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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　　１日　月曜日
北日本 6 学びや上空２０１６ 砺波工業高校（砺波市）

12 卓球　北信越高校選抜大会・県勢分 大会結果

12 卓球　県シニアラージボール大会 大会結果

14 スキー　ＯＨＹＡＭＡスポーツクラブジュニア大会 大会結果

19 庄西中（砺波）連覇 南砺　フットサルＵ-１４福野カップ

19 バスケットボール　第２６回ＪＨＳとなみ大会 大会結果

富山 15 ハイハイの速さ競う イオンモールとなみ

15 大門素麺の半生麺に列 砺波駅でにぎわい市

21 地鳴り 雪かき機会に転居を考える　角栄一　６４歳（砺波市）

21 月曜川柳 乱反射 佐野繁男（砺波）

北陸中日 14 砺波市内８小学校２年生の絵画紹介 庄川美術館

14 ハイハイ競争笑顔で見守り イオンモールとなみ

15 第６６回常陸宮杯中部日本スキー大会ｉｎ白峰 県勢の成績 大回転、距離

　　２日　火曜日
北日本 12 全中スキーきょう開幕 県勢２８人出場

17 自画像など４８４点感性豊かに表現 砺波　庄川美術館

17 最優秀の板谷教諭ら表彰 砺波　砺波市小学校教育研究会

21 県産チューリップＰＲ 東京　切り花７１品種並ぶ

22 地域の情報をきめ細やかに エフエムとなみ番組審議会

23 ９小学校で学年・学級閉鎖 インフルエンザとみられる集団感染　砺波市庄川小１・２年

富山 5 ビジネスホテル　富山県西部に続々 高岡で２件着工　砺波で１件計画

17 文芸喫茶 海潮砺波歌会１月例会

21 砺波で小学校研究会、表彰 砺波市鷹栖小学校で

23 活力ある都市ランキング 「働く世代が住みやすい都市ランキング」では、砺波市が４９位

25 地鳴り 米作だけでは生き残れない　犀川寮明　６８歳（砺波市）

25 〃 イラスト　埜村信子（砺波市）

北陸中日 15 バレンタイン心に花を プリムラでハート花壇　県花総合センター

15 〃 入場者１００人にチューリップ贈呈　砺波・四季彩館が１４日

　　３日　水曜日
北日本 16 読者のひろば 懐かしい言葉聞く　砺波市　小倉悦子（無職　７９歳）

19 民生児童委員功労小森さん受賞報告 砺波　市役所

富山 21 石北営農組合砺波で設立総会 農事組合法人

21 全国表彰の小森さん砺波市長に活動報告 全国社会福祉協議会長の民生委員児童委員功労表彰

北陸中日 5 テーマ特集　節分　上 黙々と食べる恵方巻き苦手　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

5 ミニコント 砺波・晴之助

　　４日　木曜日
北日本 20 読者のひろば 一触即発の現実　　　砺波市　米道　信宏（農業　78歳）

22 石北営農組合が発足 砺波市東石丸の農事組合法人

23 砺波平野の散居村 日本農業遺産へ登録申請を検討

23 交通ＩＣカード導入へ課題整理 城端・氷見線活性化推進協

27 県立高推薦入試出願締め切り 平均倍率 過去最低1.04倍

富山 30 県立高 ９日に推薦入試 過去最低の1.04倍

33 地鳴り 火災の心配なくホッと　　　小倉　慶子　71歳（砺波市）

33 コント 砺波・たぬき

北陸中日 18 県立高、推薦入試1.04倍 2016年度県立高推薦入試出願状況（3日正午現在）

18 インフルエンザ今季初県注意報 砺波14.14人

19 砺波の方言調査28日に成果報告 「サマーセミナー　はじめての方言調査」　

読売 33 業務継続計画５市町のみ 魚津市と砺波市は2016年度中に策定する予定

33 インフル 注意報レベル 今季初 臨時休校35施設に

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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　　５日　金曜日
北日本 3 新年度の予算案や分担金案など可決 砺波地方衛生施設組合議会

21 〝幻の機関車〟写真発見 砺波・県指定文化財 入道家

21 ぬくもりある人形並ぶ 砺波

21 古里の自慢を児童がカードに イオンモールで展示

28 「合格の花」願い込め 砺波 出荷が最盛期

富山 1 立春 白いカーテン、風に揺れ 砺波 大門素麺天日干し

21 自治振興会　報道機関に情報提供 新年度 砺波市の創生交付金

21 展覧会 庄川書道会「遊書」　富山銀行庄川支店

21 ロビー展 織田定男漆芸展　北陸銀行庄川支店

25 地鳴り おいしい鍋は「ワイワイ」と　　浦　外喜夫66歳（砺波市）

25 〃 両陛下の姿と言葉に感動　　横井　君子　73歳（砺波市・主婦）

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 24 日本画で「心えがく光」富山大准教授・高島さん 砺波で県内初の個展

