
　　　　　　　２０１５年（平成２７）３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 16 舘（砺波工高）２位 スキー全日本ジュニア

16 ソフト国際親善試合での活躍誓う 宮村・島田さん

16 ３県の女子中学生熱戦 砺波市庄川体育センターなど３会場で

16 ５県の児童が白熱ラリー 砺波市の県西部体育センターで

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会冬季屋内2月コンペ 大会結果

26 訪日客受け入れ態勢点検 砺波　国際交流員ら利便性確認

26 読者のひろば 大切な遺跡後世へ　砺波市　米沢義昭（無職　７５歳）

32 記者ぶろぐ 隠し味は「物語」　砺波市の「農家レストラン大門」

33 砺波の国道で車衝突し女性重傷 ２８日午前９時２０分ごろ、砺波市五郎丸の国道１５６号交差点で

34 介護保険「要支援」サービス移行 県内初年度は新川のみ　準備不足で手探り

富山 1 きょう高岡砺波南砺スマート開通 北陸道の「高岡砺波スマートインターチェンジ（ＩＣ）」（砺波市）

18 日本代表入り闘志 女子児童ソフトボール　ダイヤモンドキッズ　島田外野手、宮村投手

21 舘が準優勝坂次は５位 全日本ジュニアスキー選手権アルペン・スピード系

22 事件・事故 砺波で車衝突、２人重軽傷

23 地鳴り 子守唄フェスタに心癒やされる　別所武　７６歳（砺波市）

23 〃 強い心必要な厳しい時代に　山田敏江　７２歳（砺波市）

北陸中日 12 高岡砺波 スマートＩＣきょう開通

12 砺波の児童センター 作ろう！おひなさまの街

13 高岡、砺波の２人ソフト代表に 輝けダイヤの原石

　　２日　月曜日
北日本 1 北陸道と東海北陸道に新スマートＩＣ 「高岡砺波」「南砺」が開通

2 けさの人 はがきでコミュニケーション全国発表大会で最高賞に輝いた　原田恵徳君

3 維新政治塾開講へ 砺波市内で役員会を開き

11 創立４０周年祝う 砺波　ローターアクトクラブ

12 気分は「マッサン」 砺波で講座　地ウイスキーも堪能

12 作家のトーク楽しむ 砺波　「水きらら・人・花展」の集い

12 素早く札取り合う 「五色百人一首」の第１１回大会

12 200人稽古の成果を披露 砺波  となみ野芸術祭

富山 1 高岡砺波　南砺 ２スマートＩＣ開通

13 砺波・テンバラショップ 空き店舗使いウイスキー講座

18 場家氏は不出馬笠井氏推薦のみ 維新県総支部

北陸中日 13 アートや演奏満喫 砺波・庄川美術館　水きらら・人・花展

14 スマートＩＣ未来への開通 ２ｶ所式典　高岡砺波スマートＩＣ

読売 33 赤ちゃん県内は４割減 ３０年で朝日町は７割減

朝日 33 HOKURIKU3.14新幹線時代　開業まで１２日 高岡砺波・南砺ＩＣ開通　ETC専用高速アクセス向上

　　３日　火曜日
北日本 2 県内有権者８９万１８人 砺波市３９，７０４人

19 チューリップ公園のシンボル タワー２１年まで建て替え　砺波耐震化移転も検討

19 観光案内所で特産品販売 砺波市議会

20 小中学生９６人表彰 砺波　市少年優秀スポーツ選手

28 安全対策いまだ模索 小矢部バス事故きょう１年　県内事業所急病「対応に限界」

富山 1 道をひらく　２ 富山新聞文化賞　富山県経営者協会長　稲垣晴彦（砺波市在住）

3 選挙人名簿８９万１８人 昨年１２月から１５２５人減

23 市町村議会 砺波市　砺波チューリップ公園 タワー建て替え　21年度第70回フェアまでに

23 〃 中山間地の農業支援

23 砺波でスポーツ表彰式 小中９６選手健闘たたえ

23 スマートIC開業高岡・戸出で祝う 高岡砺波スマートインターチェンジ（IC)の開業祝賀会

25 市パークゴルフ場 ８月８日にオープン　本社砺波総局井上会長ら報告

25 第２６回北信越小学生バドミントン大会 ２８、１日・砺波市の県西部体育センター

25 県内の人口 砺波市　４８，８３２人　▼１８人

27 地鳴り　 おひなさまにこの年で恵まれ　水溜靖子　７８歳（砺波市）

北陸中日 14 全日制１．１４倍のまま 県立高入試の最終志願状況

15 伝統の国学院大「方言研」 砺波・佐々木邸滞在し民俗調査　

読売 32 スマートＩＣ開通１８０人祝う 高岡砺波 新高岡駅へ１０分に

33 県議選候補擁立維新の党が断念 １日に砺波市で開いた役員会で

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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33 議会だより　２日 砺波市

朝日 35 維新が県議選に場家氏擁立断念 無所属１人推薦へ　砺波市内で役員会を開き決定

35 ニュース短信 城端線観光列車活用策を砺波市提案へ

毎日 26 第５１回創玄展 東京で５日から 森谷幸子さん（漢字部）準大賞

　　４日　水曜日
北日本 3 介護保険県平均月５９７５円 15～17年度全市・組合で引き上げ

17 となみ野アート 乘杉瑛子展　「春を迎える染色展」

18 散居村の食文化発信 農家レストラン大門で試食会　郷土料理を提供　砺波７日オープン

18 読者のひろば 魅力的な富山湾　砺波市　別所武　（無職　７６歳）

22 若鶴酒造大正蔵の産業観光活用紹介 砺波商議所が講習会

22 雪あかり写真コンテスト 富士カラー賞＝八幡勝義、斉藤司（砺波）

富山 2 新年度からの介護保険料 月額４６２円アップ　県内平均５９７５円

23 ７日開業農家レストラン大門 砺波の文化料理で発信　新幹線開業へ誘客の拠点に

23 観光資源　となみブランド 砺波の魅力、一目で　市が冊子制作

23 雪あかり祭り写真コンテスト フジカラー賞　八幡勝義、斉藤司（砺波）

23 加越線の写真 鉄道模型展示 南砺・法林寺温泉

25 地鳴り 風で飛ばされた蜂の巣どこへ　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 5 モーニングサロン 人事異動の縁　上野亮平　（富山県砺波市　７２歳）

