種目で熱戦 第３５回高岡南部青少年武道大会

25 リレー男子 雄山９位 第６７回全国高校スキー大会 大会結果

25 農業農村整備 重要性に理解 富山で語り部交流会

北陸中日 17 交通死亡事故０へ 砺波市安協祈願祭 出町新明宮で開催

17 花柄カラフル新車両 砺波市営バス 高波線運行

17 第１４回砺波市民体育大会スキー競技会 大会結果（４日、となみ夢の平スキー場）

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

28 チューリップ出荷拡大 砺波の切り花会社 年１００万本 「オランダ式」栽培成功 首都圏向け市場調査

 １０日　土曜日
北日本 3 「子宝モデル企業」県が６団体を表彰 たち建設

3 ４２個人・団体功績たたえる 県の農水奨励・農業振興賞

19 「一丸となって戦う」 スキー国体壮行式 県選手団 活躍誓う

24 仲間と集う 大建工業研究室ＯＢ会（砺波市 武部幹夫）

27 チューリップ１万本彩る 砺波 四季彩館「春を呼ぶ展」 バレンタインをイメージ

27 ざっくばらん 高岡市市民税課主事 大久保弘行さん（砺波市・３６歳）

27 １団体３個人が市長に受賞報告 県の農業関係賞

27 市政に関し意見交換 砺波市地区自治振興会協議会の「市長と語る会」

32 現代の名工選出 宗景さん（砺波）祝う ２００人 功績たたえる

富山 3 「子宝モデル」６社表彰 県、仕事との両立支援

4 「きときと寿し」のＦＣ運営会社破産 エスワイケイ

18 くらしの日記 温かい学校  柴田照子 ６８歳（砺波市鷹栖）

25 華やか 春呼ぶ１万本 砺波でチューリップ展  切り花、鉢植え並ぶ

25 農業貢献、受賞喜ぶ 砺波  元気とやま農林水産奨励賞、県農業振興賞

26 宗景さんの功績たたえ 現代の名工、砺波で祝賀会
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27 農林水産奨励など２３人１６団体たたえ 県庁で表彰式

