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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　金曜日
北日本 2 叙勲（１日） 瑞宝双光章 小倉安夫氏＝砺波市鷹栖

20 夢の平スキー場休業 雪不足で市民大会中止

20 事故防止へ決意 市交通安全協が祈願祭

20 ボランティアと職員が意見交換 砺波総合病院

21 散村地域研究所長 金田さん 文化庁表彰 市長に報告

26 日展富山展 前売り券きょう発売 ４月２０日 県民会館で開幕  ポスターに藤森さん作品

27 １３年のひき逃げ事件情報提供を呼び掛け 砺波署

28 県内平野部で降雪 きょうも冬型続く

29 風車 １月３１日「愛妻の日」にチューリップの切花配布

富山 13 地鳴り また一人と同級生逝く  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

20 無事故願い署名奉納 砺波で祈願祭

20 ５月にカラオケ「世界大会」 砺波商店街連盟が初開催  在住外国人に呼び掛け

20 新しい椅子で百歳体操 砺波市栴檀野自治振興会のいきいき百歳体操

23 金田氏著書そろえ文庫 散村地域研究所長 文化庁から表彰 砺波市に開設

23 夏野市長に受賞報告 金田所長

23 スキー競技会 雪不足で中止 砺波市民体育大会

26 となみ１３００年 住みよさの秘密㉖ デザインの差で片付けぬ 第１章 おいたちの巻 砺の心④

26 砺波ひき逃げ６年 情報提供呼び掛け 発生時間に検問

北陸中日 12 高齢者叙勲（1日） 瑞宝双光章 小倉安夫氏＝砺波市鷹栖

13 砺波散村研究所長金田さん受賞報告 文化庁５０周年記念表彰

13 無事故の誓い新た 砺波で安全祈願祭 砺波市交通安全協会の安全祈願祭

読売 28 高齢者叙勲（1日） 瑞宝双光章 小倉安夫氏＝砺波市鷹栖

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 19 大門素麺守る 父娘３人 砺波の末永さん 生産最盛期  明治から４代「伝統絶やさぬ」

毎日 22 春の訪れ 感じる花々 砺波で季節展示

 ２日　土曜日
北日本 14 ＳＴＡＲＴ☆みんなのミュージアム展 福野中学校美術科教員 藪陽介 「ピカソと一緒」夢育む

14 至高の精神展 きょうから砺波市美術館

21 読者写真コンクール １２月の応募から 「わたしのチューリップ」 水野弘毅 小矢部市観音町

22 ”民謡日本一”のど披露 上市町陽南小学校 鍋谷東輝さん（砺波市）

24 うまくお買い物できた 東山見保育所 移動スーパーで体験

25 専門相談員配置を 砺波市議会空き家対策特別委 市に６項目提言

25 老朽危険空き家 新たに１０戸該当か 砺波市

30 北陸支局「書径舎」 １８人が入賞・入選 書道芸術院展

31 インフルで６校学年・学級閉鎖 砺波市鷹栖小

富山 2 イノシシ被害拡大 防止策共有と活用着実に

25 移動スーパーで買い物 砺波・東山見保育所 おやつの材料購入

25 日本篆刻学生展へ意欲 「こども書道」受講生が作品制作

25 空き家専門員の配置へ提言書提出 砺波市議会特別委

26 春華賞に大石さん 書道芸術院展

27 県警、サイバー攻撃対策 ゆるキャラを大使に

28 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 小倉安夫氏＝砺波市鷹栖

30 となみ１３００年 住みよさの秘密㉗ つとめはげむ精神 第１章 おいたちの巻 砺の心⑤

30 県内６校で集団発生 砺波市鷹栖小

北陸中日 16 サイバーセキュリティ―月間 県警委嘱 ゆるキャラ大使集結

読売 30 読売書法会役員定期昇格人事 幹事【漢字】中島悠輔

31 サイバー犯罪許さない！ 国のサイバーセキュリティ月間

 ３日　日曜日
北日本 16 北信越高校剣道新人大会 県勢３校 決勝Ｔ進出

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「追い払いたい鬼」

17 仲間と集う 中野小昭和２５年度卒同級会（砺波市 佐藤玉代）

20 生命の息吹・鼓動表現 「至高の精神展」市美術館で開幕  川原さん近作１０点
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20 地域の足 住民主体で運営 「まちづくり会議」砺波で公開講座  公共交通の実例学ぶ

