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    １日　水曜日
北日本 2 叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議伹田正夫氏＝砺波市庄川町金屋

26 わが家のアイドル 大谷幸太郎ちゃん １歳 砺波市幸町

28 グラウンドゴルフ 砺波市協会冬季屋内大会２月コンペ

29 市町村議会 砺波 出町地下に雨水貯留 １８年度から施設着工

33 桜の花は園児の手形 砺波・エレガガーデン 特別展向けに制作

34 志功の油彩画初公開 福光美術館 ４日から収蔵品展

34 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ４組

富山 2 砺波市議選の議席奪還を 共産党呉西地区委員会

21 市町村議会（２８日） 砺波市 砺波駅前広場イメージアップ事業

23 企業を見学、進路の参考に 砺波工高生 地元の２社巡る

23 叙位叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議伹田正夫氏＝砺波市庄川町金屋１５８４

23 初誕生 藤井咲弥ちゃん 砺波市宮沢町

25 地鳴り 手術終えて暖かい春待つ 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

北陸中日 16 １７議案を提出 砺波市議会開会

16 燃えないごみ場廃止へ 旧砺波市域 資源場で一括分別回収

16 デマンドタクシー１０月から実証実験 砺波市、運行計画示す

16 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章 元庄川町議伹田正夫氏＝砺波市庄川町金屋

読売 28 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

28 高齢者叙勲（１日） 旭日単光章 伹田正夫氏（元庄川町議会議員）

    ２日　木曜日
北日本 3 砺波市議選へ２５日に公開討論会 若手経営者らが企画

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カランテなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

21 大石選手 健闘誓う 砺波市役所訪問

22 読者のひろば 精神年齢を若く 砺波市 武部幹夫（無職 ７６歳）

25 ひな人形作ったよ 砺波 若林地区の子育てボランティアグループによる「わかば子育て広場」

29 ２年で交通量１．５倍 高岡砺波と南砺スマートＩＣ

29 平成２８年度文部科学大臣優秀教職員表彰 永井敏美（県立砺波高校）

29 器物損壊疑いで砺波の男逮捕 砺波署

富山 2 開通２年で利用１．５倍に 高岡砺波スマートＩＣ

26 県信組と中小診断協覚書 県信用組合

26 吉田さん、機能別団員に 砺波市消防団の機能別団員辞令交付式

27 手縫いぞうきん２００枚贈る 砺波市母子寡婦福祉連合会

27 大石選手「甲子園で全力」 高岡商２年の大石京佑内野手＝砺波市出町中央

29 砺波市議選へ論戦 ２５日、立候補予定者の討論会 若手経済人が企画

29 小中学生９７人たたえ 砺波でスポーツ選手表彰式

29 ６日に地域づくり例会 となみＪＣ

29 初誕生 佐伯昊環ちゃん 砺波市鷹栖

31 事件・事故 器物破損容疑の男逮捕

北陸中日 16 チューリップタワー建て替えへ基本設計 砺波市予算案

16 砺波市議選投じる先は？ ２５日 立候補予定者公開討論会

17 平成２８年度文部科学大臣優秀教職員表彰 永井敏美（砺波高）

17 ２０１６年度砺波市少年優秀スポーツ選手 表彰者一覧

17 ファイル１１０番 タイヤをパンクさせた疑い

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

朝日 23 ニュース短信 砺波市議会が開会

    ３日　金曜日
北日本 23 小中学生９７人表彰 砺波市優秀スポーツ選手

24 読者のひろば 日々の生活見直す 砺波市 松本結衣（短大２年 ２０歳）

26 万葉線乗ってエコ実感 県西部６市環境保全ツアー ごみ発電も見学

27 大正期の伝統感じて １１、１２日 砺波「くりす亭」ひな飾り再現初公開
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27 砺波工高生が企業見学 砺波 ２年生が砺波市内の事業所を見学する研修会