　　６日　土曜日
北日本 22 読者のひろば 定数削減は熟議を　砺波市　　上野　亮平（無職　73歳）

25 藤森さんが100万円寄付 砺波　藤森工業（砺波市庄川町青島）

25 メルヘン小矢部フォトコン 優秀賞・市観光協会長賞　藤井良則（砺波）他

25 ４年連続 特Ａ評価 砺波  市Ｂ＆Ｇ海洋センター

富山 25 藤森さんが寄付 砺波市の新施設に

27 第65回全国高校スキー大会第２日 県勢の成績　大回転男子62　和田望武（砺波工）他

27 ４年連続で「特Ａ」優良施設で表彰 砺波Ｂ＆Ｇセンター

27 半生の大門素麺 いかが 柿里 ３店舗で来月まで提供

29 地鳴り 優しい言葉に疲れも飛ぶ　　浦　外喜夫　66歳（砺波市）

29 コント 砺波・越中之助

31 ほたるいか 砺波市シルバー人材センターの調理実習

北陸中日 16 越中春秋 石仏の教え

読売 27 よみうり文芸　　俳句　　長沼美津夫選　 砺波市　　　西能さとみ

日本経済 35 ほくりく逸品一品 大門素麺（富山県砺波市）

　　７日　日曜日
北日本 14 全国高校スキー　第３日 女子大回転　46　村上実紅（砺波工）２分４秒１３

19 作品に込めた思い紹介　 砺波　市美術館 至高の精神展

19 ＳＥＩＢＵ（砺波）優勝 南砺　フットサル福野カップ児童１６チーム競う

19 ４チームが熱戦 砺波　フットサル中学生の部

19 試合通じ交流 砺波　バスケ高一カップ

19 親子でビーチボール 砺波　砺波市児童クラブ親子ビーチボール大会

19 砺波喜楽会新春前句大会 砺波市の石南公民館

25 きょう「北方領土の日」 富山で記念大会

富山 13 色そっくりべるもんたケーキ 砺波・鍋澤さん地元の食材で制作

22 協力して雪上絵制作 県砺波青少年自然の家

23 歌と楽器  音色響く 砺波・出町小

25 結婚式や七五三 節目彩るショー イオンモールとなみ

25 地物食材の汁物紹介 砺波でフェア

25 新支部長に宮窪氏 日本型枠業協富山支部

27 第６５回全国高校スキー第３日 県勢の成績

27 第２５回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会第１日 砺波市庄川体育センター

29 地鳴り 心に残る木像を見た　柴田照子　６６歳（砺波市）

北陸中日 18 小児がんの現状砺波で２１日啓発 全国で連携イベント

19 管楽器と合唱で地域に音色響く 砺波・出町小

19 全国高校スキー 女子大回転　46　村上実紅（砺波工）２分４秒１３

19 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 砺波市庄川体育センター

　　８日　月曜日
北日本 15 全国高校スキー第４日 男子回転　和田（砺波工）３３位

15 児童やシニア５００人が熱戦 県ビーチボール

19 結婚１０周年公開記念婚 砺波　イオンモール　
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19 詩吟に合わせ優雅に舞 砺波　渋川流剣詩舞道の剣楓会