20 山本さんら最優秀 砺波市交通安全協会 市交通安全標語の審査結果発表

20 １００歳おめでとう ２日 中本輝子さん（砺波市中村、２日生まれ）

21 １３０人激しい攻防 市ジュニアＯＰバド

21 フットサル 中学生熱戦 福野が優勝 第３８回砺波フットサル大会・中学生の部

21 清掃知識・技術磨く 高齢者支援へ講習会

26 本紙読者写真コンクール年間賞 一席 戸田さん（富山）ら表彰 

26 ゆるキャラお出迎え 北陸新幹線団体臨時列車  新高岡駅でもてなし

26 小学校 早く行きたいな 砺波で「１年生のつどい」

28 ｅスポーツ始めよう 本社でフォーラム  講演・観戦楽しむ

富山 18 ４高校１３チーム独創的なダンス 南砺で砺波地区発表会

18 百歳（２日） 中本輝子さん（砺波市中村、２日生まれ）

20 高岡・学童交流フットサル 女子 蟹谷ＲＯＳＡ  ６年ホクショーＶ

20 清掃のこつ学ぶ 砺波市シルバー人材

24 となみ１３００年 住みよさの秘密㉘ 地方自治の「集合知」  第１章 おいたちの巻 砺の心⑥

 ４日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール １月の入選作 最終選考進出者

16 龍谷富山（男子）と高岡工芸（女子）準優勝 剣道 北信越高校新人大会

17 仲間と集う 小矢部園芸高専攻科造園平成２１年卒同窓会（砺波市 福澤秀見）

21 表現や制作意図を解説 至高の精神展で川原さん（造形作家）

21 １２チームが熱戦 Ｕ－１４フットサル福野カップ 大会結果

21 フットサル 第３８回砺波大会・小学生の部 大会結果

26 森川さん（小矢部）Ａ組５連覇 北日本女流アマ囲碁

26 越中座見学 砺波市南部小学校

富山 12 文芸喫茶 海潮砺波歌会

14 親子で森の中探検 冬の動植物を観察 砺波 県民公園頼成の森

14 「鬼は外」健康と平穏願う 豆まき各地で歓声 南砺・高瀬神社

15 中国の古典 ３００枚臨書 知遠書法篆刻研究会 南砺で寒中稽古

16 最優秀に山本 中島、蟹谷さん 砺波市交通安全標語

17 高岡・学童交流フットサル ５年・小杉が４連覇

18 熱戦子ども棋士 金沢で北陸ジュニア棋王戦 小学生初心者 伊藤君（砺波東部）Ｖ

北陸中日 8 節分福よ来い！ 南砺・高瀬神社

読売 25 無病息災祈り「鬼は外」 南砺・高瀬神社

　５日　　火曜日
北日本 1 県内春一番 観測史上最も早く

3 福岡下蓑に信号機 国道８号

21 チューリップ１万本彩る 切り花をアレンジ装飾 四季彩館で恒例企画展

21 冬の頼成の森で動物の足跡観察 県民公園頼成の森のイベント「冬の森の中を探検」

21 首都圏で期間限定販売 市内産 ルミネ新宿など３店舗

21 テニス 砺波オープン室内ダブルス大会 大会結果

22 ぼくの夢 わたしの願い 砺波市庄南小６年 前田啓太君

27 県内８小学校で学年・学級閉鎖 インフル感染 学年閉鎖 砺波南部小

富山 1 春一番 北陸、過去最も早く 春呼ぶチューリップ展開幕 砺波・四季彩館 １万本が魅了

25 最優秀賞に杉木教諭 砺波市小教研

26 放棄地の花栽培継続を 砺波市農業委、市長と語る会

27 雪不足、きょうから営業休止 夢の平スキー場

28 首都圏で切り花販売 砺波産チューリップ　ＪＲ３駅

北陸中日 13 チューリップ 不思議空間 砺波の四季彩館で開幕

朝日 20 春呼ぶチューリップ チューリップ四季彩館

20 「春一番」昨年より１０日早く １０地点 今年の最高気温更新

 ６日　水曜日
北日本 6 地方大学振興の新交付金・２３区の定員規制 ６０％の自治体評価  県と９市町村も

15 全中スキー男子回転 宮島（堀川３）準優勝

20 夢の平スキー場雪不足で大会中止 ジャイアントスラローム

20 教育実践記録の受賞者表彰 砺波市小学校教育研究会

20 １００歳おめでとう ５日 金子金さん（砺波市太田、５日生まれ）
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21 農政で市長と意見交換 砺波市農業委員会の「市長と語る会」

21 地震時の初動対応確認 呉西圏域防災勉強会

23 「男女働ける富山 世界先端モデル」 砺波で井手慶大教授講演

23 ４月の番組編成「ニーズに対応を」 エフエムとなみ番審

25 推薦入試０．９６倍 過去最低 県立高  富山いずみ看護２．５７倍

富山 3 １億円産地づくり 県、今年度見通し  栽培面積と出荷量２２品目で過去最高

13 地鳴り 桁違いの考えの大切さを学ぶ  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

20 昔の暮らし学ぶノート 道具紹介やメモ欄  砺波郷土資料館が製作

20 百歳（５日） 金子金さん（砺波市太田、５日生まれ）

22 呉西６市がＢＣＰ訓練 高岡で初 情報収集や救護指示

22 成年後見センター ４月に高岡で設置 呉西圏域連携事業

22 スウェーデンと富山に共通点 北親会の総会・講演会

23 定数下回り０．９６倍 ９４年以降初、１倍切る  １２日に県立高推薦入試

23 男子回転  宮島（堀川）が２位 女子は小林７位、山田１０位  第５６回全国中学校スキー大会第１日

27 １０連休中の診療 富大病院 外来休み  手術日は３日確保  一部の病院、数日「平日扱い」

北陸中日 13 県立高推薦 倍率０．９６倍 出願締め切り、初の１倍割れ

13 宮島２位 男子回転、堀川中

13 大規模災害 初動対応は 県西部６市職員  防災勉強会で訓練

13 砺波チューリップいかが？ バレンタインへ新宿などで販売

読売 26 県立高推薦入試０．９６倍 初めて１倍割り込む

27 チューリップ春呼ぶ１万本 チューリップ四季彩館

朝日 20 フォーラムとやま　 催し 「なんと！となみのお気軽寄席 桂吉朝一門会」

毎日 20 大石さん（高岡）春華賞 きょうから書道芸術院展  東京

 ７日　木曜日
北日本 1 インフル厳戒 面会制限や行事中止  県内高齢者施設・病院

2 けさの人 北日本新聞読者写真コンクール２０１８年年間賞一席に輝いた 戸田美香さん

3 包括ケア支援で県が９病院指定 砺波総合病院

3 新年度予算案可決 砺波地方衛生施設組合議会

12 なるほど！富山の高速道路 ④雪氷対策  維持管理に多大な労力  昨季除雪出動１７６０回

16 県内美術館・博物館の催し（２／７～２／１３） 砺波市美術館 松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