27 手縫い雑巾２００枚預託 砺波 砺波市母子寡婦福祉連合会

35 長時間労働で 社員死亡 パナ砺波工場 ４０代男性 労基署が労災認定

富山 1 道をひらく 第３７回スポーツ賞 となみＲＧクラブ代表 林美樹氏（５３）

2 社説 城端線・氷見線直通化 沿線市が結束し議論加速を

2 土木部は１４億５千万円 県 ２月補正予算箇所付け 農水部８億５１００万円

2 県内の選挙人名簿登録者数 １３２７人減の９０万２９７８人

21 山吹優勝 第８回ロングラン親善ゲートボール大会最終日

22 色彩豊かな水彩画１３点 射水であきなの会

22 県西部巡りエコ学ぶ とやま呉西圏域が体験ツアー 工場やごみ処理施設見学

23 看護の道へ決意 砺波准看護学院

25 地鳴り ７０歳になればまるく生きる 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 28 展覧会 水きらら・人・花展 ２０日まで、松村外次郎記念庄川美術館

    ４日　土曜日
北日本 17 社会から離れ創作欲 「菅創吉展」を見て 元砺波市美術館長 小西竹文

26 ピンクの古代米おいしい 砺波 市内１９施設でひな祭り給食 地元農家の柏さん贈る 

27 ざっくばらん 「寒だめし」に取り組む 松下睦生さん（砺波市・７４歳）

27 機能別団員に吉田さん 砺波 砺波市消防団と砺波消防署

27 看護の道へ２０人巣立つ 砺波 砺波准看護学院の卒業式

32 中国原産を特別展示 県中央植物園 県蘭まつり開幕

33 「砺波の民具」指定書を交付 国重要有形民俗文化財

富山 25 楽しいひなまつり 砺波で給食 ほんのりピンク 古代米味わう

25 菅笠作り・笠縫い育成講座の修了式 高岡市役所福岡庁舎

25 砺波、清掃のこつ学ぶ 砺波シルバー人材センター 「高齢者支援のためのハウスクリーニング講習会」

27 第２４回県冬季一般男女バスケットボール選手権第２日 男子１回戦 砺波クラブ79-55庄西クラブ 他

28 庄川遊覧船の海外客増 「富山の冬」観光で脚光 きょう初の１万人超え

28 砺波の生活・生産用具 「文化遺産として活用」 重要文化財の指定書交付

30 パナ工場 長時間労働死 ４０代男性 砺波労基署、労災認定

北陸中日 18 越中春秋 チューリップタワー

33 パナ砺波工場で労災死 労基署認定 長時間労働が原因

読売 33 ひな祭りに健康願う 砺波で給食に古代米 砺波市内の幼稚園と小中学校計１９校の給食で

朝日 34 パナ４０代社員過労死 富山の工場 労基署が労災認定

毎日 29 パナ１００時間残業 死亡で労災認定 砺波労基署

    ５日　日曜日
北日本 24 市体協加盟を報告 砺波 砺波市パークゴルフ協会

24 １００歳の長久さん市や県が祝い状 砺波 夏野市長が贈呈

25 輝き放つ美の心 砺波 市美術協会会員展 ６部門１０９点出品

25 五箇山四季写した１５点 砺波 本社砺波支社 コンテスト優秀作品展

25 小中学生がミュージカル 砺波 劇団「となみミュージカルキッズ」

25 遊覧船外国人客 初の１万人超え 砺波 庄川 台湾男性に記念品

富山 21 海外客初の年間１万人 庄川遊覧船 台湾、香港、東南ア 冬から春が人気

21 １１月チャンピオン大会 砺波市パークゴルフ協総会

21 百歳（４日） 長久文子さん（砺波市東保、４日生まれ）

23 １５チーム２回戦へ 万葉旗争奪ジュニア野球開幕

25 地鳴り 毒殺された件空恐ろしく 佐野嘉江 ７２歳（砺波市・主婦）

北陸中日 17 スマートＩＣ利用開通当初の１．５倍に 北陸道・高岡砺波

17 洋画や書、写真など 個性豊か１０９点展示 砺波市美術協会会員展

毎日 28 準大賞 朝野さん、喜多さん 創玄展

    ６日　月曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生 -29- 第２部バッジの重み ⑭弔電廃止

16 スキー Ｂ級公認検定員、準指導員検定会 Ｂ級公認検定員合格者＝大江実（砺波市スキー連盟） 他

17 ソフトテニス 県小学生学年別インドア大会 男子４年生以下③丸山慈央・中谷来稀（庄川スポ少） 他

18 バスケットボール 県冬季一般男女選手権 準々決勝 ブラックベアーズ105-75砺波ク

23 精進の成果披露 南砺 砺波連合宝生会謡曲大会

23 木管五重奏 来館者楽しむ 砺波 庄川美術館企画展に合わせ 出品者のトークも

ホクショーＦＣ初Ｖ 南砺 フットサル井波杯
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23 第７回ゆめっこ百人一首大会 ５日、砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