27 ３年連続入賞へ闘志 国体スキー 県選手団の壮行式

29 沢川 屋根損壊の恐れ 高岡・福岡５集落  積雪２㍍超、捨て場なく

31 寒すぎる「融和五輪」 頑張れ富山勢／メダルを日本に

北陸中日 12 くらしの作文 マナーを守ろう  春川正人（富山県砺波市=７０歳）

20 一足早い春 撮ろう 砺波・四季彩館チューリップ展

30 天候注意を きょう気温上昇 あすから大雪？

毎日 24 第２９回読書感想画中央コンクール 県代表作品③中学校の部  砺波市立庄西中２年 和泉結万さん

 １１日　日曜日
北日本 26 躍動感あふれる創作ダンス披露 県内高校生１６０人

27 バレンタインに富山スイーツを イオンモールとなみ

27 １６チーム熱戦 少年フットサル福野杯

27 前句出来栄え競う 砺波喜楽会

30 第５６回ファースト・バンク小学生図画コンクール審査発表 富山第一銀行賞 砺波市立砺波東部小学校（２年） 岩﨑愛 ほか

32 小学校入学楽しみ 砺波で１年生のつどい  劇など楽しむ

35 予算特別委 設置求める市議も 

富山 21 冬の砺波 魅力探る 移住体験ツアー 首都圏の４組 住民と交流

21 バレンタインに花を アレンジメント体験  イオンモールとなみ

22 氷見でハマナス杯バレー 予選１位通過 海峰 黒部 福光 南条

22 情熱あふれる創作ダンス披露 高岡で県高校発表会

26 南砺 八魂一如 ３９ 第１章はぐくみの大地 米田記者③「人のつながり」を愛す

27 きょう再び冬型 大雪恐れ  砺波市 ５８㌢

北陸中日 20 メッセージ込めて高校生ダンス創作 高岡で発表会

 １２日　月曜日
北日本 3 党勢拡大へ結束 自民砺波市連が集い

14 県選抜男女とも８位 全中スキー距離リレー  県勢

14 バスケットボール 第１２回高一カップ県４地区中学女子大会 ②般若

14 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 ③砺波倶楽部

14 卓球 高岡地区選手権 高校ダブルス③鹿嶋弥月・新保翔英（砺波工業高）

18 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

18 とやま文芸散歩 米田憲三 平岡和代

23 利賀 ミズナラ有効活用 島田木材（井波）と若鶴酒造（砺波） ウイスキーだる開発へ

23 大回転でタイム競う 夢の平スキー場  ９部門８０人参加

23 住民と交流 生活体感 移住体験ツアー

23 多彩な手作り料理持ち寄りアピール 女性農業者がパーティー

23 フットサルで熱戦 ２０１８フットサル交流南砺大会 チャレンジ①アレスグーテ砺波

23 フットサル 砺波市少年交流会 大会結果

27 義仲 出世よりも志 砺波で講演会 人物像に理解

28 中平さん３度目Ｖ 将棋名人戦富山支部大会  シニアは北野さん

富山 1 県内また大雪恐れ きょう 平野部、最大５０㌢ 

3 平成のとやま  平成１８年豪雪 雪崩、停電  被害は今冬以上 住民総出で「克雪」

7 地鳴り 発電量でも世界トップクラス 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

16 ２分団が優勝 砺波・高波キンボール

16 第２７回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技 大会結果

16 砺波で吟詠奉納 砺波市松風会

17 地元農産品味わって 砺波 女性起業者がパーティー

17 バタフライＫＵ栄冠 Ａクラス 第２４回ＪＡいなば杯争奪ふれあいビーチボール大会

18 ４、１０月に富山新聞社ゲート 砺波・ミドル交友会が総会

18 立春の集いで党勢拡大に団結 砺波で自民党市連

19 氷見ハマナス杯小学生バレー 福光東部が栄冠

19 男女とも８位 リレー 第５５回全国中学校スキー大会

20 義仲とのゆかり紹介 砺波で講演 大河誘致呼び掛け

北陸中日 14 農産物持ち寄り交流 砺波 県内６市の女性農業者

15 全国中学スキー 大会結果

22 県内各地で降雪続く 積雪 富山３０㌢、砺波４９㌢

 １３日　火曜日
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北日本 1 大雪再び 富山６０㌢ 北陸線特急が終日運休