21 宮島（堀川３）悔しい２位 全中スキー男子大回転  雪質に対応できず

23 仲間と集う 三谷ふれあい・いきいきサロン（砺波市 小谷かつ枝）

23 仲間と集う ペタンク・カローリング太郎丸クラブ忘年会（砺波市 端保勇一）

23 仲間と集う おたのしみ同級生ミニ女子会（砺波市 齊藤姫子）

25 スキー ＯＨＹＡＭＡスポーツクラブジュニア大会 大会結果

26 がんばってます富山の職場 県園芸研究所  砺波市五郎丸  野菜・花き生産支える

27 デザインで農業ＰＲ 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

富山 2 昨年の県人口 社会動態 ３年連続で増  転入超過５１９人  

2 ６市村で社会増 砺波

2 汚泥処理施設３月稼働 砺波地方衛生組合議会

4 砺波にホームセンター ひらせいホームセンター（新潟市）

21 楽しんでます 優しい色合い孫娘を描く  楽しいパステル画

24 地域の足確保必要性に理解 呉西交通まちづくり会議

25 山吹、福野高瀬が決勝へ 第１０回ロングラン親善ゲートボール大会第４日

27 包括ケアセンター９医療機関を指定 自治体のリハビリ支援

27 コーヒーは鮮度が大切 受講生が入れ方学ぶ

27 男子・龍谷富山と女子・高岡工芸２位 第２８回庄川清流杯北信越高校剣道新人大会第２日

28 横浜で氷見ブリ満喫 浅野総一郎が縁 ２００人が懇親会

北陸中日 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

15 昔の暮らし 見て学んで 砺波郷土資料館  見学ノート３市児童に

15 宮島 連日の２位 男子大回転、堀川中

読売 25 ガイド 松村外次郎彫刻展

26 ２４選手 熱い戦い あす開幕  全国高校総体スキー大会
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 ８日　金曜日
北日本 15 全中スキー女子大回転 清水（魚津西部３）攻めて３位

15 きょうから秋田で全国高校スキー 県勢２４人 上位狙う  県選手団名簿

15 展望 石井が最有力

19 声の交差点 車の点検十分に  砺波市 中島千春（４７歳）

22 万が一に備え強盗対応訓練 油田郵便局

22 見学ノートで民具学ぶ 砺波郷土資料館など  書き込み式 クイズも

22 熟練の除雪技術伝授 オペレーター実地研修

22 雪不足で夢の平スノーフェス中止 五谷観光企業組合

23 市長と課題意見交換 砺波市地区自治振興会協議会の「市長と語る会」

26 細川・飯田さん最優秀 県民会館１１日から展示  とやまの農山村写真展

26 富山第一銀 小学生図画コンクール 特選・特別賞に３６点

富山 23 住宅火災警報器を点検 砺波市  自治振興協に市長意向

25 除雪車の運転学ぶ 砺波で研修会

25 １１日のフェス 雪不足で中止 となみ夢の平スキー場

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 雪不足 スノーフェス中止 となみ夢の平スキー場

毎日 26 ギャラリーだより 第２０回至高の精神展「川原和美―浮遊するものたち」

 ９日　土曜日
北日本 3 最優秀賞に宮崎さん 県青年農業者会議

27 ネット利用のルール考える 出町小 父母と教師の会

32 社労士５０周年祝う 富山で記念式典

33 統一地方選向け異動 県警

34 暖冬一転冷え込み 県内

富山 1 一変冷え込み 屋根白く 富山市中心部  富山・猪谷で２５㌢

3 最優秀賞に宮崎さん 県青年農業者会議

15 地鳴り 婦人会議で発言できず  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

21 くらしの日記 温泉で食べ放題 犀川寮明 ７１歳（砺波市苗加）

25 移動スーパーで園児が買い物体験 砺波・種田保育所

26 曲線で音や光表現した作品展 砺波で宮本さん

28 南砺署長に池口氏 県警人事  統一地方選で前倒し

読売 28 県警 警視ら４３人異動 １８日付

28 ひろば 砺波市・伊藤満里子 ７３

29 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １０日　日曜日
北日本 5 社説 庄川遊覧船  冬の海外誘客の目玉に

13 野球の練習法学ぶ 砺波で講座

13 距離男子フリー 広瀬（雄山）準優勝  きょうの県勢

21 障害者雇用に理解深める 障害者雇用セミナー

21 ペタンク  北部ブロック交流大会 大会結果

21 きょうもにっこり 出町小学校父母と教師の会 会長  今井浩二さん（砺波市・４７歳）

24 第５７回 小学生図画コンクール審査発表 特選 富山第一銀行賞  砺波市立砺波北部小学校（４年）澤田実空  ほか

富山 1 庄川峡 冬景色 県内各地で積雪

7 地鳴り となみ１３００年興味深く読む  武蔵桂 ８１歳（高岡市）

18 ネットルールで意見交換 砺波市出町小の「父母と教師の会」

19 女性防災士 砺波４０人 先月の試験で１６人合格  市内２０地区に配置 新年度部会を新設

20 氷見でハマナス杯バレー １位通過  福光東部 宮田 黒部キッズ 成美

20 １６校２００人がダンス 富山で高校生発表会

24 となみ１３００年 住みよさの秘密㉙ 「よごし」はソウルフード  第２章 なりわいの巻 心の食①

北陸中日 10 とやま遺産 射水・竹内源造記念館の鏝絵  波間躍る名工の双龍

11 新商品開発などの支援を知事に要請 食品産業協と酒造組合

 １１日　月曜日
北日本 1 外国人材処遇 半数が懸念 全国自治体アンケート  県内半数 受け入れ不安 入管法改正は賛成４割

8 常願寺川 暴れ川から恵みの川へ ３５ 砂防の父 赤木正雄  職員の待遇にも目配り

14 全国高校スキー 大回転男子  石井（砺波工）１１位  入賞届かず悔い残る

14 全国高校スキー あすの県勢
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15 仲間と集う 庄川町議友会（砺波市 松田吉孝）