15 小中学生９６人を表彰 砺波市優秀スポーツ選手

読売 32 郷土料理を古民家で 農家レストラン　旅行業者を招き提供

朝日 26 催し 砺波市合併１０周年記念事業オリジナルミュージカル「ＳＴＡＴＩＯＮ」

27 HOKURIKU３．１４新幹線時代　開業まで１０日 開業を推進 中沖豊・前知事(87)に聞く　「ようやくできたな」

27 古民家＋寄贈漆器＋伝承料理 散居村で地元有志「農家レストラン」

　　５日　木曜日
北日本 3 記者席 同じものが二つ？

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マキシラリア・ヴァリアビリスなど

15 情報かわらばん となみ野

20 となみブランド１５品目冊子に 砺波市

20 砺波学園でラーメン振る舞う 高岡市戸出伊勢領のラーメン専門店旭屋

21 合併１０年でミュージカル ７、８日先着３１４人にフェア割引券

富山 3 受賞者を決定 「ASSW2015おもてなしキャッチコピー」、「小学生北極科学アイディアコンテスト」の受賞者

6 全国首長アンケート 小規模自治体回復遅れ　景気対策家計支援望む声

26 砺波でゼミ合宿好評 住民協力、伝承料理喜ばれ　市誘致１年目、１２団体利用

27 豊かな緑守る決意新た　砺波・庄東小 １年間の活動を振り返る団員

27 出来たてラーメン児童らに振る舞う 砺波市福山の県立砺波学園を訪れ

31 デスク日誌 砺波市で二つ目となる北陸自動車道のインターチェンジ

北陸中日 15 砺波総合病院ステーション運営 訪問看護の機能を強化　在宅療養へスムーズ移行

15 熱々ラーメン今年も 高岡・堀さん砺波の障害児に

16 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

　　６日　金曜日
北日本 21 大石さん（砺波）センバツ審判 県内から７年ぶり

26 安全・安心の拠点着工 消防２施設 来春から運用

26 ２２人誇り持ち 砺波准看護学院の卒業式

26 仲間と集う マジックサムチップ新年会　　（砺波市　南部常次）

26 読者のひろば 結婚記念日の乗車　　　砺波市　横山多美子（無職　70歳）

27 卒業の門出に餅手渡し 砺波工業高ＰＴＡ　メッセージ添える

32 砺波・チューリップ四季彩館 ＬＩＮＥで館内案内

富山 23 手作り餅で門出祝う 砺波工高ＰＴＡ

23 ＬＩＮＥで四季彩館解説 砺波「ゲーム感覚で楽しんで」

23 五鹿屋Ｄ優勝 第14回砺波市カローリングクラブ大会

23 南砺消防署東分署が起工 砺波市庄川の一部を担当区域とする

23 １１月にグランドＣ大会 砺波市パークゴルフ協が総会

23 山吹がＶ 第6回ロングラン親善ゲートボール大会最終日

北陸中日 14 越中春秋 さらば「はくたか」（堀場達）

15 あずまだちで砺波の味 古民家改装　あす農家レストラン開店

15 愛のもち　わが子に 砺波工卒業式で父母ら準備

15 22人に卒業証書渡す 砺波准看護学院  家族ら祝福

朝日 16 起工式　３市長が安全願う 小矢部消防署津沢出張所が移転新築
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　　７日　土曜日
北日本 5 タカギセイコー 希望退職に208人　全従業員の16％応じる