19 １６チームが熱戦 南砺　②アレスグーテ砺波

24 北日本女流アマ囲碁 Ｂ組は橋場さん（砺波）優勝

富山 15 ギョーザ作り交流 砺波・日中友好協

19 第６５回全国高校スキー第４日 回転男子では和田望武（砺波工３年）の３３位が最高

19 第２５回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会最終日 砺波市庄川体育センター

23 ほたるいか 砺波市の県民公園頼成の森

北陸中日 13 軟らかく塩控えめ高齢者向けの献立 砺波で研修会

15 スキー快走軌跡描く 砺波市民体育大会競技会

15 全国高校スキー 男子回転　33　和田（砺波工）２分１秒06　他

15 庄川清流杯北信越高校剣道新人大会 砺波市庄川体育センター

　　９日　火曜日
北日本 19 出町放課後教室が完成 砺波　小学校前に移転　児童や関係者祝う

19 第１２回砺波市民体育大会スキー競技会 大会結果

19 第３５回砺波オープン室内男子ダブルステニス大会 大会結果

19 第１８回砺波オープン室内女子ダブルステニス大会 大会結果

26 寒風に揺れ 砺波・大門素麺

27 客の買い物 自分のポイントに ローソン砺波大辻店

富山 2 砺波職業安定所で訓練説明会未実施 行政評価事務所

21 出町小前に移転祝う 砺波・放課後児童教室

25 地鳴り 愛妻の日妻はお休み　犀川寮明　６８歳（砺波市）

26 客のポイント不正取得 砺波のローソン店員

北陸中日 30 ポイントを不正取得 砺波のローソン 店員が自分に付与

読売 31 カードポイント不正取得 ローソン発表 砺波のアルバイト

毎日 27 客のポイントを自分に付け替え 富山・ローソン店員

産経 25 ローソン店員、ポイント不正 カード持たぬ客から取得

日本経済 35 客のポイント店員が不正取得 富山のローソン

　１０日　水曜日
北日本 3 県西部３消防 指令業務集約２年 救急車の到着３０秒短縮

11 くらし川柳　中村あきら選（富山市） 砺波市　滋野百合子、森清泰範

13 北日本俳壇の集い 佳作　安藤やすを、二俣れい子

18 砺波広域圏事務組合 ２０年度までにクリーンセンター改修

18 〃 「わらび学園」に新施設

19 交通安全標語最優秀選ぶ 砺波　砺波市交通安全協会

19 作家１６人「手づくり市」 砺波　みかん堂初企画 小物入れなど頒布

19 タグラグビー児童元気よく 南砺　砺波の協会が教室

21 ７地区と４８校表彰 防犯コンテスト

22 チューリップ切り花オランダ式の水耕栽培挑戦 砺波トピア坪内 １０万本出荷へ

25 組み体操広がる規制 「ピラミッド」「タワー」県内７市町の学校も実施

富山 22 最優秀賞に早崎さん 砺波のＫＩＲＡＫＩＲＡ写真

22 ７地区４８校を表彰 カギかけ防犯コンテスト

23 移転の砺波体育センター ランニングコース新設へ

23 ４年ぶり入賞へ５５選手 スキー国体 岩手で２０日開幕

北陸中日 17 いわて国体スキー県選手団 総合８位以内目指す

　１１日　木曜日
北日本 13 とやま文芸散歩　川井城子 寺島  皎 　砺波市在住

18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

19 情報かわらばん となみ野

24 全国珠算学校連盟検定合格者第１７３回段位暗算検定試験 初段＝新明紗佳（出町小）

24 同第２９８回３級～１級珠算検定試験 ２級、準２級、３級

25 砺波南部小に優良校賞 砺波　食品容器環境美化協会 アルミ缶回収評価

25 アルミ缶集め色鉛筆を寄贈 砺波　砺波北部小

25 早崎さん（金沢）最優秀 砺波　電飾のフォトコン

25 越塚君（出町小６）大臣賞報告 砺波　明るい選挙ポスター

25 大規模交通事故想定し図上訓練 砺波　砺波救急医療・消防連携協議会
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富山 24 救急医療・消防連携で図上訓練 砺波、バス事故想定