15 仲間と集う 井波高野球部松田組プチ忘年会（砺波市 川端由美子）

16 イクボスが増えれば、富山が変わる。 砺波工業株式会社

20 １６０人１９３団体表彰 きょう県善意銀集い

23 料理で男女の出会い 五鹿屋ｄｅ愛クッキング

23 パリで富山の衣服ＰＲ 映画「デンサン」金森監督 上映時に  砺波の企業 高い技術力

23 １８チームが熱戦 フットサル交流大会

23 前句の出来栄え競う 砺波喜楽会の新春前句大会

23 庄川美術館「松村外次郎展」ギャラリートーク 展示作品や見どころ解説

23 スキー大回転 ラスキーフェスタ２０１９ジュニアナイターチャンピオンレース ①中川大陸（砺波Ｊｒ）

23 きょうもにっこり 富山グラウジーズ広報  仲村綾夏さん（砺波市・２９歳）

24 とやまいろいろ図鑑 ２００ 砺波郷土資料館６４ いろり①自在かぎ・根かぎ

28 齋藤さん（砺波）の功績たたえる 日展会員賞祝賀会

30 厳しい冷え込み 県東部中心に雪 今夕から雪か雨

31 南砺市民病院にドクターカー 望む治療 救急で実現  終末期患者の意思尊重

富山 10 文芸喫茶 となみ野川柳会１月句会

19 日展会員賞の齋藤氏たたえ 砺波、初入選から５５年

19 五鹿屋の男性「家事に積極的」 砺波  出会いの場 女性と調理  １組成立

19 ２分団Ｖ２ 砺波市高波地区冬季球技大会・第１９回キンボール大会

19 ５分団Ａと３分団Ｂ栄冠 第２９回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

21 黒部キッズ準優勝 氷見ハマナス杯小学生バレー

21 大回転・石井（砺波工）１１位 男子  複合・加藤（雄山）は２２位

21 上村、砂田制す 県ジュニア室内テニス選手権

24 となみ１３００年 住みよさの秘密㉚ 郷土料理が十分「Ａ級」  第２章 なりわいの巻 心の食②

24 外国人処遇 半数が懸念 全国自治体アンケート  県内７市町村疑問視  財源、従業員理解に不安

北陸中日 11 料理教室ｄｅ婚活 砺波  男女１１人が楽しむ

11 全国高校スキー 男子大回転 ⑪石井要（砺波工）ほか

読売 21 高校総体 男子大回転 石井１１位

 １２日　火曜日
新聞休刊日

 １３日　水曜日
北日本 3 統一地方選と参院選必勝に向け結束確認 自民砺波市連が集い

11 ２０００人 筆に心込め 県小・中・高校生書き初め大会 推選の児童生徒

18 広瀬（雄山）３位 距離男子クラシカル 全国高校スキー第４日・最終日 大会結果

18 小中学生１４０人熱戦 砺波 松本杯卓球

22 ドラえもんトラムに興味 カナダ出身のライター ティエナンさん 飛越能観光の魅力取材

23 建国記念の日祝い吟詠 砺波市松風会

24 とやまいろいろ図鑑 ２０１ 砺波郷土資料館６５ いろり②まき・しば・豆がら・すんば

30 低学年 伊藤君（砺波） 高学年 浦本君（立山）Ｖ 魚津でこども棋王戦

30 女性部会設立へ活動を意見交換 砺波市防災士連絡協

富山 13 地鳴り スキーはまさに生涯スポーツ 北清俊一 ６２歳（砺波市）

13 地鳴り マスク外し表情を出す 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

22 松風会が吟詠奉納 砺波・出町神明宮

23 ２０年度に活動開始 女性防災士組織へ 砺波で意見交換

25 広瀬（雄山）３位 第６８回全国高校スキー大会第４日、最終日 大会結果

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉛ 農学者が「生き方」伝え  第２章 なりわいの巻 心の食③

28 砺波・庄川小で学級閉鎖 砺波市庄川小の５年１クラスで

北陸中日 14 ７年連続 特Ａ受賞 砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター

14 全国高校スキー 大会結果

15 色とりどりの花 恋しい春先取り チューリップ四季彩館

 １４日　木曜日
北日本 3 東海北陸道 総決起大会 早期全線４車線化訴え  都内 富山・岐阜の首長ら２２０人

14 県内美術館・博物館の催し（２／１４～２／２０） 砺波市美術館 

14 とやま四季彩々 散居村 雪化粧

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

5 ページ



17 きょうから札幌でスキー国体 県選手団６７人参加  県選手団名簿

19 仲間と集う 旧砺波北部中「昭和４４年卒ミニミニ同級会」（砺波市 仁木久司）

19 仲間と集う 庄川中昭和６１年度卒同窓会（砺波市 川島 力）

23 笑顔呼ぶ折り紙手技 高岡の桂井さん  住民に３０００個配布 「喜んでもらえ作りがい」

23 活力あるまちへ ５団体企画提案 協働事業審査会

23 デイ施設に椅子贈る 北部小  月２回アルミ缶回収

24 とやまいろいろ図鑑 ２０２ 砺波郷土資料館６６ いろり③火ばし・火吹き竹・灰ならし・せんば・ごとく・渡し

28 記者ぶろぐ 親子で県花の球根栽培

別 心うきうき４６５講座 北日本新聞カルチャー教室

富山 2 社説 県境越えた防災  地域の共助を進めたい

3 東海北陸道 全線４車線化 早期着手を 都内で初の総決起大会  知事、事業採択に手応え

13 地鳴り マネジャーですてきな生活  藤井絵吏 １８歳（砺波市）

23 議会日程（３月定例会） 砺波市

23 地域起こし事業補助金交付を審査 砺波の５団体

25 「若い選手と一緒に」 二岡監督が砺波で講演  サンダバ

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉜ なじみの味 可能性秘め  第２章 なりわいの巻 心の食④