25 「サンキューの日」前に清掃 砺波、小矢部、南砺の３市で食品スーパーを展開する三喜有

25 「突き詰める力養うこと大事」 となみ青年会議所の公開例会

26 庄川峡観光協同組合　南砺市観光協井波支部 庄川・井波の魅力マップに　行政の枠超えＰＲ

26 きょうからチューリップ足湯 庄川　３００本分の花びら加工

26 砺波駅に「見どころコーナー」 砺波市観光協会

27 空き家の利活用考える 県宅建協砺波支部が初セミナー　小矢部

32 となみ野アート 季節感草花中心に表現　北日本新聞砺波支社　乘杉さんの２６点紹介

33 ストップ特殊詐欺被害 市職員かたり１００万円搾取　砺波

富山 15 富山こども新聞 日本代表入り闘志　投手宮村さん 外野手島田さん

27 トイレ清掃こつ学ぶ 砺波・シルバー人材

27 工場を見学進路の参考に 砺波工高生

27 闘病伝える力作５０点 北陸銀行砺波支店で川合さん

27 小矢部で空き家セミナー 県宅地建物取引業協会砺波支部

27 ロビー展 清水捨造 木彫り彫刻展　北陸銀行庄川支店

　 27 〃 庄川書道会作品展「書の極み」　富山銀行庄川支店

28 チューリップの花びら 結婚式や入学式に　福祉作業所庄川がリサイクル

28 温かな木版画 高岡で水上さん作品展　水上悦子さん＝砺波市柳瀬

28 新幹線客に名所を案内 庄川、井波で「道草」を　初の街歩きマップ

29 砺波-グラNETあす砺波で決勝 砺波市の県西部体育センターで

29 市内の見どころ紹介 砺波駅にコーナー

29 個性豊かな書の秀作披露 津幡で美峰会展　吉田秀鶴会長（砺波市）から指導を受ける

32 砺波で１００万円還付金詐欺被害 砺波市の７０代男性

33 ほたるいか 砺波市油田保育所で紙芝居の読み聞かせ

北陸中日 19 庄川と井波連携し作製 みち草散策マップ

19 連結時刻表、観光ＰＲも一新 砺波駅〝開業モード〟

19 ファイル１１０番 ニセ電話詐欺で９９万円被害

20 砺波の福祉施設自立へ再利用 チューリップ花びら商品化

読売 30 工場見学パンフ無料配布 砺波市役所などで

31 還付金詐欺１００万円被害 砺波市の７０歳代男性

32 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　前田美智子

32 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

32 〃　 川柳【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

朝日 32 HOKURIKU３．１４新幹線時代　開業まで７日 富山本　編集者も注目　

32 山岳雑誌「山と渓谷」 別冊付録の号　完売相次ぐ

毎日 26 センバツ２０１５ 審判で憧れの夢舞台へ　砺波市職員の大石さん

　　８日　日曜日
北日本 1 全国首長アンケート 出生率目標平均１．６７　県内市町村８割「目標必要」

2 「女性が声を出し一段上の社会を」 上川法相が砺波で講演

3 動く２０１５県議選 ６選挙区で選挙戦確実

24 読者のひろば 朝日を浴びて散策　砺波市　島田栄（農業　６６歳）

25 平面・立体１１４点一堂に 砺波市美術協会員展が開幕　市美術館

25 環境保全に役立てて 富山トヨタ２３団体に支援金　鷹栖小（砺波）

30 市民一丸でミュージカル 砺波 生き生きと観客魅了

32 笑顔かがやき　新幹線とひと模様　④ 味　伝統料理受け継ぐ　

富山 2 上川法相が講演 自民・砺波市連女性部

18 新幹線見据え 砺波の農家レストラン大門 誘客拠点へ待望の開店　首都圏など１００人予約

19 ８月に児童が宿泊農業体験 ＪＡとなみ野女性部が総会

21 砺波で青森に快勝 富山プレーオフ進出

23 地鳴り 食事作りで心が豊かに　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 10 「九条救助隊」あす護憲訴え署名活動 砺波駅周辺

11 「女性が意見を」上川法相が講演 砺波

12 就活へまなざし真剣 砺波工、職場見学始まる

読売 33 跳べグラウジーズ 青森に勝利プレーオフへ

　　９日　月曜日
北日本 5 社説 高岡砺波スマートＩＣ　新幹線駅への誘客期待

9 北陸新幹線大図解　２ 飛越能はココから

11 「渤海」６９号が刊行 ７人が小説発表
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18 バスケットボールｂｊリーグ 富山青森に敗れる

21 「ぬくもりと活力を」 砺波　市連合婦人会合併１０周年祝う

21 山崎金沢大学長が講演 8日、砺波市鷹栖公民館

富山 15 連合婦人会１０周年活動へ決意新たに 砺波で式典

17 第３１回牛岳ＧＳＬスキー大会 中学高校一般

19 グラウジーズリーグ グラNET初制覇　砺波のＶ２阻む

19 富山連勝ならず ４位、５位と１差

読売 34 伝承料理健康に配慮 砺波 農家レストラン開店

35 跳べグラウジーズ 青森に敗れる

　１０日　火曜日
北日本 21 市町村議会　９日 砺波　移転の油田保育所民営化　出町は統合こども園に

21 〃 四季彩館カフェに専用入口　庄川小卒業式で体育館利用ＯＫ

23 パーキンソン病川合さん（砺波）作品展 難病と向き合い制作　刺しゅうや塗り絵２００点

24 活動を次世代へ 砺波　市連合婦人会役員が来社

富山 23 市町村議会　（９日） 砺波市　油田保育所を民営化へ　出町保育所・幼稚園はこども園に

23 砺波市連合婦人会大井新会長ら意欲 婦人会の役割伝えたい　本社砺波総局訪れ

27 地鳴り 国会での議論真剣に関心を　別所武　７６歳（砺波市）

北陸中日 21 ゼットＺを追う３．１４開業 特産など郷土の魅力ＰＲ　ブランド全面に砺波市冊子作製

22 北陸ゆかり、二紀会作家展 洋画生死の緊張表現　

　１１日　水曜日
北日本 1 県内に大雪警報 きょうも強い冬型

1 富山大合格者最多は富山東 砺波３３人

3 チューリップ球根のネット栽培 ロボット化秋から実証　砺波

5 京急観光と業務提携 日本海ツーリスト

26 全国高校選抜大会　がんばれ県勢≪上≫ スキー

29 市町村議会　１０日 砺波　チューリップ公園再整備総事業費１０億円超

31 靴選びの大切さ学ぶ 砺波市庄川健康プラザの健康講座

33 そば祭りフォトコンテスト 入選=斉藤司(砺波市)

33 ざっくばらん 庄川峡観光協同組合副理事長　堅田英明さん(砺波市・６０歳)

36 庄川の第一編物製作 「富山もよう」県外客歓迎　本紙掲載五つのテーマ布地に

36 春呼ぶ１万本のチューリップ １３日から砺波・四季彩館

36 柴田さん(砺波)が３位 全国青年農業者会議野菜栽培に温泉活用

36 ジュニア文学賞湯浅君(砺波高)佳作 田辺聖子文学館

36 日本新工芸富山会展 大和富山店長賞=安達陽子(人形、砺波)

37 東大最多は富山中部１５人 一部に新幹線の影響も

富山 22 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会２月句会

31 市町村議会　(１０日) 砺波市　ドクターヘリ　受け入れ体制を強化

32 １万本の花出迎え 春を呼ぶチューリップ展　１３日から砺波、本社でＰＲ

33 初誕生 柏朋希（かしわ　ともき）　砺波市小杉

34 県内１５人増 東大４４人合格

35 地鳴り 感謝もなく「当たり前」　小倉慶子　７０歳（砺波市）

36 強い冬型時折、吹雪 Ｗ７系試運転続く

37 砺波の北陸道で複数スリップ事故 一時通行止め

37 ほたるいか 砺波市庄川健康プラザの健康講座

北陸中日 24 鉄道ファンも来て 砺波、１３日からチューリップ展

読売 35 チューリップ展も開業記念テーマ チューリップ四季彩館

35 大雪警報５市町に 山間部要警戒富山空港１１便欠航

朝日 35 新幹線とコラボ １３日からチューリップ展

毎日 26 チューリップ展をキャラバン隊ＰＲ 砺波・１３日から

　１２日　木曜日
北日本 1 顔ｆａｃｅ 柴田泰利さん。砺波市役所で喜びを語った

20 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

20 花通信 県花総合センターのデンドロキラム・コッピアヌムなど

21 情報かわらばん となみ野

29 市町村議会　砺波市 オランダのチューリップ会社　砺波で切り花生産検討

29 〃 イノシシ侵入防止般若地区に電気柵

30 全国青年農業者会議３位 柴田さん（砺波）喜び語る

34 北陸新幹線・あいの風とやま鉄道 県民の足開業祝う　【砺波春を呼ぶチューリップ展】

富山 3 県推奨ブランド新たに２品 とやまの種もみ　能作の錫製品
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3 中小企業の新人研修 合同セミナー４市に拡大　県が新年度早期離職を防止