8 ２０００人 筆に思い込め 県小・中・高校生書き初め大会 漢字・かな 課題に挑む 砺波市

14 県柔道連盟昇段審査会合格者 男子=２段 杉原龍之介（砺波高）ほか

23 となみ夢の平スノーフェス ゲレンデで遊び歓声 スノーモービル人気

23 涅槃会に向け団子を手作り 井波の金城寺

23 庄川中美術部 力作２２点 砺波市庄川中学校美術部による作品展

23 ペタンク 第１１回北部ブロック冬季交流大会 大会結果

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年  南部実喜信君

30 広野 胸張る滑り 「全力を尽くした」 スロープスタイル決勝１２位

富山 1 県内 再び大雪 鉄道、航空便 運休や欠航

7 地鳴り 私立高校入試 かなり緊張 嶋村天馬 １４歳（砺波市）

17 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会１月句会

20 雪上を疾走 歓声 となみ夢の平スキー場 スノーモービル楽しむ

27 スノボ娘「かっこよかった」 富山でパブリックビューイング

北陸中日 1 県内 雪で交通乱れ 砺波２１㌢（６５㌢）

20 楽しい雪 となみ夢の平スキー場でフェス

21 カラフル空間 小２が元気いっぱいに 庄川美術館

21 〃 庄川中美術部員若々しさ、力強さ  庄川水資料館

読売 33 ミニＳＬ春へ出発 砺波 チューリップ四季彩館

33 再び大雪 交通、水道注意 きょうも  砺波市５８㌢

朝日 23 県内、大雪の恐れ 交通乱れや凍結など注意

 １４日　水曜日
北日本 1 富山 積雪８０㌢超 ６年ぶり 除雪でけが相次ぐ 交通網乱れる

3 叙位叙勲（１３日） 元県立砺波高校長 藤井修二氏（６１）

5 世界的ウイスキーコンテスト 若鶴酒造最高賞 熟成１２年以下部門

22 読者のひろば 学生の目  まず社会人として  砺波市 佐伯愛（富山短大２年 ２０歳）

25 地元が誇る民具１０００点 砺波南部小３年生見学

25 散居村の四季 折り紙で表現 協会講師２人展

25 子ども向け科学本１００冊 砺波図書館の特別企画展「科学道１００冊ジュニア」

33 「井戸水出ない」困った 県内消雪装置フル稼働  調理・入浴…生活水なのに

33 鉄製資材当たり砺波の女性死亡 長野 トラックから落下

33 降り続く雪 もうたくさん アーケードまた破損 高岡 雪捨て場３ヵ所満杯

富山 1 富山中心部積雪７６㌢ きょう寒気抜ける

3 本社来訪（１３日） 砺波総局

5 ベストウイスキーに若鶴酒造 英の世界的コンテスト

21 地鳴り 車の水はね速度落として  平井睦子 ７４歳（砺波市）

21 地鳴り 過去の豪雪孫に聞かせる  小倉慶子 ７３歳（砺波市）

21 地鳴り 実がなくなりヒヨドリの餌か  安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

21 地鳴り 今冬の大雪「三〇豪雪」か 角栄一  ６６歳（砺波市）

25 懐かしの加越線上映 砺波・鷹栖であす 小幡さん制作

26 富大芸術文化学部 工芸観光推進へ意見交換 高岡で報告会  年度内に意見書

27 来月１４日から宮林さん作品展 射水・大島絵本館

27 初誕生 河原杏那ちゃん  砺波市広上町

28 １３０３人が面接、作文、実技 県立高３１校で推薦入試

29 大雪の県内、混乱続く 除雪中、１人死亡３人重傷

29 資材当たり、砺波の女性死亡 １２日午前８時２５分ごろ 長野県小諸市

北陸中日 5 ミニコント 砺波・越中之助

9 若鶴酒造がベスト賞 ウイスキー国際審査 「ムーングロウ」輝く

21 団員を守る防火衣 長靴など順次更新 砺波市消防団

31 腰に鉄の梁当たり砺波の運転手死亡 長野の工事現場

31 富山８４㌢ ６年ぶり大雪 交通乱れ、除雪でけがも

読売 32 スキー 第１４回砺波市民体育大会

33 大雪続き 運休相次ぐ 県立高推薦入試、開始遅れ

朝日 25 ６年ぶり積雪８０㌢超 富山市中心部、大雪続く

25 ウイスキー樽 富山の味 若鶴酒造・島田木材、県産ミズナラで開発中 林業再生も期待

毎日 26 寒気強く 大雪再び 富山市で６年ぶり８０㌢超
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 １５日　木曜日
北日本 5 エスワイケイ（高岡）破産手続き開始 回転ずし店運営

14 県内美術館・博物館の催し（２/１５～２/２１） 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 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

25 焙煎コーヒー店内で提供 道の駅庄川

25 多彩な手作り作品並ぶ 砺波市表町 ギャラリーみかん堂

29 県内から７人入選 都内で国風盆栽展 森瀬和夫、宮北福寿（砺波）

別１ 北日本新聞カルチャー教室 となみ煎茶教室

富山 20 地鳴り 残りの人生は人に迷惑かけず 市山あい子 ８３歳（砺波市）

20 地鳴り 老人会の総会 青年会より覇気 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 コーヒー豆を自家焙煎 道の駅庄川 ガラス張り、作業公開