25 選挙ポスター大臣賞報告 砺波・出町小の越塚君

25 砺波の児童 善行輝く 北部小　施設に色鉛筆贈る

　 25 〃 南部小　環境美化で全国表彰

北陸中日 16 大規模事故想定連携へ図上訓練 砺波消防署員ら５０人

16 砺波市議会は２日 ３月定例会の日程を３月２日から２２日までの２１日間と決めた

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

　１２日　金曜日
北日本 3 参院選へ結束 自民砺波市連

9 富山 県小・中・高書き初め大会 推選の児童生徒　砺波市

16 仲間と集う 砺波登高会（砺波市　柴田美津子）

19 雪遊び楽しいな 砺波　夢の平スノーフェス アトラクション多彩

19 利用者２０万人達成 砺波　砺波市福祉センター北部苑

23 喜び・苦しみ全身で表現 高岡　県高校創作ダンス発表会

富山 2 野上氏の３選期す 自民砺波市連

17 利用者２０万人で記念品 砺波市福祉センター北部苑

17 ゲレンデに家族の歓声 となみ夢の平スノーフェス

17 大型店開業に伴う治安対策で意見 砺波署協議会

17 中学男子１級・初段 野村・永田組優勝 第１０回健やか！防犯となみ少年剣道錬成大会

21 地鳴り 車のナンバー記念日と同じ　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

21 〃 戦後の献立目にとまり　小倉慶子　７１歳（砺波市）

北陸中日 12 砺波「北部苑」２０万人を突破 高岡の西田さん節目

　１３日　土曜日
北日本 15 米寿記念し文集刊行 富山民俗の会前代表・佐伯さん

17 岩手スキー国体県選手団壮行式 ４年ぶり入賞誓う

24 現代の名工受賞たたえる 砺波　砺波市三島町の表具師、田邉勇さん（74）の受賞祝賀会

24 〝幻〟の大門素麺いかが 砺波　市飲食店組合 半生麺限定で提供

25 開花まだまだ待ってね となみチューリップフェア暖冬影響　遮光ネット設置前倒し

25 水上花壇に球根セット 四季彩館

25 思い思いの８５点きょうから紹介 砺波　玄土社一陽書会習作展

25 ペタンク　第９回北部ブロック交流大会 １１日、高波体育館

30 楠さん（千葉）最優秀 五箇山四季めぐりフォト ３会場で巡回展示

31 吉沢・川尻さん農山村写真最優秀 特別賞＝細川真暉（砺波）

富山 2 北信越議長会に議案４件を提出 県市議長会が総会

2 吉沢、川尻さん最優秀賞に選出 県の農山村写真展

21 キャップの巨大絵完成 射水・風乃里水戸田 認知症予防に

23 五鹿屋、つゆきり来月の決勝へ進出 第７回ロングラン親善ゲートボール大会第４日

24 となみチューリップフェア４月開幕 遮光ネットで調整

24 〃 水上花壇の球根を準備

25 地鳴り 自分勝手にあきれ返る　石川祐惠　６８歳（砺波市）

25 〃 安くて早い世間話もない　犀川寮明　６８歳（砺波市）

27 「前例ない」捜査難航 えびす不起訴の公算

北陸中日 5 発言 創設８０周年にドラ優勝願う　上野亮平　７３　富山県砺波市

17 砺波チューリップ公園 花壇に早め遮光ネット

読売 23 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　尾田外美好

23 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

25 ユッケ食中毒書類送検へ 元社長ら２人、業過致死傷容疑

産経 27 ５人死亡の生肉食中毒 えびす元社長ら立件断念

　１４日　日曜日
北日本 28 入学待ち遠しいな 砺波で「１年生のつどい」

28 東京・書道芸術院展 北陸支局「書径舎」１４人が入賞・入選

富山 24 大人の役割考える 砺波市庄東小のＰＴＡ講演会

25 親子でスポーツ、工作 砺波南部小

25 砺波では２５０人 砺波市保育研究会の研究報告会

26 大門素麺「丸まげ」体験 砺波のＫＯ・ＲＡ・ＲＥが企画
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26 氷見ハマナス杯バレー 野村 黒部キッズ 堀川　１位通過

北陸中日 19 難病の子ＴＤＬへ活動と学びを講演 砺波・庄東小

20 女子中学生バレー３県２７チーム熱戦 ビーナスカップ

　１５日　月曜日
新聞休刊日

　１６日　火曜日
北日本 3 来月１３日に定期大会 維新の党県総支部

15 バレーボール　モルテン杯９人制北信越クラブ男女選手権県予選会 男子①砺波倶楽部

18 ６７人のタイム競う 砺波でスキー大回転

22 髙木会頭が講演 砺波　北陸銀行砺波支店の取引先でつくる北親会の総会

23 児童館２減目標に 砺波　次期行革推進計画案 保育所・幼稚園は６減

23 旧庄川若者の館「Ｆスポット」に 砺波　４月から運営

23 「酒蔵ホール」に民謡響く 砺波　北日本民謡大賞の２人全国各地の曲披露

23 ざっくばらん ＮＰＯ法人福光スポーツクラブスタッフ　小谷真澄さん（砺波市・２８歳）

27 峠・富田さん最優秀 北信越高校放送富山大会

31 えびす食中毒書類送検 遺族「納得いかない」

富山 21 鷹栖小６女子優勝 第６回ゆめっこ百人一首大会

25 吉田会長ら献血を啓発 となみセントラルＬＣ

25 公共施設、３０年見据え 砺波市、７月に管理方針

25 ４、１０月に本社優勝旗大会 砺波ミドルゲート

25 ３分団が優勝 砺波市高波地区冬季球技大会第１６回キンボール大会

25 Ａ、Ｂとも８分団Ｖ 第２３回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

26 株乱高下「ＳＭＡＰが原因」 砺波で北親会総会 髙木氏が講演

27 砺波、高岡が優勝 第１０回モルテン杯９人制北信越クラブバレーボール男女選手権県予選

27 堀川（富山）３位 第２２回氷見ハマナス杯小学生バレーボール交流会最終日

27 第２３回県冬季一般男女バスケットボール選手権第３日 大会結果

27 砺波Ｂが制す 第１８回県オープンフレッシュテニス大会

29 地鳴り 気の合う仲間と近況を語り合う　角栄一　６４歳（砺波市）

29 〃 中学時代の恩師が鬼籍に　黒田和也　３９歳（砺波市・会社員）

30 知の拠点は、いま　３６ 金沢医科大④氷見市民病院

31 えびす元社長ら書類送検 ５年間「何のため」

北陸中日 1 生肉食中毒事件 ２０１１年４月、富山県砺波市の店で

5 発言 マイクロプラ海の汚染心配　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

17 萌えキャラゲーム原画やイラスト展 南砺

18 オランダ産チューリップと競争 球根栽培ロボット化推進

19 呉羽中５連覇 ３県女子中学バレー「ビーナスカップ」

19 県冬季一般男女バスケットボール選手権大会 大会結果

読売 30 バスケットボール 県冬季一般男女選手権

30 生肉一層の安全確保を 「焼肉酒家えびす」集団食中毒事件の経緯

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 ユッケ食中毒 捜査５年一区切り

朝日 32 全国へ県勢４団体 北陸アンサンブルコンテスト　砺波 出町小（打楽器七重奏）

33 ユッケ食中毒 焼き肉店元社長ら書類送検 遺族会見「非常に残念」

38 ユッケ食中毒書類送検 業過致死傷容疑元社長ら不起訴見通し

毎日 26 遺族から落胆の声 焼き肉店食中毒書類送検 不起訴の見通し

26 石黒さん（射水）白雪紅梅賞 東京　あすから書道芸術院展

　１７日　水曜日
北日本 3 ３０人１７団体を表彰 県 農水奨励・農業振興賞

17 福光・法林寺温泉「おんせんがぁるず」原画展 湯巡りと「萌え系」満喫

17 研究の成果を発表 砺波　砺波市保育研究会の第７回保育研究報告会

20 女性用仮眠室小矢部署に整備 砺波地域消防組合議会

21 ざっくばらん 砺波自動車学校フロント担当　中田裕加江さん（小矢部市・４２歳）

26 県知事賞に藤田さん 県農業教育振興会作文

富山 3 農水奨励賞など表彰 県庁

21 予算案などを可決 砺波地域消防組合議会
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21 ドクターヘリ要請５８件 砺波地域消防組合消防本部