北陸中日 12 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

 １５日　金曜日
北日本 12 １７日に会員のつどい とやま音楽文化協会

19 声の交差点 風船が結んだ縁  砺波市 小西文子（７４歳）

19 仲間と集う 砺波登高会（砺波市 中村吉成）

23 子どものネット被害防げ 砺波の三井さん  毎年講演１７年目 中学入学予定者の保護者対象

23 クリーンセンターとなみ １０月から大規模改修

23 ヘリ使い救助訓練 消防組合と航空隊連携

24 とやまいろいろ図鑑 ２０３ 砺波郷土資料館６７ いろり④けしご・けしごがめ・火けしな

26 ２２、２３日に無料相談会 北陸税理士会県支部

26 小教研賞に紺谷教諭（小矢部蟹谷小） 教育研究論文等表彰式

26 子どもの塾代支援 共笑基金が希望者募集

28 ねんりんピック富山２０１８ 経済効果１１０億円超  過去１０年で最高

富山 1 昨年のねんりんピック富山 経済波及効果１１０億円 過去１０年の大会で最高額

3 ２月追加額の県分２億３５３８万円 普通交付税

23 クリーンセンター大改修、１０月着工 砺波広域圏組合議会

23 情報センター廃止 県名古屋事務所の砺波地域情報センター

24 貧困家庭の通塾支援 共笑基金が１０人募集 新中学３年生１０人募集

25 ２２、２３日に無料税務相談 税理士会県支部連絡協  佐伯会長来社

25 高原兄さんがＨＰで確定申告 富山でＰＲ

26 藩政期の砺波 地図で紹介 １７日、市立図書館

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉝ 野菜の切れ端にも命  第２章 なりわいの巻 心の食⑤

北陸中日 1 ねんりんピック富山 経済効果１１０億円 宿泊や土産代  過去１０年で最多

12 塾 お金で諦めないで 砺波の安念さん  基金利用者募集  ひとり親、低所得家庭後押し

13 木製手おの 魔よけに 井波彫刻師 音琴さん商品化

13 少年野球のあり方 筑波大准教授講演 砺波市連盟 講習会

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 22 ウイークエンドとやま 「となみオリジナルミュージカル２０１９ ゴーストハウス」

 １６日　土曜日
北日本 3 ３８個人・団体表彰 県農水奨励賞・農業振興賞

20 あす江戸期の砺波知る講座 砺波市砺波図書館 図書館サポーター講座

21 鷹栖の小幡さん蜃気楼解説 鷹栖地区高齢者学級の本年度最終回

21 球根植物 春先取り 県花総合センター 花まつり始まる

21 玄土社一陽書会が習作展 北日本新聞砺波支社ギャラリー

富山 13 地鳴り 日韓関係の先行き不安 嶋村了吉 ５５歳 （砺波市）

13 地鳴り 雪なく助かる 農作業も近い 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

23 ロビー展 松本浩明フィッシュクラフト展 富山銀行庄川支店

24 「花の回廊」園児笑顔 砺波・県花総合センター 早春彩るまつり開幕

25 農林水産奨励など３８個人・団体表彰 県庁

25 最高賞に北河さん 農業作文コンクール
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25 電動シニアカー製作 砺波工高研究発表会

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㉞ 農業が生んだ地域除雪  第２章 なりわいの巻 進化する村①