31 砺波の苗加苑で公演 水田さんと新蔵一座

31 市町村議会　（１１日）　砺波市 オランダ業者参入へ　チューリップ切り花生産販売打診

31 砺波・油田、障害者とクラブ員 ペタンクで交流

31 柴田さん全国３位報告 青年農業者発表砺波市長に

35 地鳴り 詰め将棋で頭の体操　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 20 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 32 「となみブランド」冊子で 地場産品１５品目紹介

　１３日　金曜日
北日本 17 あすから飛越能・食の祭典ｉｎ　ＴＡＫＡＯＫＡ ご当地の味一堂に　新幹線開業記念グランプリに１５品

25 市町村議会 砺波　医師２人増８２人に　砺波総合病院携帯使用を緩和

25 空き家見守り事業スタート 砺波市シルバー人材センター

26 古里の風景題材に日本画など１４３点 富山大和で百景展

26 読者のひろば 夢と希望を乗せて　砺波市　飯田静子（主婦　７０歳）

28 斎藤弥九郎記念少年剣道大会 目指せ「平成の剣豪」

34 大村さん（高岡）に最高賞 第３１回日本篆刻展

富山 29 市町村議会（１２日） 砺波市　総合病院医師２人増

29 最高賞に吉田さん となみ野散居村フォトコンテスト

31 元気とやまスポーツ大賞 ３団体７個人に　県教委

31 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権兼全日本中学生選抜スキー大会 【全日本ジュニア】男子 距離フリー10㌔杉本柊（砺波工高）

33 地鳴り 維持費だけが軽四の利点？　藤井昭通　４２歳(砺波市・会社員）

北陸中日 17 吉田さん（富山）最高賞 散居村フォトコンテスト

読売 30 美術館・博物館 砺波市美術館、庄川美術館

　１４日　土曜日
北日本 5 けいざいアングル 新幹線開業で県内旅行代理店　富山へ誘客戦略着々

25 市町村議会　砺波 出町ふれあいセンター　１５年度内にも解体　

25 銭湯にＷ７系〝走る〟 砺波　庄川「柳湯」庭にパネル設置

26 春を呼ぶチューリップ展開幕 砺波・四季彩館　満開！ミニ新幹線快走

26 古代米赤飯で卒業祝う 砺波小中学校　寄贈者囲み会食

26 女性描いた油彩北銀に２点寄贈 洋画家の藤森さん

36 「富山もよう」でお出迎え 富山第一ホテル布地５種類飾る　第一編物がプリント加工と縫製を担当

特集 6 車両大図解北陸駆ける空色ブルー フロントガラス　新光硝子工業（砺波市）の加工技術

9 新幹線ダイヤと接続ダイヤ ＪＲ城端線　上下で計９本増便

富山 20～23 ＭＩＲＡＩとやま　県民に聞きました 宮本園子さん、石田音萌ちゃん（砺波市）

36 春を呼ぶチューリップ展開幕 最多２万本お出迎え　砺波 新幹線開業記念で会期変更

37 市町村議会　砺波 ＯＢ対象の機能別団員制度を導入へ　市消防団

37 古代米で卒業祝う 砺波、給食に

39 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権兼全日本中学生選抜スキー大会 【全日本ジュニア】男子 距離クラシカル10㌔杉本柊（砺波工高）

39 第２７回全国高校選抜スキー大会 男子スーパー大回転 和田望武、溝口雄平（砺波工）　女子スーパー大回転 村上実紅（砺波工） 

40 砺波出身の藤森さん 北陸銀に絵画２点寄贈　ギャルリ・ミレーで展示検討

43 交流センターお披露目 新高岡駅

特集 6～7 首長、国会議員に聞く 新幹線開業、思いを一文字で　交　夏野修砺波市長

12～15 北陸新幹線　本紙が伝えた半世紀 １９６５年９月２７日付　佐藤内閣初の一日内閣

北陸中日 1 きょうの紙面 砺波市で始まったチューリップ展

18 伝統まとう県の顔 １６日利用開始 リニューアル 県民会館

18 鉄道ファンの笑顔も咲いた チューリップ展開幕、にぎわう　砺波、２２日まで

19 全国高校選抜スキー第一日 男子スーパー大回転 和田望武、溝口雄平（砺波工）　女子スーパー大回転 村上実紅（砺波工） 

20 砺波出身の洋画家藤森さんが寄贈 そのまなざし富山の美思う

20 第３１回日本篆刻展 特選　河原孤舟（砺波）

読売 30 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　林田禮子、俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

特集 6 構想～開業　50年の歩み 1965年9月砺波商工会議所の岩川会頭が新幹線の必要性を訴える

　１５日　日曜日
北日本 2 開業 私の思い 後坊寿恵さん（50）　砺波市、自営業

4 開業 私の思い 河合要子さん（48）　砺波市、自営業

7 城端線新駅が開業 新高岡駅 新幹線との乗り継ぎ楽に

7 〃 増便も９本「便利になった」

8 北陸新幹線開業までの歩み １９６５年「一日内閣」で岩川毅砺波商工会議所会頭が訴えた

11 県内１２市町村長ひとこと 夏野砺波市長 魅力に磨き掛ける

35 開業 私の思い 能友紀さん（41） 砺波市、栄養士
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35 砺波・散居村ミュージアム 夜高祭りの歴史紹介　ミニチュアやパネル展示