22 年輪刻んだタブノキ届く 砺波・出町小　先月伐採 校内に展示

22 作文コンクール入賞者１１人たたえ 県農業教育振興会

22 県農業振興賞の３氏砺波市長に受賞報告 太田西部の横山博代表理事、ファーム東宮森の白江利光代表理事、権正寺営農組合の清水穂さん

24 白雪紅梅賞に射水の石黒さん 書道芸術院展

　１８日　木曜日
北日本 5 環境経営推進の県内１０事業者表彰 エコアクション２１記念大会

13 とやま文芸散歩　川上弥生 野村邦翠　砺波市在住

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

14 花通信 県花総合センターのパキスタキス・ルテアなど　砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

16 元気とやまスポーツ大賞 ６個人７団体表彰

21 第６回ゆめっこ百人一首大会 １４日、砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

27 福野の用水に女性遺体 砺波市野村島、無職、中島和子さん（８５）

29 ひき逃げ容疑県職員逮捕 砺波 ６６歳男性が死亡

富山 29 就職、転職希望者業務内容など学ぶ 砺波で説明会

30 森の名手・名人の鶴巻、寺田さん祝福 富山で伝達式

32 インフル警報入り 県内、２年連続 手洗い呼び掛け

33 砺波、南砺で死亡事故 ひき逃げ、男性犠牲 ３台にひかれる

北陸中日 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

22 平和の俳句 砺波市　藤井健治

31 砺波でひき逃げ６６歳男性が死亡 １６日午後９時５５分ごろ、富山県砺波市苗加の県道で

読売 35 交通死亡事故多発１１人 昨年同期の２倍超 県警が注意報

35 インフル「警報」レベル 患者、２月に急増

朝日 27 ひき逃げか砺波の男性死亡 県警、事故多発注意報発令

27 インフル大流行「警報」レベル 患者報告数３５．８８人に

　１９日　金曜日
北日本 3 富山空港へ定額タクシー 高岡・魚津・砺波結ぶ

21 ごみ処理施設改修へ計画 砺波広域圏事務組合議会

21 学校給食用に古代米を 砺波

21 庄川温泉郷ロゴでＰＲ 砺波

25 ６部門に129人出品 となみ野美術展 ６月18日開幕

27 インフルエンザで７校が学年・学級閉鎖 学年閉鎖＝砺波市庄南小６年（18～20日）

29 はねたと認識し逃走 ひき逃げ容疑 県職員逮捕

富山 23 ほっとなみ相談支援センター ケアマネージャーと連携

23 給食用に古代米贈る 砺波・柏さん

23 砺波、南砺ごみ一括処理 センター改修、21年度から

23 鷹栖小６女子優勝 第6回ゆめっこ百人一首大会

27 コント マイナス金利　　　（砺波・たぬき）

29 県職員の女逮捕 砺波のひき逃げ疑い

29 ほたるいか 砺波市出町生きがいセンター

北陸中日 15 ファイル110番 用水で女性死亡

24 砺波ひき逃げ県職員を逮捕 致死容疑など

26 キラリ仕事びと 宮大工「白井大工」（砺波市太郎丸）　星屋　吉宏さん29

読売 27 ひき逃げ容疑 県職員逮捕 砺波の66歳死亡事件

朝日 29 県職員　ひき逃げ容疑 砺波署　男性死亡事件で逮捕

毎日 22 県税事務所職員を逮捕 砺波の死亡事故 ひき逃げ容疑で

日本経済 39 富山空港で乗合タクシー ４社、来月から試行

　２０日　土曜日
北日本 17 県歌人連盟役員新春詠（１１日、県民会館） 山森和子、坪本幸世

22 読者のひろば 学校開放で能鑑賞　砺波市　大谷幸毅（無職　７０歳）

24 安念さん（オペラ歌手）と歌ったよ 砺波　太田こども園 園児踊り披露も

25 砺波市新年度予算案 ２認定こども園建設　一般会計過去最大

30 郷土陶芸展テーマ「茶椀」 １０月富山大和で開催

31 チューリップ球根ネット栽培へ 県・砺波市が予算計上
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31 福野の用水で発見女性は水死 砺波市野村島、無職、中島和子さん（85）