 １７日　日曜日
北日本 19 みんなのＶＯＩＣＥ 「マスクどう使う」

19 仲間と集う 早朝すがすがしく働く仲間（砺波市 今井久人）

22 繭玉使い ひな飾り 出町児童センター

富山 7 地鳴り あおり運転減らない  藤井昭通 ４６歳（砺波市）

7 地鳴り 母親がなぜ守らない  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

12 イクボスが増えれば、富山が変わる。 砺波工業株式会社

16 きょうプロ奏者と共演 砺波・出町小合唱ク 「群青」など披露

17 源氏物語の要点谷口さんが紹介 砺波市立図書館

18 移動スーパー高齢者の健康支援 買い物弱者に優しく  砺波のとくし丸 介護食扱い好評

19 となみカップフットサル開幕 １２チーム熱戦  ウインズ小杉予選１位

 １８日　月曜日
北日本 6 空からわが町 砺波市庄川町金屋

8 北日本歌壇の集い 特選 二俣れい子  佳作 野村邦翠

14 上野（砺波東部）準優勝 びわ湖クロカン小学生の部

14 ２走広瀬９人抜き 少年男子リレー６位入賞 県勢 少年男子大回転

20 故郷に愛着持って 砺波の天野さん冊子出版 若者へメッセージ 散居村保全 大切さ訴え

20 齋藤組合長の受章祝う ＪＡとなみ野たまねぎ出荷組合長の齋藤忠信さん

27 ミニバイクの女性重傷 砺波市表町の市道交差点

富山 9 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波） 源通ゆきみ（砺波）

9 コント 砺波・たぬき

16 文芸喫茶 短歌  海潮砺波歌会

19 舞や詩吟を奉納 南砺・高瀬神社

20 齋藤さんも祝賀会 公益社団法人大日本農会の農事功績表彰で「緑白綬有功章」

21 はばたけ小学生バレー 男子Ｇ―east　 女子Ｆｕｊｉ北斗　Ｖ

21 距離男子リレー 成年４位 第７４回国体冬季大会スキー競技会最終日 大回転

21 だらぁずは６位 第２４回リップルカップサークルバスケットボール大会 大会結果

21 上野が２位 第３０回全日本びわ湖クロスカントリー・第４回全国中学生クロスカントリー選手権 大会結果

22 ウインズ小杉栄冠 となみカップＵ－１１フットサル 大会結果

22 事件・事故 砺波でミニバイクと車衝突

24 となみ１３００年 住みよさの秘密㉟ 市道除雪、住民が担う 第２章 なりわいの巻 進化する村②

北陸中日 5 発言 天候穏やかで修繕と枝打ち　島田栄 ７０ 富山県砺波市

10 平成の記憶⑫ 三拍子そろった主役 県育種チューリップ「黄小町」

11 国体スキー 少年男子大回転 大会結果

読売 27 わが街の外国人材 外国人割合５％超の市区町村　４３／１７４１

 １９日　火曜日
北日本 14 声の交差点 障害者の雇用守れ 砺波市 村中正敏（８８歳）

19 高齢者宅に火災警報器 砺波市新年度予算案

19 新図書館来秋開館へ ３％増の積極型

19 施策磨き将来へ 夏野市長

19 合併１５周年で市施設無料に １１月１日

24 「増山遺跡」に案内看板 砺波市 城下町跡にも周遊促す

24 チューリップ球根の耐病性品種導入支援 砺波市は県と協力し、支援を行う

24 ４月満開へ遮光ネット チューリップ公園 花壇の開花調整

24 全１３７講座を紹介 本社カルチャー教室冊子発行

富山 24 警報器を無償設置 砺波市新年度当初予算案 火災逃げ遅れ防げ

24 増山城の城下町跡 案内看板を設置 砺波市教委

24 新タワー建設整備に着工 チューリップ公園 芝生や花の丘を造成

24 新図書館に１６億７９９０万円 一般会計２２７億３８００万円 ２年連続の積極型

24 １１月１日に公共施設無料 合併１５周年事業

24 藩政期の砺波 奉行所で発展 北陸大教授が講演

24 少年野球指導で筑波大監督助言 砺波市野球連盟の野球講座

25 県内３１文化施設　２４日に入場無料 富山、高岡、砺波、県が実施

26 遮光網、１カ月早く設置 フェアへ　砺波チューリップ公園
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28 となみ１３００年 住みよさの秘密㊱ かゆい所に手が届く 第２章 なりわいの巻 進化する村③

北陸中日 1 北陸ドライブ お得に周遊 中日本高速 来月新プラン ３日間乗り放題 ４０００円買い物券

15 新図書館 建設本格化 砺波市予算案 子育て、防災対策も

15 越中春秋 希望の白

朝日 30 前年度比３．１％増 砺波市

31 北陸見聞録 庄川遊覧船（富山 砺波市・南砺市）　世界に誇る冬の水墨画

毎日 26 砺波市２２７億円 ２年連続増加

 ２０日　水曜日
北日本 1 合併成果 財政強化が最多 全国自治体アンケート  富山・黒部・砺波・射水「成果大きかった」

2 叙位叙勲（１９日） 従六位瑞宝双光章 杉野重治氏（７１）＝砺波市広上町

13 上野文化の杜から⑪ 国立科学博物館長 林良博  皇居のタヌキ生息調査

15 テニス 県ジュニア室内選手権 シングルス③長山真凛（国際大付高）

15 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②砺波倶楽部

15 剣道 全日本都道府県対抗優勝大会県選考会 中堅の部②菊池和史（砺波）

15 ４９人３８団体たたえる 元気とやまスポーツ大賞  富山で贈呈式

15 柔道 第４回県連盟昇段審査会・合格者 初段＝福田太一（出町中）ほか

17 仲間と集う 庄川美術館友の会（砺波市 末永忠宏）

21 保険料軽減を拡大 砺波地方介護保険組合

26 県内高校生２８人をマイスターに認定 「ものづくり」で活躍

29 去年うそみたい スキー場もう終了 夢の平

富山 15 地鳴り 「くらしの日記」胸がいっぱいに  戸田祐子 ５６歳（砺波市）

23 気遣いの大切さ学ぶ 砺波  市観光協がもてなし研修

23 保険料軽減措置を拡大 砺波介護組合議会  市民税非課税の世帯

24 人事・採用担当者が働き方改革を理解 高岡でセミナー

25 夢の平スキー場 営業６日間で終了 雪不足

25 高校生２８人に認定証 ものづくりマイスター

26 叙位叙勲（１９日） 従六位瑞宝双光章 杉野重治氏（７１）＝砺波市広上町２の２４

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㊲ 除雪にも「話し合い力」 第２章 なりわいの巻 進化する村④

29 今冬の県内、火災多発 犠牲者９人増の１１人  発生件数も増加／県消防課「火災警報器の設置を」

北陸中日 7 運行遅れ スマホで確認 来月から  ＪＲ西、北陸エリアで導入

12 叙位叙勲（１９日） 従六位瑞宝双光章 杉野重治氏（７１）＝砺波市広上町

13 働き方改革関連法 企業担当者ら学ぶ 呉西圏域セミナー

13 夢の平スキー場 今季早くも終了 雪不足…営業６日間のみ

24 合併成果 財政強化が最多 平成の大合併自治体アンケート  富山は４自治体「成果が大きい」

読売 28 よみうり文芸 短歌  前田美智子  俳句  源通ゆきみ

28 ３７文化施設  ２４日、無料に 県など 天皇在位３０年で

28 叙位叙勲（１９日） 従六位瑞宝双光章 杉野重治氏（７１）＝砺波市広上町

29 在住者最多 １万８２６２人 ベトナム人大幅増  「技能実習」在留資格１位

 ２１日　木曜日
北日本 10・11 全面広告 富山のお仕事企業研究フェア ｖｏｌ．２

15 県歌人連盟役員新春詠 山森和子  坪本幸世

16 県内美術館・博物館の催し（２／２１～２／２７） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

25 声の交差点 血液がんになって  砺波市 西嶋進（８４歳）

28 災害時 雨具供給 市が協定締結 カジメイク

29 准看護学院の３人表彰 国際ソロプチミストそれいゆ砺波

29 担い手育成尽力 青山さんら表彰 砺波林業協会

32 ドクターカー導入に１３００万円 南砺市新年度予算  応急処置で救命率アップ

32 職場環境づくり優良１３社を表彰 県がセミナー

富山 2 子宝モデル企業に６社 富山で表彰式  働き方改革推進は７社

24 災害時に雨具提供 砺波市  カジメイクと協定

24 准看護師の夢を支援 ソロプチミスト砺波  学生３人に賞

25 風船アートでくまモン作る 砺波市立図書館

28 チューリップ都内彩る 砺波切花研究会がフェア

30 となみ１３００年 住みよさの秘密㊳ 荷車入らぬ家なくそう 第２章 なりわいの巻 進化する村⑤
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北陸中日 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

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ２２日　金曜日
北日本 17 声の交差点 迂回路での気付き 砺波市 米沢義昭（７８歳）