37 開業 私の思い 佐生友行さん（38）　砺波市、会社員

37 建築士会東海北陸ブロック会 技能・知識の向上目指す

39 抽選で旅行券当たる！ となみ駅前商店街開業記念セール

40 開業 私の思い 末永康子さん（64）　砺波市、パート

42 東京県人会１００人 「長生きしてよかった」

43 開業 私の思い 吉野祐未さん（１６）　砺波市、高校１年

43 快走笑顔広がる 北陸新幹線開業　東京行き一番列車　最高の誕生日プレゼント

富山 17 祝北陸新幹線開業 ３１４人が加わったテープカット

23 本社杯高波囲碁 無差別②中本正禧（砺波） 有段者Ｂ①宮井豊彦（砺波） 級位者Ｂ①沼田昭雄（砺波）②小櫻祥一（同）

26 「新幹線特需」広がる 県内　とやマルシェ４万９千人

27 新幹線と結ぶ新拠点 城端線新高岡駅で出発式

27 ６市が幅広く連携県西部議長会発足 富山県西部市議会議長会の設立総会　山森文夫（監事、砺波市）

27 地鳴り 卒業の長男へおめでとう　中川まり子　４０歳（砺波市・会社員）

28 本紙論説委員一番列車ルポ 「かがやき」で里帰り

北陸中日 13 重要な地域拠点 城端線も開業

13 全国高校選抜スキー第２日 大会結果

　１６日　月曜日
北日本 2 砺波市に農水大臣賞 美の里づくりコンクール

3 県議選必勝誓う ５陣営事務所開き 砺波市　瘧師氏再選へ心一つ

3 ３社の経営革新計画承認 富山県　生菓子製造業のラ・ピニオン（砺波市豊町）

12 全国高校選抜大会 スキー最終日　大会結果

16 第２８回斎藤弥九郎顕彰碑建立記念少年剣道大会 大会結果

16 上平・タカンボーＧＳＬ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

19 東野尻分団の消防車更新 砺波市　消防団東野尻分団

20 民謡民舞県連合大会 砺波　２０支部５００人出場

21 富山音楽院が定期演奏会 砺波市の声楽家、安念千重子さんの指揮で県民愛唱歌などを披露

富山 15 第３５回全国少年柔道大会県大会 大会結果

15 砺波北部３位 第８回近市町Ｕ－11ミニバスケットボール大会

15 男子４部は庄西ク 第２２回県冬季一般男女バスケットボール選手権最終日

17 東野尻分団に新ポンプ車導入 砺波

17 第１１回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会 大会結果

20 県議選２０１５ 「住みたい砺波に」　砺波市・瘧師氏

23 ゲート接触半月で２０件超 高岡砺波スマートＩＣ　一時３０台が渋滞

　１７日　火曜日
北日本 1 県西部６市 「連携中枢都市圏」認定を　きょう国へ要件緩和要望

13 バスケットボール　県冬季一般男女選手権 大会結果

18 読者のひろば おかげさまで６７歳　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

19 となみ野散居村フォトコン 大賞に吉田さん（富山）

24 第３３回とやま文学賞 短歌　山森和子さん（７３）＝砺波市庄川町

富山 3 県議選来月３日告示 ７選挙区で戦い濃厚

27 とやま文学賞・２５日に授賞式 短歌・山森さん（砺波）

29 地鳴り ７０年も昔の思いを重ね　亀岡綾子　８６歳（砺波市）

北陸中日 16 県議会閉会選挙へ ２０１５年県議選立候補予定者

朝日 35 砺波出身の画家作品２点を寄贈 ギャルリミレー

　１８日　水曜日
北日本 2 ７選挙区で選挙戦へ 県議選説明会 定数４０に５０陣営

2 庄川水害予防組合へ 右・左岸２組合が統合

2 叙位叙勲 正六位瑞宝双光章　元平村立平中学校長鷹栖保氏（84）＝砺波市本町

3 県西部を連携中枢都市圏に ６市長連名政府に要望書　地域活性化を期待

21 砺波市　チューリップを発送 被災地に花で癒やしを　岩手・宮城へ鉢植え１９５個

21 市総合計画来夏に策定 砺波

23 八重紅垂れ桜を植樹 庄川峡わくわく倶楽部

28 思い出胸に巣立つ 県内３市１町小学校で卒業式

28 福祉車両６台贈る 北日本放送　リフト付きバス＝デイサービス聚楽（砺波）

29 県立高で合格発表 県立高校全日制２次募集実施校・学科　砺波・普通（２人）

富山 2 予防組合、統合へ 高岡市議会２常任委庄川右・左岸

3 県議選・立候補予定者事務説明会 定数４０に５０陣営
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3 県西部６市認定へ要望 連携中枢都市圏 要件で高岡市長

18 県議選来月３日告示 ７選挙区で戦い濃厚

18 文芸喫茶 海潮砺波歌会２月例会

22 救急救命措置学ぶ 砺波で技術検証会

23 新年度から第２次策定 砺波市総合計画審議会

27 学習活動全国大会３８個人１２団体たたえ 県庁で報告会

27 県立高一般入試問題 総平均点６３．３点　一般入試で第２次選抜　砺波普通２

28 砺波市がふたたび 被災地に花の癒やし　岩手、宮城に１９５鉢贈る

28 ２４時間テレビで寄贈 リフト付きバス　善福寺デイサービス聚楽（砺波市）

北陸中日 18 チューリップ被災地彩って 砺波、鉢植え発送

朝日 35 県議選説明会５０陣営が出席 ６選挙区で無投票か

毎日 26 ７０６３人に「春」県立高で合格発表 欠員に伴う２次募集を行う高校と募集人員　砺波・普通２人

26 １５統一地方選 ４９陣営が出席　県議選立候補予定者説明会

　１９日　木曜日
北日本 1 富山市地価２３年ぶり上昇 高岡市商業地２２年ぶりプラス地点

3 生ごみリサイクルコスト低減が課題 県の検討会が報告

7 首相北陸新幹線乗車へ 来月上旬金沢を訪問　訪米時に売り込み

11 全国地価 地価公示市町村別変動率　砺波市

11 県内公示地価一覧 砺波市

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ミスミソウなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