富山 2 県西部６市 金沢駅で誘客 チューリップや御車山祭ＰＲ

3 わがまち散歩 砺波市権正寺 チューリップ切り花産地

21 １６チームが３回戦進出 第２５回万葉旗争奪ジュニア野球大会第２日

21 来月に日本女子リーグ２部第１節 県ソフトボール協会

21 第２４回県冬季一般男女バスケットボール選手権第３日 男子１～３部 準々決勝 ブラックベアーズ105-75砺波クラブ

21 第２０回県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 男子４年以下 丸山・中谷（庄川） 他

23 地鳴り 命のリレーの訴えに感激 別所武 ７８歳（砺波市）

23 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ

北陸中日 16 呉西６市〝もって〟知って エリア合同のトートバッグ完成

16 金沢駅で早速活躍 チューリップと配布

    ７日　火曜日
北日本 20 イノシシ対策で連携 県西部６市 研修会で強化確認

20 文部科学省後援第３７７回全珠連検定試験合格者 珠算 二級 雄川綾音（庄川小）

21 チューリップフェア来てね 首都圏ＪＲで砺波市がＰＲ

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波東部小６年 黒田涼花さん

26 かなざわ便り 金沢工業大（野々市市）環境・建築学部長 蜂谷俊雄さん

富山 24 イノシシ捕獲、積極的に 砺波で県西部被害研修会

25 ６月に初の市民体育大会を開催 砺波市パークゴルフ協

25 高校日本一へ２２５選手 全国高校選抜大会 ２２競技に出場

26 首都圏で魅力紹介 砺波市 チューリップフェア 動画放映や切り花配布

27 地鳴り 労働条件良くして人材確保 角栄一 ６５歳（砺波市）

27 〃 人口減少要因に人の意識の変化 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

    ８日　水曜日
北日本 3 砺波市議選で現職１２人推薦 自民県連

18 卒業記念に庄川挽物 砺波の松村さん毎年プレゼント 鹿児島の母校へ絵皿

19 大門素麺丸まげ体験 砺波 となみ野ツアー

24 チューリップ切り花１３２万本 砺波 １６年度出荷過去最多 県と市 ハウス増設後押し

25 機械に手挟まれ砺波の男性重傷 高岡市福岡町無一歩二歩の段ボール製造・加工「サンエイ紙工」で

25 インフルで２校学級閉鎖 砺波市砺波南部小６年の１クラスが８～１０日に

富山 23 優良公民館表彰を 青島公民館が報告 砺波市長に

23 サンキューの日前に清掃 食品スーパー「サンキュー」

25 仕事の将来像ヒントを探る となみ青年会議所

27 鹿児島の母校に絵皿 砺波の松村さん 庄川挽物木地

28 富山新聞スポーツ賞 となみＲＧクラブ代表 林美樹氏 美しい体を育てる

29 事件・事故 機械に右手はさまれ重傷

30 ２校で集団インフル 砺波南部小（砺波市）

北陸中日 18 集団インフルエンザ ２小学校で学級閉鎖 砺波市砺波南部小６年（８～１０日）

19 前途祝す庄川挽物 鹿児島の母校卒業生へ砺波移住の男性贈る

読売 30 よみうり文芸 短歌 砺波市 前田美智子

30 〃 文芸サークルから 海潮砺波歌会

32 忘れたら困っちゃう 砺波市・別所武

    ９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クロッカス・マンモスイエローなど 砺波市高道

19 情報かわらばん となみ野

24 出町小・中歌声に磨き １２日に砺波でコンサート 島田歌穂さん共演

25 市町村議会 砺波 危機情報管理を一元化

25 〃 オランダと交流 新年度は中断 再開のめど立たず

25 全４店舗周辺２００人清掃奉仕 スーパー「サンキュー」

25 優良公民館表彰を報告 砺波 第６９回優良公民館表彰

25 古民家フォト中高生が力作 砺波 散居村ミュージアム

31 街路樹と柱に衝突し男性重傷 ８日午前９時３５分ごろ、砺波市矢木の市道で

富山 29 市町村議会（８日） 砺波市 市庁舎 耐震の増築棟で防災管理

29 〃 中学生オランダ交流２年間中断

31 砺波、南砺から日本代表 小学生女子ソフト豪州遠征

31 住民とペタンク交流 砺波で福祉作業所利用者
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32 事件・事故 男性が自損事故