25 駒田さんが優勝 第１３回サンテンひだまり杯健康麻将交流大会

26 不審者対応を確認 砺波・東部小で訓練

28 庄川峡にシャトル便 加越能バス 城端から１年間運行

29 北陸で春一番 一気に雪解け 昨年より３日早く 交通の乱れ続く

北陸中日 21 農産物の販売はデザインが大事 角田さん、砺波で講演

21 焙煎コーヒー 魅力アピール 道の駅庄川で桜井さん

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

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １６日　金曜日
北日本 3 最優秀に青沼さん 県青年農業者 活動発表

23 加越線の思い出鮮やか 鷹栖高齢者学級上映会 撮影の小幡さん（砺波）再編集

23 農業のPR方法学ぶ 砺波市農業者協議会青年農業士部会と市農業公社の講演会

31 雪ずしり 空き家倒壊 近隣住民「何とかして」

31 砺波でも住宅全焼 砺波市池原、大工、田島周明さん（５６）方から出火

富山 2 営農活動の成果発表 最優秀賞に青沼さん 県青年農業者会議

13 コント 砺波・たぬき

22 笑いヨガで健康に 砺波で介護予防教室

23 加越線の思い出語る 砺波で高齢者学級

25 どんど、福野 決勝大会へ 第９回ロングラン親善ゲートボール大会第４日

25 ジュニアスポーツ ９団体６個人表彰 とやま大賞選考委

29 砺波で民家全焼 男性やけど

北陸中日 5 テーマ特集 入試シーズン㊦ 努力を信じて栄冠必ず君に 上野亮平 ７５ 富山県砺波市

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 住宅全焼 １人軽傷 砺波市池原、大工　田島周明さん（５６）方から出火

朝日 25 火災相次ぎ２人が死傷 富山・砺波

 １７日　土曜日
北日本 18 元気とやまスポーツ大賞 大賞に８個人３団体

27 花々が一足早い春表現 県花総合センター  園児元気に歌披露

27 救命率向上へ協議会 砺波地域消防組合

27 不審者に備え訓練 砺波東部小

31 書き初めや石鼓文きょうから紹介 玄土社一陽書会習作展

32 空き家の現状学ぶ 富山でセミナー

33 確定申告 受け付け開始 県内４会場 来月１５日まで

富山 3 県地域防災計画を改定 ３断層の被害想定追加  木造住宅耐震化を推進

14 グラウジーズリーグ２０１７ 砺波ホークス、出町シューターズ

21 地鳴り 「加賀藩主の鷹狩と農村」 黒田和也 ４１歳（砺波市）

25 一足早く春楽しむ 砺波・県花総合センター  開園３０周年で花まつり

25 新たにドローン２機 砺波地域消防組合議会

 １８日　日曜日
北日本 5 社説 砺波市の議会改革  実効性ある基本条例に

13 ９０ペアが熱戦 砺波地区総合バド

20 仲間と集う 高波カローリングクラブ新年会（砺波市 武田幸純）

22 がんばってます 富山の職場 キングパン 砺波市苗加  多彩な品 作りたて提供

22 地域資源の利活用を 散村地域研と地学会が例会
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22 心静かに茶事堪能 茶道百草会

28 とやまｗｅｂｕｎランキング１０～１６日 ⑥鉄製資材当たり砺波の女性死亡

29 城端線線路内で軽トラ立ち往生 砺波 上下４本運休

富山 6 地鳴り 「雪が解ければ春になる」と私  北清俊一  ６１歳（砺波市）

6 地鳴り 大雪で心を打たれた場面  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

6 地鳴り 近所の人たちともう一つの家族 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

22 砺波の人口減少対策探る 散村地域研究所が例会  黒部と比較、意見交換

26 高岡・学童交流フットサル 女子 蟹谷ＲＯＳＡに栄冠  ６年 ホクショー準優勝

26 入善 砺波 小杉 奥能登 １位通過 小学生男子バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ ＬＥＡＧＵＥ２０１７第1日