17 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）

20 年間最優秀句に中邨代表 木立句会の初句会

21 お年寄りとひな祭り交流 砺波市出町生きがいセンター ひな祭り交流会

21 出町の子ども 出町で守る 砺波 小学校父母と教師の会 車用防犯ステッカー作る

21 議員間討議 ルール設定 民意と歩む 市議会全員協 ４月から施行へ

21 自殺対策へ計画を策定 新年度から実施

24 砺波の花壇 台北彩る 県産チューリップ初輸出 夏野市長ＰＲ

26 陸自ヘリポート拡張 砺波 富山駐屯地 大型機の離着陸可能に

富山 15 地鳴り 春と冬では「隣」も対照的 北清俊一 ６２歳（砺波市）

15 地鳴り １００歳まで生きたいが 春川正人 ７１歳（砺波市）

15 地鳴り いろいろな雑煮味わう 安カ川仁省 ６８歳（砺波市）

26 ２１年３月完成を計画 陸自富山ヘリポート 新年度後半着工 砺波市議会全協

26 夏、冬休みに授業４日 砺波、南砺、小矢部の中学校

26 庄川決壊想定で洪水ハザードマップ案 ５月末までに配布

27 園児と高齢者 ひな祭り交流 砺波・出町、折り紙や歌

27 高岡さん優勝 第５回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

28 台北「砺波エリア」開花 チューリップ展 来年も球根輸出

32 となみ１３００年 住みよさの秘密㊴ 風景変える「大改革」 第２章 なりわいの巻 進化する村⑥

33 むかわ町に嫁いだ姉気遣う 砺波の大伴さん

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２３日　土曜日
北日本 3 ５Ｇ活用を幅広く検討 県議会経営企画委

3 英語専科教員を全市町村に配置 県教委 小学生向け

15 県美術館 出張展示取りやめ 「出向く」から「招く」へ  新年度 設備・イベント充実

19 読者写真コンクール １月の応募から 「ばぁ絶叫…」高野昭憲  砺波市高波

19 仲間と集う 庄一班新年会（砺波市  有澤哲郎）

22 年長児 お茶でおもてなし あぶらでん保育園のひな祭り茶会

23 豪華ひな飾り今年も 砺波「くりす亭」来月４日間公開  一足早く園児招待

23 地元食材おいしいね 東部小で会食  大豆・ニンジンなど

26 チューリップ花育活動で交流 砺波市長  台湾の小学校訪問

26 子育て環境学ぶ 富山でコノコトセミナー

27 国内外１３人 ２団体招待 ８月いなみ木彫キャンプ  ポスター「つながり」表現

29 激しい揺れ「またか」 北海道震度６弱  むかわ町の庄川出身女性「立ち上がれないほど」

富山 3 市町村別の移住者把握 県が今年度  就職支援機関も含め

3 記者席 アナログでも５Ｇ

16 ３月イベント一覧 【２１日】第４７回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

27 独居老人支援で民生委員らが意見交換 砺波で実務者会議

27 「ニンジン大好き」児童が生産者と給食 砺波東部小

27 チューリップ栽培継続 砺波市長ら  台湾の小学校訪問

27 ひな祭り茶会で父母に練習の成果 砺波・あぶらでん保育園

30 高山右近との縁学ぶ 東京で加賀藩学講座

32 となみ１３００年 住みよさの秘密㊵ 土地守る「協力の心」  第２章 なりわいの巻 進化する村⑦

読売 29 ガイド なんと！となみのお気軽寄席

 ２４日　日曜日
北日本 1 ４ＪＡ合併へ研究会 あおば なのはな 富山市 山田村  規模拡大でサービス向上 全国は「１県１ＪＡ」加速

1 「圏域」構想に３４％反対 全国自治体アンケート  国主導に警戒感  県内は６市村賛成

15 カローリング 砺波市民体育大会 大会結果

15 ビーチボール 砺波市児童クラブ親子大会 大会結果

22 ｅスポーツ 国体へ練習 「ウイニングイレブン」の練習会

22 作家が制作過程解説 砺波市美術館「至高の精神展」

22 温泉郷ＰＲへ勉強会 庄川町商工会

23 ティーボールに夢中 ちゅうりっぷ保育園児
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23 受講生の力作ずらり 庄川美術館「水きらら・人・花展」