北陸中日 5 テーマ特集 卒業生へ 中 失敗を重ねて社会人は成長 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

5 ミニコント 砺波・晴之助

21 増築棟に危機管理集約 砺波市議会 機器や職員を移動

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 27 カメラ探訪 富山県砺波市 後世に伝えたい昔の暮らし 砺波民具展示室

  １０日　金曜日
北日本 23 がんばれ県勢＜上＞ 全国高校選抜大会

26 ソフト国際試合出場３選手激励 砺波 砺波市の小学生女子チームの「ダイヤモンドキッズ」

26 論語に理解深める 砺波 庄川町日中友好協会

26 春から学びませんか 本社砺波支社カルチャー教室 来月新講座

27 市町村議会 砺波 砺波大橋の歩道拡幅 新年度末から利用へ

27 〃 地域特産物５品目追加

27 〃 不適切発言を撤回 嶋村氏

27 ロビー展 県信用組合出町支店

33 砺波市議選でも設置 砺波署は９日、事前運動取締本部を設置

33 侵入と窃盗未遂容疑で福岡県の男逮捕 県警捜査一課と砺波署、長野県警

富山 24 市町村議会（９日） 砺波市 夢の平、散居村展望台、庄川峡 周遊ルート積極ＰＲ

27 西部６市の魅力トートバッグに 観光協議会が製作

29 地鳴り 信念に満ちた政見訴えて 坂口齊 ７７歳（朝日町・農業）

30 砺波市議選でも設置 砺波署は９日、署内に事前運動取締本部を設置

北陸中日 19 チューリップ球根水洗い時間が１／３に 砺波市議会、市側示す

19 発言取り消し申し出 嶋村議員に議会許可 ９日の砺波市議会２月定例会本会議で

19 児童ソフトボール３女子が日本代表 砺波で壮行会

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

   １１日　土曜日
北日本 23 あす氷見 斎藤弥九郎記念少年剣道大会 中学生の部 小学生の部

27 主な国公立大・私立大の県内合格者数（本紙調べ） 東大は富山中部最多９人

30 サロンの課題解決へヒント 砺波 砺波市社会福祉協議会のふれあい・いきいきサロン交流会

30 フェア見頃へ開花調整 砺波 チューリップ公園 ネットで花壇覆う

30 最高賞に権正寺営農組合 砺波 花卉品評会 四季彩館できょう展示

31 見守り活動で協定 砺波 市と県生協

31 ３世代同居住宅補助５２件に増加 砺波 砺波市議会産業建設委員会

富山 1 きょう贈呈式 第３７回スポーツ賞 林美樹氏（５４）

3 文科大臣教職員表彰に県内１０人 永井敏美（砺波高）

30 くらしの日記 依存症 伊藤芳子 ７７歳（砺波市高波）

33 市町村議会（１０日） 砺波市 ３世代住宅支援２年で計８３件に

33 遮光ネットで生育抑制 砺波チューリップ公園 フェアへ調整 来月２１日に開幕

33 最高賞に権正寺営農組合 砺波 四季彩館で市花卉品評会

33 砺波市と県生協 見守り協定締結 「地域見守り活動に関する協定」を締結

34 東大３５人合格 県内６人増 富山中部４年連続トップ

37 コント チャレンジ枠５０億円（砺波・富之助）

読売 31 早く咲かないで 花壇に遮光ネット 砺波市花園町の砺波チューリップ公園

33 福島の避難者は１２１人 砺波市１１人

  １２日　日曜日
北日本 1 情報の事前提供４６％ 災害時要支援者 県内 避難計画策定進まず

25 事業計画決まる 砺波市ソフトボール協会

25 がんばれ県勢 ＜下＞ 全国高校選抜大会

26 仲間と集う 砺波市グラウンドゴルフ協会（砺波市 中島紘一）

28 ４５周年にぎやかに祝う 高岡 明るい社会づくり市民会議

29 伸び伸び遊べます 砺波 あぶらでん保育園 来月開園へ園舎内覧会

29 記念樹贈り節目祝う 砺波 花と緑のフォーラム

32 大西さん（元南砺市議会議長）も城端で叙勲祝賀会 夏野砺波市長らも出席

富山 1 ６氏の功績たたえ 富山新聞文化賞・芸術賞・スポーツ賞 富山で贈呈式

2 堂故氏が教育の大切さ訴え 自民・砺波市連女性部

20 木のぬくもり広々園内 砺波、あぶらでん保育園内覧会