27 軽トラが線路進入 砺波、列車８本に影響

北陸中日 20 散居景観保全の未来語る 砺波で研究者ら

21 早春を彩る花々が競演 砺波、きょうまで展示

21 県ジュニア室内テニス選手権大会 女子シングルス③長山真凛（砺波市ＴＡ）

 １９日　月曜日
北日本 17 テニス 県ジュニア室内選手権 女子・シングルス③長山真凛（砺波市ＴＡ）

17 フレッシュテニス 射水市きときとオープン交流会団体Ａ 大会結果

25 夢のお仕事 高岡で発見 鑑識・マジック・測量・彫金… 体験イベントに児童３８０人

25 市消防団長就任祝う 武田県議

25 在宅医療 在り方探る 市と医師会  介護と連携意見発表

25 雪遊びを より面白く ３青年団体 知恵出し合う  来冬子ども向けに事業

富山 7 地鳴り １８年の大雪全く記憶ない  嶋村天馬 １４歳（砺波市）

7 月曜川柳 乱反射 小倉慶子（砺波）

17 くらしの日記 病院ではマスクを  佐野嘉江  ７３歳（砺波市西中）

19 イベント企画へ雪上交流 砺波で若者３団体  来冬実施、ヒント探る

21 女子 和合中  男子 砺波選抜 はばたけ小学生バレー  男女１８チームが熱戦

21 教育研究論文１８人を表彰 県小学校研究会  

21 県ジュニア室内テニス選手権 女子単③長山（砺波市ＴＡ）

22 滑川、奥能登選抜で決勝 ４月１日、富山で激突  Ｂリーグ公式戦前に

北陸中日 16 在宅診療 多職種連携へ 砺波の医師、看護師ら討論

16 厳しい寒さも 雪崩に注意を 気象台呼び掛け

毎日 26 砺波の線路で軽トラック立ち往生 １７日午後６時４０分ごろ

 ２０日　火曜日
北日本 20 仲間と集う 若神組十三日講 （砺波市 中嶋一雄）

22 砺波市新年度予算案 新図書館着工 ２０年開設

22 重点施策を確実に実行 夏野市長

22 救急救命向上へ研究 高岡・砺波医療圏 事例紹介や調査報告

22 屋敷林減少実態を調査 富山大と連携

22 予算ワンポイント さらに選択と集中を

23 ざっくばらん 県花総合センター主査 渡部哲次さん （富山市・５０歳）

27 ありがとう「出町体育館」 月内取り壊し 児童や住民ら別れ

28 チューリップ台北輸出へ 砺波市 球根１万個 新年度「高品質」アピール

28 ２６メートル新タワー 花３本 ２１年完成

富山 13 コント 砺波・たぬき

24 新タワー ２１年お披露目 砺波チューリップ公園 高さ２６メートル、花３本

24 砺波市 当初予算案 一般会計２２０億５千万円

25 チューリップ球根再輸出 砺波・海外販路開拓プロジェクト

25 体育館の壁 感謝の言葉 砺波・出町小 解体前に集会

28 北陸農政局長賞に砺波市対策協議会 鳥獣被害防止で成果

北陸中日 5 発言 土建業者衰退 雪に弱い地方 貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

22 体育施設や図書館整備 砺波市予算案 合併後２番目規模

22 新チューリップタワー デザイン発表２１年完成へ

22 砺波産球根の輸出 台湾へ新年度再開 市長、基本合意

23 木曜スポーツクラブで見守り 砺波市ボランティアセンター

23 庄川遊覧船－城端駅 シャトル便実証運行 加越能バス４月から

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

33 砺波市予算案２２０億５０００万円 体育センター、図書館新築など
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朝日 27 施設整備 市債４割増 砺波市、一般会計２２０億円