23 市町村議会　砺波 拉致解決の意見書可決

23 論戦を振り返って こども園で地域に安心

23 本社カルチャー受講生 砺波　着物華やか昔の気分を　お年寄り向けに着付けショー

23 高齢者世帯へ「愛情おはぎ」 砺波市庄川地域の女性ボランティア団体「さわらびグループ」

25 傷病者への対応確認 砺波地域メディカルコントロール部会

26 ふるさと探訪　富山県の近代史⑨ 中越鉄道の建設　県西部の近代化支える

30 追本君（上市陽南小）最優秀 とやま緑化推進標語 森の祭典ポスターに

30 五箇山四季の風景や祭り 本社砺波支社フォトコン作品展入賞作２１点展示

31 北門のガラス屋根破損 砺波チューリップ公園 立ち入りを制限

31 砺波市庄南小を選出 優良少年消防クラブ表彰

富山 2 「特に優良な」消防ク 砺波・庄南小を選出 消防庁

5 県内公示地価 「プラス転換は目前」　上昇地点２倍超

5 １２市町村で下落率縮小　 富山県内市町村、用途別変動率　砺波市

5 住宅地 滑川で下落率が拡大　砺波が上昇、舟橋は横ばい

13 北陸三県の公示地価 富山県　砺波市

24 富山文芸　３月賞 歌壇　小池光選　佳作　砺波市表町　源通ゆきみ

28 砺波チューリップ公園 メーンの北門閉鎖　老朽化、風雪で屋根破損　解体新築、９月着工

28 市町村議会　砺波市 人権擁護委員に小田、上田氏同意

29 庄川峡にランドマークを 砺波のＮＰＯ　シダレサクラ植樹

29 手作りおはぎ届ける 砺波・庄川 さわらびグループ

29 大橋さんが春の写真 富山銀チューリップ支店

30 冷温大門素麺年中楽しんで ＰＲポスター刷新　砺波で戦略会議新幹線開業に合わせ

30 最高賞に大村さん 日本篆刻展 準大賞に尾川さん

33 地鳴り 自分の目に合うメガネを　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

33 〃 毎日の勉強お疲れさま　山田敏江　７２歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集　ミュージック　下 拓郎さんの曲夢中でカバー　会社員　石丸秀幸　５５　富山県砺波市

12 石川・富山の公示価格 富山県　砺波市

18 ３８議案を可決 砺波市議会閉会

20 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 34 公示地価 住宅地　区画整理が進んだ砺波市も前年に引き続き上昇

34 県内の公示地価 砺波市

朝日 31 ニュース短信 チューリップフェアの入場門が破損

別3 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 27 北陸３県の地価 砺波市は昨年に引き続き０．７％増と堅調

日本経済第２部 Ａ5 ２０１５年公示価格一覧 砺波市

　２０日　金曜日
北日本 1 立山黒部貫光 立山駅を情報発信基地に　市町村と連携県内観光ＰＲ
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3 となみ政経懇話会　総会・３月例会 勢いあれば再び解散　後藤氏（政治ジャーナリスト）講演

3 〃 となみ政経懇話会会員

19 市まちづくり協働事業 砺波　応募７団体を採用

19 自衛隊入隊者を激励　砺波 「仲間同士で支え困難乗り越える」　無量小路さんら

26 村井さん（高岡）初入選 第５０回日春展　再入選＝熊木明美（砺波）

27 県教委人事 砺波高校長に藤井修二高岡西高校長が就く　清水稔砺波高校長は定年退職

富山 21 自衛隊入隊予定者激励 砺波　国防へ決意新た

22 散居村の屋敷林手入れ促す 剪定の枝再生強化　処理場受け入れ日拡大　砺波広域圏、新年度から

22 県立高２次選抜 ２３日に合格発表　砺波・普通科６．５０倍

23 村井さん新入選 第５０回日春展　

23 第２３回タカンボーＧＳＬスキー大会 大会結果

23 デスク日誌 「交」の一字に込めた思い

25 地鳴り まだしばらく高速バスの旅　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 17 大門そうめん夏も冬も ９年ぶりに新ポスター

18 砺波で企画展 「夜高」行事や歴史紹介

読売 31 首長アンケ 「子育て」「空き家」重視　人口減、定住促進策で

32 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　２１日　土曜日
北日本 25 総合病院の診療費 市役所で支払可能に