20 新築家庭に記念樹贈る 砺波で花と緑のフォーラム
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23 万葉などベスト８ 万葉旗争奪ジュニア野球大会

23 五鹿屋Ａが優勝 第２０回砺波市カローリングクラブ記念大会

23 ７月２５日から会長杯ナイター 砺波市ソフトボール協会

25 地鳴り 婦人会尼講で生き方学ぶ 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

北陸中日 17 緑化貢献１９人表彰 砺波市 花と緑のフォーラム

17 エアボールゲームみんなで楽しむ 砺波市スポーツ推進委フェスタ

  １３日　月曜日
北日本 15 中学男子奥田が連覇 氷見・斎藤弥九郎剣道

15 １０月初心者向け教室 砺波市野球連盟

20 仲間と集う 庄第１班（砺波市 有澤哲郎）

22 来月開園待ち遠しい 砺波出町認定こども園内覧会

22 出町小・中学生と共演 砺波 清水ミチコ・島田歌穂さんら 市文化会館でコンサート

22 今井会長を再任 砺波 砺波市母子寡婦福祉連合会の定期総会

23 会長に尾栢さん 砺波 市連合婦人会

23 本番衣装で動き確認 砺波 名古屋で民謡まつり 豊晧会２５日出演

29 砺波でバイク女性重傷 １２日午後２時半ごろ、砺波市杉木の県道交差点で

富山 16 認定こども園で内覧会 砺波市立で初 園児や保護者

17 ＢＩＧ ＴＨＵＮＤＥＲ Ｏｃｅａｎ 優勝 第１３回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会

17 新会長に尾栢さん 砺波市連合婦人会

17 ロビー展 庄川峡観光協同組合の伊香保温泉友好協定締結展

21 事件・事故 砺波、バイクの８５歳女性重傷

21 地鳴り ぬくもりに心が和む 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

北陸中日 14 広～い遊戯室に子どもら大喜び 砺波のこども園で内覧会

18 宅配先の異変を報告 県生協と見守り協定 砺波市

  １４日　火曜日
北日本 23 内視鏡手術ロボ８月ごろに稼働 砺波

23 「いきいき百歳体操」３０グループ発足へ 介護予防推進

富山 19 わがまち これが自慢 夏野修 砺波市長 宿泊客が増加傾向に

23 夢を追って １０月収穫のタマネギへ意欲

30 環境問題重視で活動 砺波市連合婦人会 新役員が来社

31 市町村議会（１３日） 砺波市 手術ロボット、今夏から

35 地鳴り 京都の和菓子 旅行の楽しみ 安カ川仁省 ６６歳（砺波市）

  １５日　水曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子 佳作 安藤やすを

20 ５、９月に農業体験学習 砺波 ＪＡとなみ野女性部の総会

20 障害者差別解消へ委員会 南砺 砺波地域障害者差別解消支援協議会が発足

21 地域福祉向上へ連携 砺波 ９社会福祉法人が連絡会

21 市町村議会 砺波 消防団員５７６人 充足率９５．７％

富山 24 市町村議会（１４日） 砺波市 消防団員５７６人 充足率９５．７％

24 お年寄りと楽しい時間 砺波高生

26 事故防止人波作戦 来月６日に実施 砺波市交通安全対策会議

29 地鳴り 家でごろごろ趣味持ちたい 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

北陸中日 5 発言 「お富さん」を６０年以上愛唱 春川正人 ６９ 富山県砺波市

15 砺波市に社会福祉法人連絡会を設立 県内で初めて

15 「交通事故多い」砺波署長が警鐘 交通安全対策会議

朝日 28 展覧会 みすゞの詩を彫る 水上悦子木版画展

  １６日　木曜日
北日本 3 主要３３宿泊施設「客増えた」７割 北陸新幹線開業後

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ヒスイカズラなど 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