毎日 26 砺波市は２２０億５０００万円 ２年ぶり増 合併後２番目の規模

 ２１日　水曜日
北日本 10 レシピ手帳 タラとジャガ芋のサフランスープ（ＴＯＮＡＭＩ翔凛館料理長・石橋孝司）

11 上野サイエンスの杜から⑪ 国立科学博物館長 林良博  関心は感動・驚きから

11 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

21 小学校にエアコン 国の交付金で判断 砺波市総合教育会議

富山 13 地鳴り 不都合なこと行政のせいに  河合泰  ８４歳（砺波市）

25 休校措置市ＨＰに早期掲載 砺波  砺波市総合教育会議

26 限定缶売り上げ一部を県に寄付 北陸コカ・コーラ

読売 32 テニス 県ジュニア室内選手権

32 よみうり文芸 短歌 砺波市 井上房子

33 春節休暇 目当ては雪景色 中国や台湾から続々 スキー場や庄川峡へ

毎日 24 砺波・若鶴酒造のウイスキー 日本地区で入賞  記念販売 ７分で完売

 ２２日　木曜日
北日本 23 県歌人連盟役員新春詠 山森和子 坪本幸世

23 心の機微に触れる小説やエッセー 文芸同人誌「渤海」７５号

24 県内美術館・博物館の催し（２／２２～２／２８） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

24 花通信 県花総合センター 砺波市高道

25 情報かわらばん となみ野

28 年間最優秀句に高畠さん 木立句会（中邨芳雄代表）

28 施設に手押し車贈る 砺波市砺波北部小学校

29 古布リメークした服飾展 「大人のかわいい服展」

29 新規処分場整備へ今月末に基本構想 砺波広域圏事務組合議会

29 一緒にひな人形作り 出町生きがいセンター  園児とお年寄りが交流会

32 ことしのテーマは「水指」 １０月郷土陶芸展  若手作家ら招待

富山 23 富山文芸 ２月賞 歌壇 佐伯裕子選 佳作 源通ゆきみ

26 園児と高齢者 ひな飾り作る 砺波・出町

27 新たなごみ処分場建設 砺波広域圏事務組合が方針

27 デイサービスに手押し車１台贈る 砺波北部小

27 折り紙、色鉛筆寄贈 施設高齢者と交流 砺波南部小

31 入学準備金の援助 支給３月に前倒し 砺波、滑川市は１８年度入学者から実施

北陸中日 13 若者団体が集まり雪像作りなど満喫 砺波  東別所公民館の広場

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

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ２３日　金曜日
北日本 24 保険料基準月額２００円引き上げ 砺波地方介護保険組合

27 早春彩る５０００本 砺波 チューリップ四季彩館

27 北陸の工芸作家３人が１２０点 「新創造の会 新春展Ｐａｒｔ２」

29 民意と歩む　個人の議案賛否公開 南砺・砺波市議会が決定

29 富山市街ゲリラ雪 降雪２５㌢  高岡や砺波ほぼ降らず

29 インフルで３校学級閉鎖 砺波市庄東小２、５年

30 愛される米へ一丸 富富富 初の生産者大会

富山 3 記者席 青ざめたのは…

13 地鳴り 下着と靴下穴あきに注意  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 議員の議案賛否公開 砺波市議会、６月から

25 川上さんが優勝 第４回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

25 介護保険料月額５９８０円に 砺波地方組合 ４月から引き上げ

26 万一に備え強盗対応訓練 北陸銀砺波支店

27 初誕生 前田彩翔ちゃん 砺波市鹿島

28 きょうからグループ展 高岡で創造美術富山グループ

30 小学校３校で集団風邪 砺波市庄東小

北陸中日 22 出町体育館ありがとう 解体控え、住民らお別れ会

23 お年寄りにプレゼント 砺波の児童 空き缶収益活用

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 30 展覧会 至高の精神展「悠遠の譜 横山丈樹」
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30 展覧会 企画展「柴田智美恵 木村三千子 紙遊び ふたり倶楽部」