23 文部科学大臣表彰 南さんの受賞祝う 砺波市スポーツ推進委員協議会副会長の南和江さん（６２）の祝賀会

23 学習した市の魅力発表 駅にぎわい市で出町小児童

23 議会日程 砺波市

富山 7 地鳴り 来訪者いつも丁寧に見送り  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

23 文科大臣表彰 南さんを祝う 砺波・スポーツ推進委員

23 チューリップの飴開発など振興策提案 砺波・出町小６年生

23 施設で歌と演奏披露 砺波の若者グループ

23 栴檀野、高波Ｖ 砺波市民体育大会カローリング競技会

25 小杉 放生津 福岡 決勝Ｔ ミニバスＦＫ交流会  砺波で１２チーム熱戦

25 交通機関の課題考え 呉西まちづくり市民会議

26 最優秀賞に高木氏 富山で神通川清流環境賞表彰

28 県内６市村「賛成」 自治体「圏域」  行政効率化に期待

北陸中日 24 「圏域」県内賛成６、反対３ ６自治体は評価避ける

読売 30 病院の実力～富山編１３１ 前立腺がん  内視鏡 体への負担軽減

31 環境問題 児童が意見交換 イ病研究など 被団協が表彰

 ２５日　月曜日
北日本 1 県内震源 昨年４回 地震増  少ないはずが…今年もう２回 飛越地震の余震説も

10 とやま文芸散歩 高島裕

10 川原和美展を訪れて 富山市ガラス美術館学芸員 古澤かおり  作品に潜む生命の存在

11 追想 ありし日 藤田誓壽さん（砺波市神島）  強い使命感で職責全う

15 スキー ２０１９富山マスターズ大会 大会結果

20 いろり囲んで昔話 おとぎの館図書室  幅広い世代が参加

20 大雨への対応確認 呉西圏域防災講演会

21 情感込め民謡披露 砺波市の民謡団体・となみ野民遊会

21 チューリップ都内でＰＲ 砺波の切り花配る

21 リーダーの役割理解 スポ少研修会

21 砺波市北部社会福祉協議会小学生福祉作文入賞者 入賞者一覧

21 支局長が代わりました （２５日）

富山 17 入賞児童４２人たたえ 砺波・北部社福協作文

17 リーダーの役割学ぶ 砺波でスポ少研修

17 厚生年金へ加入 全国の動向学ぶ 砺波市議会研修会

17 市谷チームがＶ 第１７回栴檀野室内ゲートボール大会

17 認知症でも安心な地域づくり考える 砺波で研修会

19 県社会人バスケットボール大会 大会結果

19 滑川、男子団体制す 射水、男女とも２位

22 となみ１３００年 住みよさの秘密㊶ 相手のこと考える気風  第２章 なりわいの巻 進化する村⑧

北陸中日 11 呉西地区公共交通活性化へアイデア 高岡で公開講座

 ２６日　火曜日
北日本 26 認知症支援へ連携 在宅医療・介護研修会

26 児童３３人将棋で熱戦 成美公民館大会 大会結果

27 自慢の料理仕込み あす「一日レストラン」 総合カレッジＳＥＯ

27 除染テント装備の救助工作車導入 消防組合

27 きょうもにっこり チューリップ四季彩館職員 三上亜紀代さん

富山 29 ２１年春のフェア後に現在のタワー解体 砺波市説明 砺波市議会議案説明会

29 女性職員１人を消防大に初派遣 砺波地域消防組合議会

29 田中自治会を指定 砺波市の散居モデル

30 米澤工業が最優秀賞 利賀ダム安全施工発表会

34 となみ１３００年 住みよさの秘密㊷ 「時代超えた連携」を 第２章 なりわいの巻 進化する村⑨

朝日 30 ７選挙区で無投票か 県議選・顔ぶれ予想 上

 ２７日　水曜日
北日本 22 技術高め地域に貢献 氷見のそば打ち道場１０周年

22 育成者表彰を報告 砺波市児童クラブ連合会顧問、川合幸子さん（６９）

23 税率は据え置き 市国民健康保険運営協

26 ６市連携加速へ議論 呉西圏域懇談会

26 食材も笑顔もお届け 婦中朝日地区 １日から移動スーパー営業
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28 高岡工芸機械科２．３２倍 県立高入試出願締め切り

28 特別支援校も発表 県教委２６日発表

29 ７２歳の車にはねられ中学生２人重軽傷 砺波

富山 2 航空写真を共同委託 氷見除く５市連携 呉西圏域ビジョン懇談会

20 全国子ども会で表彰 川合さんが市長報告 砺波市役所

20 そば打ち腕磨き１０年 氷見の道場　会員４市に広がる 今後も切磋琢磨

21 国保税率据え置き 新年度の砺波市

23 平均倍率１．１１倍 過去最低 県立高一般入試

26 となみ１３００年 住みよさの秘密㊸ 世界の中田ヒデが着目 第２章 なりわいの巻 種もみ①

27 中学生２人、重軽傷 砺波の市道 ７２歳の車はねる

北陸中日 13 入試倍率 ２０年で最低 １．１１倍、出願締め切り

読売 24 よみうり文芸 短歌　砺波市 下保憲一

24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

25 県立高全日制１．１１倍 志願者数と倍率 最少、最低

 ２８日　木曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇 詩壇 俳壇　入選作品

14 県内美術館・博物館の催し（２／２８～３／６） 砺波市美術館  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

16 剣道 県実業団大会 大会結果

17 バスケットボール　県社会人リーグ 大会結果

17 テニス　県室内選手権大会 大会結果

22 菓子部門大臣賞 市長に受賞報告 御菓蔵

22 ふるさと紀行 我がまち砺波市

23 高校生がおもてなし 総合カレッジＳＥＯ「１日レストラン」　考案の料理提供

27 北陸道で１７９キロ 富山の男性　在宅起訴

27 酒気帯び疑いの男逮捕 砺波市石丸、無職、岡山隆志容疑者

富山 15 地鳴り 和倉温泉で「御便殿」見学　黒田和也 ４２歳（砺波市）

15 地鳴り 「椿館」へツバキキルト目当てに　林金子 ７７歳（高岡市）

15 コント 砺波・たぬき

26 砺波でファッションショー ４月２７日 あすから子どもモデル募集

27 「常備菓子」の最高賞 砺波市長を訪ね報告 御菓蔵の片山社長

27 ２年生が企業見学 砺波工高

27 来月２６日に協定締結 砺波・金沢地域の消防連携

27 下水道整備見直し 来月市長に意見書 砺波市検討委

28 キッシュで笑顔に 生徒が１日レストラン 砺波の総合カレッジＳＥＯ

30 事件・事故 酒気帯び運転容疑で男逮捕

32 となみ１３００年 住みよさの秘密㊹ 「八十八の３倍」の手間 第２章 なりわいの巻 種もみ②

北陸中日 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 呉西圏域ビジョンの１９年度予算案を説明 連携推進協

15 「常備菓子」土産品の頂点 御菓蔵の社長 砺波市長に大臣賞報告

15 カラフルな洋食 おもてなし 生徒、一日レストラン 砺波の各種学校

読売 27 生徒料理「１日レストラン」砺波 総合カレッジＳＥＯ

27 北陸道１７９キロ走行 運転の２６歳起訴 富山地検

27 中学生２人はねられる 砺波市深江の市道

朝日 29 高岡 自民６人擁立か 県議選・顔ぶれ予想 下

29 アンサンブルコン写真展 来月９・１０日 朝日新聞富山総局

毎日 26 男子中学生２人はねられ重軽傷 砺波

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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