20 わが家のアイドル 高野晃徳ちゃん ３歳 砺波市深江

20 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 藤井成正）

22 交通事故の死者３人増 砺波 砺波市交通安全対策会議

23 心一つ入賞今年こそ 砺波ジュニア太鼓「春蘭」 １９日神戸で全国大会

23 上水道活用し発電 南砺 福野の小水力運転開始

23 色・デザインに新タイプ となみんポロシャツ 観光協会予約受け付け
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31 パナソニック書類送検 砺波工場長時間労働 死亡社員は過労自殺

富山 3 水管理にＩＣＴを活用 農業の負担減へ実証実験

3 水道管の耐震化進めよ 瘧師富士夫氏（自民）

3 「横綱」に負けじと 瘧師氏

29 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会２月句会

31 となみんポロシャツ新柄 砺波市観光協会と市 販売予約受け付け

31 砺波広域圏組合 小水力発電 福野調整槽で稼働

35 コント 悲しみの共有（砺波・越中之助）

37 パナソニック書類送検 砺波労基署 富山工場で長時間労働

北陸中日 4 平和の俳句 砺波市 藤井健治

22 新幹線効果で客大幅増 県議会予算特別委 庄川遊覧船 

23 親子で♪となみん 子ども用Ｔシャツ、タオル登場

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

33 砺波パナ労災死 書類送検 ４０代男性自殺 違法長時間労働疑い

読売 35 パナソニック書類送検 労基法違反容疑 残業最長１３８時間

朝日 35 パナ、違法残業疑い書類送検 労基署 富山の工場、社員死亡

毎日 29 パナ労災死 書類送検 富山・砺波労基署 長時間労働疑い

産経 28 長時間労働で過労死 パナ・２幹部を書類送検

日本経済 43 パナソニック 書類送検 富山労働局 ３人に違法残業疑い

  １７日　金曜日
北日本 13 芸術文化祭の出演者を募集 ９月 砺波市文化会館

29 市町村議会 砺波 齊藤副市長を再任

29 〃 砺波市 緑化とスポーツ振興プラン策定

29 〃 論戦を振り返って 積極的な再質問必要

29 ざっくばらん Ｋitchen“ＢＢ”オーナー 伊藤美幸さん（砺波市・41歳）

富山 26 市町村議会（１６日） 砺波市 齊藤副市長を再任

28 プリンセス切り花配る チューリップフェア 大宮駅でＰＲ

北陸中日 18 齊藤副市長を再任 ２１議案可決し閉会 砺波市議会

19 チューリップ見に来て 首都圏で砺波のフェアＰＲ

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 春の花々競演 砺波

26 募集 頼成の森 春のイベント

  １８日　土曜日
北日本 5 「あい・あい」の営業権取得 となみ観光交通 福野にエリア拡大

26 読者のひろば ボランティア活動 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

28 革製品や婦人服紹介 砺波 「たおやめ２人展『春爛々』Ｍ＆Ｏ」

29 まちづくり協働事業に３団体 砺波 ２０１７年度の市まちづくり協働事業

29 古里の風景画など５５点 砺波 名取川雅司さんの作品展

29 障害者の就労支援に理解 砺波 砺波圏域ネットワーク研修会

35 とやま緑化推進機構 標語 最優秀に種田君（上市陽南小６）

富山 3 県分は２０億４５００万円 今年度特別交付税

23 ２０日から春の火災予防運動 砺波地域消防組合 ヤクルトレディー バッグで防火周知

23 協働事業に３件 砺波市と市民が取り組む「まちづくり協働事業」

25 初誕生 金守祥吾ちゃん 砺波市一番町

25 デスク日誌 子どもたちの貧困対策

北陸中日 5 発言 おもねらずに事実発信して 会社員 石丸秀幸 ５７ 富山県砺波市

22 桜の開花情報６８名所ＨＰで 花と緑の銀行紹介

朝日 26 高岡商 いざ初戦 第８９回選抜高校野球 ⑮大石京佑君（３年）

  １９日　日曜日
北日本 18 全国高校選抜大会 スキー最終日 男子回転 52 山田且（砺波工） 他

22 力強くスパイク 砺波 第２６回チェリー杯争奪中学校女子バレーボール大会

23 改装後初 にぎわい市 砺波 もりもりハウス

23 １３議案を承認 砺波 市土地改良区総代会

23 販売員が火災予防啓発 「ヤクルトレディ」による火災予防啓発活動

富山 22 築５４年の古民家改装 高岡で鷹栖建工が見学会

22 ドーナツづくり児童らが挑戦 砺波・出町のＳＥＯ

24 古民家再生住宅くつろぎの空間 砺波で見学会
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24 北信越の５６チーム熱戦 第２５回北信越小学生バレーボール富山交流会第１日