毎日 17 第２９回読書感想画中央コンクール 奨励賞のみなさん 中学校の部 和泉結万（砺波市立庄西中２年）

26 ギャラリーだより 季節展示「季節を彩る花々～早春の色」

 ２４日　土曜日
北日本 24 あすから新潟でスキー国体 天皇杯８位以上目標 県選手団７０人が参加

28 相手に寄り添う声掛けを 砺波 庄東小４年生 自殺防止に理解深める

28 茶道の作法教わる 出町認定こども園

29 ３団体が活動紹介 砺波市ふれあい・いきいきサロン交流会

31 個性豊かな３３点並ぶ 本社砺波支社 障害者アート展開幕

31 クリスマスローズずらり 県中央植物園

33 イノシシ被害 過去最悪 県内農作物 本年度 倍増の７０８６万円

富山 22 スポーツ 第９回となみドリームカップ小学生バレーボール交流大会 ３月２４、２５日

28 作法学び 園児が茶会 砺波・あぶらでん保育園 砺波・出町認定こども園

29 友達支える言葉考え 落ち込んだ時「頑張れ」は逆効果 砺波・庄東小 ４年生 思いやり学ぶ

29 チューリップ春の訪れ演出 砺波・四季彩館

31 来月１７日からオープン戦 サンダーバーズ 砺波市野球場

34 県内９市町 １９億８８００万円 大雪特別交付税、繰り上げ配分

北陸中日 1 特報とやま　散居村の除雪 住民フル稼働 砺波市独自の推進策

1 大雪地域支援 富山は１９億円 特別交付税繰り上げ

 ２５日　日曜日
北日本 24 １３５人２２０団体表彰 県善意銀きょう集い

26 銀行強盗訓練で対応確認 北陸銀行砺波支店

27 受講者７３人の力作並ぶ 庄川美術館「水きらら・人・花展」開幕

27 茶会で保護者もてなす あぶらでん保育園

27 最後はプロペラ作り 砺波市少年少女発明クラブの本年度最後の講義

32 体験型観光　東京でPR 県と県内１３市町

富山 2 県など、代官山でマーケット 富山の食、工芸品PR

23 科学マジック　興味津々 砺波・にぎわい市　平澤さん披露　学ぶ楽しさ伝え

25 氷見・石川小学生ソフトテニス 低学年混合 中谷・吉藤（庄川）

26 県西部６市へ 来訪呼び掛け 金沢駅でキャンペーン

北陸中日 5 発言 羽生選手連覇 人格も最高級 頼成山知子 ７７ 富山県砺波市

18 科学マジックに三世代興味津々 砺波駅でショー

朝日 25 北陸の代表 県勢７団体独占 アンサンブルコンテスト

 ２６日　月曜日
北日本 27 県勢　総合入賞へ気勢 新潟でスキー国体開幕

29 受け身や投げ技　６０人が稽古励む 合気道道文館　２７日　砺波

29 五色百人一首で熱戦 試合結果

30 子どもたち盤上に集中 高岡市成美公民館　小学生将棋大会　B組①元秋篤（砺波市砺波東部小３）

31 となみミュージカルキッズ　来月３、４日公演 出演者　会場で通し稽古　元気いっぱいの舞台に

31 節目祝う華やか舞台 となみ野民遊会おさらい会

31 鷹栖・ひなどりA優勝 砺波市児童クラブ親子ビーチボール大会

39 高校９割　頭髪検査 県内全校　本社アンケート

富山 2 篠笛の優美な音色 砺波・旧中嶋家でえんなか会

25 地鳴り 一般入試まで気を抜かず　嶋村天馬　１４歳（砺波市）

30 イノシシ肉　意外といける 砺波・中村　ジビエ料理食べる会

31 栴山チーム優勝 第１６回栴檀野室内ゲートボール大会

32 小中生１６０人が熱戦 第１４回五色百人一首県大会

北陸中日 12 「篠笛」生演奏と講演 砺波　旧中嶋家で奏者松岡さん

 ２７日　火曜日
北日本 1 「精いっぱい県民支援」 四政経懇特別例会　石井知事が講演

3 連携事業予算増額し３．５億円 新年度　県西部６市

5 教えて！富山けいざい 観光地域づくり法人　ＤＭＯってなあに？

15 にいがた妙高スキー国体 県勢　成年男子１０キロクラシカル⑲横田詳英（砺波地域消防組合消防本部）