31 出町幼稚園が学年閉鎖 年長組　患者数６人

富山 23 富大生、弦の音響かせ 砺波青少年自然の家

23 砺波市当初予算案 出産、育児 幅広く支援　一般会計、過去最大２３２億１千万円

23 砺波、自作の茶わんで茶会 砺波市北部こども園の「ひなまつりお茶会」

24 クリスマスローズ９４点 県中央植物園の第３回クリスマスローズ展

25 砺波庄川まちづくり協議会 人口減住民が食い止め　旧若者の館、再び拠点に

25 春の花一足早く 砺波でまつり チューリップなど６０種

25 森の名人鶴巻さん砺波市長に報告 国土緑化推進機構の「森の名手・名人」

27 事件・事故 南砺の遺体は水死　砺波市野村島、無職中島和子さん（８５）

27 〃 元砺波税務署職員を追起訴

27 地鳴り 聞かれた時に答えればいい　犀川寮明　６８歳（砺波市）

28 砺波の幼稚園でインフル 砺波市出町幼稚園、年長組で学年閉鎖。患者数は６人

29 ほたるいか 砺波市太田こども園

北陸中日 16 ファイル１１０番 死因は溺死　砺波市野村島、無職中島和子さん（８５）

17 早春彩る花まつり６１種２３００株が出迎え 県花総合センター

17 母親らおもてなし ひなまつりお茶会 砺波の北部こども園

31 元砺波税務署職員を下着盗んだ罪で追起訴 富山地検高岡支部

読売 31 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　井上房子

31 〃 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

33 砺波市は過去最大８．８％増の２３２億円 ２０１６年度一般会計当初予算案

33 かぐや姫ももたろう「配慮欠くのでは？」 不妊治療助成名称で

朝日 26 砺波市予算案 過去最大２３２億円　住民の地域創生に助成

毎日 26 砺波市予算案 ８．８％増２３２億１０００万円　施設建設で市債大幅増

　２１日　日曜日
北日本 16 読者のひろば 見方変え前向きに　砺波市　松本ひふみ（無職　７８歳）

19 〝幻の味〟求め列 砺波　市観光協会　大門素麺半生麺を販売

19 繊細な描写間近に 砺波　市美術館で日本画個展　

24 絵画や木彫力作多彩 庄川美術館　実技講座作品展始まる

富山 23 リーダーの役割学ぶ 砺波市スポ少が研修

　 23 砺波市観光協会 ひと味違う大門素麺

23 砺波でブラスパーティー 砺波地区社会人バンドネットワーク

23 認知症患者の接し方学ぶ 砺波市秋元の「ケアホームあきもと」で

24 砺波青少年の家 炎の前で永遠の愛を　来月、屋外で結婚式

25 小学生バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ　ＬＥＡＧＵＥ２０１５第１日 高岡Ａ、砺波Ａ、芳野、小杉１位通過

25 初誕生 長谷川紘平（はせがわ　こうへい）　砺波市豊町

26 富山の魅力映像で紹介 とやま映像祭

北陸中日 19 旬の地場野菜ＰＲ半生麺の試食会も 砺波「寒締めまつり」

読売 29 半生麺に舌鼓 砺波

朝日 27 モチモチ食感 楽しんで 砺波で試食会　特産の大門素麺、半生麺で

　２２日　月曜日
北日本 1 注目のニュース スキー国体 橋本と山下３位

7 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市　中井溥子

15 成年男子Ａ大回転 橋本健闘３位 岩手スキー国体　第２日

16 仲間と集う 青島小昭和３１年度卒同級会（砺波市　品川直彦）

19 新たな防災拠点完成 南砺消防署東分署　井波・福野・庄川へ出動

　 19 〃 小矢部消防署津沢出張所　訓練場やぐらイメージ

19 牛岳の歴史学ぶ 南砺　砺波登高会

19 文科大臣表彰祝う 砺波　砺波市スポーツ推進委員協議会

25 歩道に車乗り上げ接触女性重傷 ２１日午後４時４０分ごろ、砺波市安川の県道で

富山 1 国体スキー 橋本（大回転成年男子Ａ）山下（距離少年男子）３位

3 ふるさと上空 砺波市中神　商業のまち、歩み始め

15 認知症の接し方学ぶ 砺波・深江で講座

15 関係者完成祝う 南砺消防署東分署　小矢部消防署津沢出張所

15 昴が８チーム頂点 第１４回栴檀野室内ゲートボール大会
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15 砺波登高会、無事故祈る ２１日、南砺市の高瀬神社で

15 「山の日」に毛勝山登山 砺波地域の中高年者でつくる「まんさく山の会」

15 親子らみそ造り体験 砺波市の夢の平コスモス荘で

15 ロビー展 島田錦子さんお雛さま色紙展　富山銀行砺波支店

17 小学生男子バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ　ＬＥＡＧＵＥ２０１５第２日 芳野　２８日激突　砺波Ａ