26 読者のひろば 「庄川プール」の廃止   砺波市  藤森 真弥（会社員 ５４歳）

27 合唱の表現法学ぶ 出町中 ハンガリーから指導者

29 富山トヨタ第６回エコ・チャレンジ応援プロジェクト 環境学習・実践（グリーン・カーテン）鷹栖小学校（砺波市）

35 車同士衝突男性が死亡 高岡・戸出の県道

富山 27 夜高の魅力を紹介 砺波・散居村ミュージアム

27 きょうフォーラム 砺波の屋敷林安曇野で紹介

27 ハンガリー人指揮者が指南 砺波・出町中合唱部

31 地鳴り 庭に植えた芝桜待ち遠しい開花  藤井 昭通 ４２歳（砺波市・会社員）

33 車同士衝突男性が死亡 高岡の県道

読売 31 よみうり文芸  短歌  田中 譲選 【秀逸】  砺波市  西能さとみ

31 〃              俳句  長沼三津夫選 砺波市  西能さとみ

33 車衝突、１人死亡 砺波市中野、美容師藤井隼人容疑者

　２２日　日曜日
北日本 21 市長賞に松浦園芸 花卉品評会 砺波

富山 21 踊りの３保存会 砺波で交流の輪

21 中村Ｃ優勝 第５回油田カローリングクラブ大会

21 市長賞に松浦園芸 砺波市花卉品評会

23 砺波東部が快進撃 となみドリームカップ小学生バレー

25 地鳴り 友に感謝の楽しい１日    埜村 信子  ６８歳（砺波市）

北陸中日 14 けさの人 農家レストランのＨＰ作成  中西 巧さん（２３）

15 砺波地区柔道津沢大会 団体戦二位出町中、個人戦女子②鳥越早紀（出町）

読売 30 大門素麺ポスター刷新 新幹線開業で首都圏にＰＲ

　２３日　月曜日
北日本 3 県議選必勝誓う 砺波市　米原氏８選へ結束

15 富山マラソンプレ大会 各部門入賞者

20 華やかな演技で２０周年祝う 新体操の「となみＲＧクラブ」（林美樹主宰）の発表会

23 油田分団のポンプ車入魂 砺波　

24 節目迎えた市民に記念樹 砺波・花と緑フォーラム　ハナミズキなど贈る

28 大阪だより チューリップ見に来て　砺波のフェアＰＲ

29 おじま営農組合（砺波）県農業振興賞祝う 県農業振興賞の米、大豆、麦の３部門受賞を達成

31 車同士が衝突女性２人死傷 井波の県道交差点

富山 11 グラウジーズリーグ・Ｓラウンド リーグ選抜快勝

11 来月12日に開幕 砺波地区寿野球連盟

11 富山マラソン２０１５プレ大会兼第２５回神通川マラソン大会 ハーフ東本、谷口制す

17 イノシシ被害対策の電気柵 ６月に「長城」設置　砺波 雄神、般若地区が連携確認

17 新婚カップルや赤ちゃんに記念樹 砺波でフォーラム

17 農業振興賞の三冠達成祝う 砺波のおじま営農

17 砺波市グラウンドゴルフ協会第６回新春大会 男子・北村さん　女子・川西さん

17 第１３回栴檀野室内ゲートボール大会 フレッシュ優勝

19 アナウンスや朗読劇を披露 砺波高放送部
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21 Ｕ１８県選抜　井波で最終練習 フットサル日本一へ闘志　あすから都内で全国大会

21 第６回となみドリームカップ小学生バレーボール交流大会最終日 砺波東部決勝Ｔ進めず

22 県議選２０１５　３陣営事務所開き 「地方元気にする」　米原氏・砺波

25 車同士が衝突８２歳女性死亡 南砺

北陸中日 17 結婚や出産に祝いの記念樹 砺波

25～27 第３０回金沢ロードレース 各部門の完走者

35 出合い頭に同乗の８２歳死亡 南砺の交差点

読売 30 第３１回日本篆刻展最高賞に大村さん 特選　河原孤舟（砺波市）

31 車衝突、２人死傷 ２２日午前１０時５分頃、南砺市北市の県道交差点で

朝日 33 １１０・１１９ 乗用車同士が衝突、２人死傷

毎日 28 事件・事故 南砺で乗用車同士が衝突、女性死亡

　２４日　火曜日
北日本 17 弓道　段級審査会合格者 二段　竹田悠人、滝口渚紗（砺波工高）

19 ３団体が合同研修会 砺波市太郎丸のとなみ散居村ミュージアムで

20 読者のひろば 「土づくり」が重要　砺波市　村中正敏　（無職　８４歳）

21 砺波市観光協会 ６市の旅行プラン販売へ

21 春描いた色紙３１点 南砺　福光日本画グループ展

　２５日　水曜日
北日本 3 祝 南砺消防署・南砺市防災センター ごあいさつ　砺波地域消防組合管理者　夏野修

5 ９月にパワー博 砺波商議所

16 県教委人事 校長級・事務局課長級以上 新任校長に６６人　異動総数１９６件

25 右岸水防組合と来年４月に統合 庄川左岸水防組合

25 個性豊かな革作品 砺波　百澤さん（福野）個展

33 県内高校生進路調査 地元志向依然強く　主な国公立大と私立大の県内合格者数

富山 23 県教委人事 新校長に６６人登用　５４歳以下の若手は２０人

27 楽器の購入費を贈る 砺波高吹奏楽部ＯＢ会

27 砺波商工会議所が総会 沿線企業に出展働き掛け　新幹線開業機に９月にとなみ産業フェア

32 事件・事故 女性が骨折り重傷

35 祝 南砺消防署本日竣工　南砺市防災センター同時完成 ごあいさつ　砺波地域消防組合管理者　夏野修

北陸中日 16 県教委異動 新校長に６６人　若手は２０人登用

16 地方創生交付金４３億円 県と１５市町村合わせ

読売 35 県教委人事 新任校長は６６人に

朝日 28 県教委人事 新任校長に６６人　５４歳以下の若手２０人

29 ２０１５統一地方選　県議選 ６選挙区無投票か　４８人が立候補表明

毎日 26 県教委 校長級、１９６人異動

　２６日　木曜日
北日本 13 砺波市人事 企画総務部長に横山氏　商工農林部長は牧野氏

24 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

24 花通信 県花総合センターのオクナ・セルラタなど

25 情報かわらばん となみ野

36 新南砺消防署で式典 南砺の防災拠点完成　救助活動機能を強化

36 となみチューリップフェア来月２３日開幕 遮光ネットで開花調整

富山 28 砺波市人事 商工農林部長県から牧野氏　企画総務は横山氏起用

35 第３３回とやま文学賞授賞式 入賞者の栄誉たたえ

35 初誕生 石﨑鶴丸ちゃん　砺波市三島町

36 来月２３日開幕 砺波・チューリップフェア 大花壇に遮光ネット　成長を調整　２０万本でＷ７系楽しみ

北陸中日 16 砺波市異動 商工農林部長に牧野氏

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 31 砺波市部長に県職員を起用 砺波市

朝日 34 県職員派遣受け連携強化を図る 砺波市人事

　２７日　金曜日
北日本 2 厚生連高岡災害拠点病院に 県指定

4 ＳＣ「イオンモールとなみ」 ７月開店シニア向け充実

4 大連の子会社譲渡 ＣＫサンエツ 生産を国内回帰

19 「童」表現した木彫展示 砺波市表町の「砺波駅前ギャラリーみかん堂」で

19 佐藤渡辺に砺波市消防団協力表示証 砺波市

19 砺波市美術協会 合併１０周年記念し冊子

19 会長室長に八田氏 砺波市観光協会

20 読者のひろば 接続の改善望む　砺波市　田辺一郎（会社役員　６３歳）
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21 病院で一服振る舞う 砺波高茶道部お年寄りら味わう