15 スキー県学童選手権大会 大会結果

15 バスケットボール　冬季一般男女選手権 試合結果

15 テニス　２０１８ウインタージュニアサーキットパレス大会 試合結果
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16 仲間と集う 砺中・砺高同窓会福野支部総会（南砺市　吉田信一）

18 接客に役立つ外国語を学ぶ 高岡・砺波酒販組合研修会

18 議会日程 砺波市

21 全面広告 ふるさと紀行　我がまち　砺波市

24 生物種　東西で違い 県生物学会　河川・池調査

25 １０校学年・学級閉鎖 県内インフル　砺波市庄南小６年（２７日～３月１日）

富山 2 若手職員の意見集約 とやま呉西圏域　連携事業に活用

3 記者席 無事に

15 地鳴り 北陸新幹線郷土の誇り 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

15 地鳴り 孫が平昌へ取材も受ける 平井睦子 ７４歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

29 第７３回国体冬季大会スキー競技会第２日 県勢の記録

32 ジャポニカの知名度活用　企業誘致に「学習帳」 高岡市が製作　ショウワノート協力

32 累計患者４千人超え 県内小中１０校で集団風邪　庄南小（砺波市）

33 ほたるいか 高岡・砺波の小売酒販組合

北陸中日 5 発言 相撲と甲子園　北陸旋風期待　上野亮平　７５　富山県砺波市

19 丸太一木彫り開運牛 重さ２００キロ超　砺波の音琴さん制作

19 冬季国体スキー 成年男子１０キロクラシカル⑲横田詳英（砺波地域消防組合消防本部）

読売 33 春誘う　甘い香り 砺波市高道　県花総合センター

 ２８日　水曜日
北日本 17 北日本文芸 歌壇 詩壇 俳壇 入選作品

20 にいがた妙高スキー国体 大会結果

24 空き家情報 検索楽々 情報一括 迅速に紹介

24 まちづくり新企画 市内４団体が提案 市協働事業審査会

25 国保税率据え置き 砺波市国民健康保険運営協議会

25 将来見据え市内企業見学 砺波工業高校機械科の２年生８０人

32 富山中部探究科学２．２８倍 県立高入試出願締め切り

富山 15 地鳴り 小豆粥が野鳥にも施される 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

15 地鳴り 富山のチューリップ日本一 荻野義彦 ７５歳（札幌市）

25 あおい病院に善意の車いす 砺波東部小

25 砺波工高生が職場見学 地元の工場を訪問

25 国保保険料据え置き 砺波市、新年度

26 空き家情報 一元管理 砺波市 データベースあすから稼働

26 細やかな気遣い学ぶ 砺波でおもてなし研修

27 第７３回国体冬季大会スキー競技会 複合青年男子B 山元駿７位

28 庭師、瓦ぶき職人 ドローンを飛ばせ 県技術専門学院 砺波で講習会

28 ２０１８年度県立高校全日制出願状況 県立高一般入試 探究科 富山中部２．２８倍

北陸中日 16 県立高全日制入試出願状況 全日制 ３年ぶり倍率減

16 空き家情報 一元管理へ 砺波市、データベース作成

17 冬季国体スキー 大会結果

読売 28 ２０１８年度県立高全日制志願者数 県立高全日制１．１４倍

朝日 28 フォーラムとやま オリジナルミュージカル「ニュースペーパー」

29 ２０１８年度県立高校全日制の志願状況 県立高全日制１．１４倍

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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