19 天皇杯入賞へ好発進 第７１回国体冬季大会スキー競技会

19 文科大臣表彰受賞山田氏功績たたえ 砺波で祝賀会

21 事件・事故 砺波では女性重傷

21 地鳴り 掲載記事は家族の宝物に   関澤美保子 81歳（射水市・主婦）

21 月曜川柳 乱反射 別所武 （砺波）

北陸中日 14 南砺消防署東分署防災力向上へ完成 竣工式が２１日、現地であった

14 ファイル１１０番 砺波市の歩道で重傷事故

15 距離 山下　大回転 橋本　３位 スキー国体県勢４人入賞

15 県冬季一般男女バスケットボール選手権大会 ２１日・県西部体育センター

　２３日　火曜日
北日本 3 孫との外出応援１０施設が無料に 初参画５市と連携へ　高岡市

13 岩手スキー国体　第３日 県勢成績

17 第６回ゆめっこ百人一首大会 大会結果

22 北山さん（南砺福野高）最優秀 福祉研究大会作文コンテスト「高齢者集う場を」

23 １１施設が学年・学級閉鎖 学級閉鎖＝砺波東部小１年（２３～２５日）

　 25 砺波で住宅半焼 けが人なし

富山 22 全普通教室にエアコン 砺波市　中学校、夏休み中まで目標

23 県農業振興賞で祝賀会 砺波の清水さん

27 国体スキー 県勢の成績

29 地鳴り 行政全体をもっと簡素に　河合泰　８２歳（砺波市）

29 〃 孫の飛び級にうれしくなる　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

30 県内１１施設で集団インフル １７８人欠席

30 マイナンバー交付県内６市町で障害 地方公共団体情報システム機構で２２日、システム障害が発生

31 砺波で民家燃える けが人なし

北陸中日 19 国体スキー 少年女子大回転　村上実紅（砺波工高）.＝途中棄権

19 学級・学年閉鎖相次ぐ インフルエンザ

32 マイナンバーカードシステム一時不具合 県内４市町

　２４日　水曜日
北日本 11 くらし川柳　森谷正成選（小矢部市） 砺波市　森清泰範

15 岩手スキー国体　最終日 県勢記録

16 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市　中嶋一雄）

18 車いす２台役立てて 砺波　東部小 誠友病院に贈る

19 郷土料理おいしいね 砺波　庄南小６年卒業記念に食事会

　 19 新体育センター現施設の１．４倍に 砺波市

19 砺波区検が移転へ ４月から市役所に

24 清流一望の温泉整備 庄川健康福祉施設 １７年春やまぶき荘跡に

24 記者ぶろぐ 肉はしっかり焼いて

25 １０施設が学年・学級閉鎖 学級閉鎖＝砺波東部小１年（２４～２６日）

25 火元は２階和室床下か ２２日に砺波市福岡の無職、中岡利昌さん（６３）方から出火した火災

富山 21 砺波誠友病院に車いす 砺波東部小児童、２台寄贈

21 市町村議会（２３日）　砺波市 新砺波体育センター　アリーナ４割拡大

21 生活困窮者支援へ研修 砺波市が開設している「ほっとなみ相談支援センター」研修会

22 大門素麺「おいしい」 庄南小６年生４０人農家レストランで

23 国体スキー最終日 県勢の成績

23 初誕生 山田結愛（やまだ　ゆあ）ちゃん　砺波市庄川町青島

24 タマネギ１億円産地担い手研修会で説明 砺波

24 救急活動の研究成果発表 高岡医療圏・砺波医療圏合同救急症例研究会

25 事件・事故 出火原因の特定に至らず

25 地鳴り ゆとり持って運転しよう　小倉慶子　７１歳（砺波市）

25 〃 忘れていた「楽し～い」　西川良子　６３歳（砺波市）
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26 県内１０施設で集団インフル 今季患者数２５００人超

北陸中日 16 困窮者の支援へ行政など連携を 砺波で研修会

17 国体スキー閉幕　地元開催へ弾み 県勢躍進総合７位

17 次代の農業へ知恵を 担い手育成へ砺波で講演会

17 １０施設学級・学年閉鎖 インフルエンザ

17 ファイル１１０番 砺波で民家半焼

　２５日　木曜日
北日本 16 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

16 花通信 県花総合センターのゴンゴラ・ガレアタなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

23 最優秀句に高畠さん 砺波  砺波市内の俳句愛好家でつくる木立句会の初句会

23 アルミ缶集めエプロン寄贈 砺波　砺波南部小 デイ施設訪れ交流

23 五箇山の四季表現 砺波　フォトコンテスト砺波支社で入賞作展示

　 23 ４月から新しい総合事業開始 砺波地方介護保険組合

26 砺波でホテル着工 ＩＣそば　１２月中旬開業目指す

27 砺波で車同士衝突 女性重傷 ２４日午後０時５分ごろ、砺波市東保の県道で

富山 2 砺波に小水力発電所 １９年度稼働へ　新年度は測量、設計

25 富山文芸　２月賞 歌壇　佐伯裕子選　二位　砺波市庄川町三谷　山森和子

26 砺波・総合カレッジＳＥＯ ４月 高卒資格の「調理科」新設

27 エプロンと色鉛筆贈る 施設に砺波南部小児童

27 水溜さん、身近な写真 富山銀砺波チューリップ

27 新年度から新支援事業 砺波地方介護保険組合

28 最高賞 コンテナガーデン 福田地区、わたしの寄せ植え 浅野さん（氷見）

31 事件・事故 砺波で衝突、女性重傷

31 地鳴り 風呂の鏡見て思い出すこと　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

北陸中日 13 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　二席　砺波市　源通ゆきみ

13 〃 歌壇　三井修選　二席　砺波市　源通ゆきみ

13 〃 俳壇　井村和子選　三席　砺波市　源通ゆきみ

13 〃 俳壇　松本松魚選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

13 〃 柳壇  浦真選  佳作  砺波市　源通ゆきみ

22 主な美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　２６日　金曜日
北日本 25 とやま青少年伝統芸能祭を終えて 邦楽　茂 幹樹（しげる　みき）　砺波東部小学校５年