22 とやま元気っ子 なんとガールズ（福野ガールズサッカースポーツ少年団）

26 記者ぶろぐ 「じんわり」の宝庫

28 北陸道多重事故 重体は石川の女性

富山 23 砺波高茶道部お点前 砺波・あおい病院訪れ

23 協力事業所に表示証 夏野砺波市長が佐藤渡辺砺波営業所の坂井芳成所長に

23 砺波工高生が清掃奉仕 学校周辺の側溝や道路を清掃し、泥上げやごみ拾い

23 ＤＶＤで運動の技紹介 砺波市教委

23 砺波市観光協会 旅行業務開始ツアー企画へ　職員２人が資格取得

23 〃 観光協会専務理事八田氏就任の予定

25 初誕生 佐伯心望（さえき　ここみ）ちゃん　砺波市鷹栖

　 26 事件・事故 作業着盗んだ疑いで逮捕　砺波署

28 県内１５年度大学合格者 国公立医学科大幅増７３人

29 北陸道多重事故６３歳女性が重体 富山

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

32 砺波総合病院人事 ４月１日付

　２８日　土曜日
北日本 19 北日本文芸　　　歌壇　佐佐木幸綱　選 ■地 砺波市  山森和子 ●佳作　砺波市　　岡田　淑枝　山田　泰子

19 〃 ●入選　砺波市　　源通ゆきみ　平岡　和代

19 〃　　　　　　　　　詩壇　池田 瑛子 選　　　 砺波市　蓮井　信吉

19 〃　　　　　　　　　「さくら」　　　 佐藤　芙美（砺波市）

19 〃　　　　　　　　　俳壇　中坪 達哉 選　　　 ●佳作　砺波市　廣橋　玉枝　二俣れい子　宮浦のぶあき　廣橋幸子　小野田裕司　源通ゆきみ

19 〃                  柳壇  松岡緑朗 選 ●佳作 砺波市 倉田外丸  ●入選  砺波市  源通ゆきみ

27 県西部地域ニュース 砺波工高生が「江ざらえ」

27 特に優良な少年消防ク 表彰の庄南小児童　市長に喜び報告

29 センス光る力作３２点 砺波　わくわく写真教室作品展

34 となみチューリップフェア 「育ての親」偉業紹介　故水野豊造さん球根栽培１００年前に

34 〃 台湾テーマ　華やかに　四季彩館

富山 35 砺波で来月２３日開幕チューリップフェア シャトルバス増車

35 台湾に親しんで チューリップ四季彩館　テラス展示で企画

35 遊休地で野菜栽培へ となみ元気道場が活動報告

35 庄南小少年消防ク　全国最高賞を報告 砺波市長に

39 地鳴り 幸運運んだ孫娘に感謝　　小倉　慶子　７０歳（砺波市）

39 〃 １年半ぶりに訪れた喫茶店　黒田　和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 北陸文芸　　　柳壇　　北村幽犀子 選 佳作　砺波市　　上竹　秀幸

21 庄南小少年消防ク　全国最優秀 砺波市長に喜び報告

読売 30 イオンモールとなみ　 店舗７月オープンへ

32 よみうり文芸　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　　別所　武

32 〃                 俳句  長沼三津夫選 【秀逸】砺波市    源通ゆきみ

毎日 26 今月の二首　評・久泉迪雄 砺波市　　山森　和子

　２９日　日曜日
北日本 1 顔 ｆａｃｅ 音頭淺子さん。砺波市のデイサービス施設で演奏を披露

23 杉森さんに１００歳の祝い 砺波市庄川町三谷の杉森つるさん

23 ピアノ挑戦成果披露 ８５歳音頭さん施設で２曲演奏

24 遊休農地で野菜栽培 となみ元気道場 おいしさ積極ＰＲ

24 わが家のアイドル 山崎希々佳（やまざき　ののか）ちゃん　

30 チューリップ見に来てね 県と砺波市 東京駅でフェアＰＲ

富山 21 ８０代でピアノ習い始め 利用者女性が職員と演奏会　砺波のデイサービス

21 杉森さん１００歳祝う 砺波

21 三重在住、砺波で公演 南砺出身の沢田さん熱唱

24 新幹線開業記念キャンペーン チューリップ１１００本展示　東京駅で砺波のフェアＰＲ

25 地鳴り 段ボールから古い年賀状　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

25 〃 思い出した父の人生哲学　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 22 砺波、フェア向け遮光ネットで調整 チューリップ開花待った！

　３０日　月曜日
北日本 5 社説 チューリップフェア　水野さんの「夢」継ごう

7 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

20 遊休農地で種芋植え となみ元気道場 今後ナスやキュウリも

27 富山で車と市電衝突 ２９日午後４時半ごろ、富山市五福の大学前電停近くで

富山 16 となみ元気道場 遊休地でジャガイモ栽培　有効活用、食育を促進
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21 初誕生 加藤誠大（かとう　まさひろ）ちゃん　

25 車と市内電車衝突、２人けが 富山、４台絡む

北陸中日 11 ファイル１１０番 市電と車絡む事故で２人軽傷

12 ＤＶＤでマット上手に 砺波市教委　シリーズ第３弾、模範収録

読売 33 車４台市電絡む事故 ２９日午後４時半頃、富山市五福の県道で

　３１日　火曜日
北日本 5 ＩＢ被害対策ソフト県内７信金共同導入 富山、高岡、新湊、にいかわ、氷見伏木、砺波、石動の県内７信用金庫

21 砺波駅前駐車場有料化を イメージアップ検討委　市長に計画案提出

22 わが家のアイドル 林柊吾（はやし　しゅうご）ちゃん

22 ふちゅう曲水の宴短歌入選作を発表 【人位】砺波市　渡辺信子

22 読者のひろば 「親切さ」一番県に　砺波市　原田むつ子（主婦　７０歳）

28 第７４回創元展 準会員出品＝鴨井伸市（砺波）

富山 2 認定こども園移行４．９％ 新制度で県内様子見の施設多く

2 昨年の県人口 移動調査結果報告書 ６０８８人減の１０７万７０人　１６年連続の減少／砺波５位、氷見６位に

26 事件・事故・災害 非常招集、連携を確認 砺波署

27 極早咲きのチューリップ 砺波・四季彩館前で開花

27 スケート五輪「銀」田畑選手 「夢を強く信じ毎日努力して」　砺波 庄南小児童に語り掛け

27 北口駐車場有料化を提案 砺波駅前広場基本計画検討委

北陸中日 18 県人口１６年連続減少 １０７万人、増加は舟橋村のみ

      　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。
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