32 課題の人口減少に理解 砺波　砺波庄川まちづくり協議会

33 税率据え置き承認 砺波　市国保運営協

33 議会日程 砺波市

35 仲八郎さん無料演芸会 あす砺波で

　 36 理事長に但田さん 庄川木工協同組合

富山 29 高岡、水引の基本学ぶ 高岡、砺波小売酒販組合の水引研修会

29 砺波、新年度国保据え置き 砺波市国民健康保険運営協議会

30 鹿嶋さん初代王者 健康麻将交流大会第１回若鶴酒造杯

北陸中日 19 庄川峡、散居村テーマに描く 砺波で講座作品展

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　２７日　土曜日
北日本 3 県西部６市連携都市圏 ビジョン懇談会設置へ

25 花街のひな人形〝復活〟 砺波の料亭「くりす亭」

25 学んだ工業技術披露 砺波工業高校

31 砺波・岡本家 景観重要建造物に指定 県内第１号 明治初期の状態維持

32 県立高 入試出願締め切り 砺波　砺波工

富山 32 富山市合併後初の減少 国勢調査速報

32 ２被告に２年６月求刑 地裁高岡支部公判 砺波の高校生暴行

32 ２０１６年４月開校 総合カレッジSEO（砺波市） 学校法人国際学園 星槎国際高等学校砺波キャンパス

北陸中日 19 呉西を連携中枢都市圏に ６市長合意 議会に協約案提出へ

読売 29 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】　砺波市　　　西能さとみ

29 〃                 俳句   長沼三津夫選 砺波市    西能さとみ
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29 〃　　　　　　　 　川柳　　脇坂　正夢選　 砺波市　　源通ゆきみ

31 「都市圏ビジョン」策定へ 県西部６市の推進協

※  備考 2016年度県立高校全日制志願者数 富山30ｐ北陸中日18ｐ読売30ｐ朝日26ｐ毎日26ｐ

　２８日　日曜日
北日本 3 ２２０人回顧録出版祝う 河合元参院議員「これからも頑張る」

13 北日本文芸 歌壇　佳作　砺波市　近藤令子、入選　砺波市　岡田淑枝　他

13 〃　　 俳壇　佳作　砺波市　中邨宗承　他

13 〃　　　　　 柳壇　佳作　砺波市　吉川博、入選　砺波市　金田壮一

18 村上（砺波工高）の１２位最高 スキー全日本ジュニア

18 好タイム狙い攻める 平で県学童スキー開幕

21 高岡・砺波医療圏の救急隊員が合同発表 高岡　高岡、射水、砺波地域、氷見の４消防本部の救急隊員

21 生活困窮者支援に理解 砺波　砺波市役所で

21 １２５人２２５団体表彰 きょう親切・善行感謝の集い

24 自然環境に理解深める 高岡  県西部の環境に関心のある有志のグループ「環（わ）の会」

24 砺波市北部社会福祉協議会・第１１回小学生福祉作文表彰 受賞者一覧

25 となみミュージカルキッズ来月舞台 結成１０周年熱演見て　児童の成長物語稽古励む

富山 25 小学生福祉作文入賞４２人を表彰 砺波市北部社福協

25 雪で冷やしたアイス味わう 砺波青少年自然の家

25 きょう砺波駅でにぎわい市開催 市観光協会

26 太田氏の国交大臣表彰祝う 砺波で祝賀会

27 奉仕の質向上へ富田氏が講演 砺波市ボランティア連協

29 地鳴り 健康で活発な子に育つよう　犀川寮明　６８歳（砺波市）

毎日 26 海越え台湾で開花 県球根組合チューリップ贈呈

　２９日　月曜日
北日本 1 大震災５年自治体調査 県内９市町村「未着手」

16 スキー　県学童選手権 大会結果

16 剣道　県実業団大会 大会結果

16 ビーチボール　砺波市民カップ大会 大会結果

20 多彩な唄と踊り披露 砺波　となみ野民遊会３０人出演

21 方言研究の成果発表 砺波　住民・大学生ら公開シンポ

21 アンサンブル楽しむ 砺波　庄川美術館・展覧会の集い

26 高齢者叙勲２月の受章者 旭日双光章　元砺波市議　西村正治さん(88)砺波市鷹栖

26 平井さん叙勲たたえ祝賀会 砺波元出町小学校長

富山 1 震災５年調査 県内９市町村が未着手　個別計画、射水のみ完了

14 叙勲を祝福 砺波・平井氏

15 砺波の方言調査 富大・中井教授 サマーセミナー成果 シンポで意見交換

16 チューリップフェア来て 砺波でべるもんた出迎え

16 第３１回県学童スキー選手権 大会結果

17 グラウジーズリーグ 砺波ホークスＡ優勝

17 第13回氷見・石川交流小学生ソフトテニス大会最終日 大会結果

17 男子６段は加藤制す 第８６回県実業団剣道大会

17 選抜メンバー紹介 来月20日に奥能登戦

17 第２３回県冬季一般男女バスケットボール選手権最終日 大会結果

19 地鳴り 親身になって入居者の世話　角栄一　６４歳（砺波市）

北陸中日 13 県冬季一般男女バスケットボール選手権大会 大会結果

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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