25 全国高校選抜大会（１８日） スキー 男子回転 52 山田且（砺波工） 他

26 新会長に大久保氏 ＪＡ県青壮年協

27 地鳴り おばちゃん食堂サロン的雰囲気 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 17 全国高校選抜大会 スキー最終日 男子回転 52 山田且（砺波工） 他

毎日 特6 選手紹介 高岡商（富山） 大石京佑

  ２０日　月曜日
北日本 10 エッセーや小説発表 「渤海」７３号 上田蝉丸さん（砺波）

11 追想 ありし日 前庄川木工協同組合理事長 嶋田 数男さん（砺波市庄川町天正）

14 初戦突破へ決意新た がんばれ高岡商 高岡商ナイン ひとこと

17 春の風感じ１３００人力走 神通川マラソン ３㌔中学生①瀬川翔誠（庄西）ほか

17 リボン・フープ練習の成果披露 新体操となみＲＧクラブ

17 男子中学の部 石田（城端）が優勝 県スキー選手権 一般男子①金谷洸晟（砺波高）ほか

17 バレーボール 第２６回チェリー杯争奪中学校女子大会 ①出町 ②庄西 チャレンジ①庄川

18・19 しあわせとやま かわいいとにくたらしいのはざまだな 砺波市 大矢さん

26 高齢者宅対象に防火診断 砺波 春季火災予防運動期間を前に砺波市柳瀬地区で

26 ビーチボール 砺波カップ大会 大会結果

27 丹精込め育てた雪割草 砺波 庄川山草会の「庄川雪割草展」

32 野村さん（井波）の瑞宝単光章祝う 地域防災に貢献

32 県青少年音楽コンクール １０人が本選進出 【本選出場者】弦楽 張田早希（出町中１）

32 政二さん（北陸秀城会）総合Ｖ 砺波で民謡民舞県連合大会

富山 22 グラウジーズリーグ２０１６ バスケットボール・富山県小学生チームリーグ戦 砺波ホークス

23 北信越小学生バレー 五箇山が初優勝

23 １１チーム９６人ラリー楽しむ 第４回県卓球バレー大会 ③木曜スポーツクラブ

23 砺波寿野球来月９日開幕 砺波地区寿野球連盟の総会

25 月曜川柳 乱反射 小倉慶子(砺波）

25 コント 記者夕食会欠席（砺波・越中之助）

北陸中日 A～D 第３２回金沢ロードレース 各部門の完走者全記録

  ２１日　火曜日
北日本 3 となみ政経懇話会 総会・３月例会

11 第８９回センバツ 第２日 高岡商打線底力  ナインひとこと

14 男子優勝は金谷（砺波高） 女子は放生（牛嶽ジュニアレーシング） 県スキー選手権

19 スノボ・スキー８０人熱戦 南砺 「アローザ・ファイナル・カップ」

19 福祉用具貸与方法学ぶ 砺波 全国福祉用具専門相談員協会（ふくせん）県ブロック講演会

19 福祉車両を納車 南砺 社会福祉法人福寿会

20 とやま地名のはなし １７９ 徳万（砺波市）

24 県青少年音楽コンクール 優秀賞 弦楽＝張田早希（出町中１）

26 新年度裏付け調査 守山城全容解明へ 高岡市指定史跡

富山 17 第８９回選抜高校野球大会 第２日 高岡商 明暗の十回

19 男子・柏樹さん 女子・大谷さんＶ 砺波市グラウンドゴルフ協会第８回新春大会

21 小学生男子バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ ＬＥＡＧＵＥ２０１６ 第１日 予選ラウンド結果

23 あと一歩「夏に雪辱を」 センバツ 高岡商、勝利逃す 選手ひと言

25 地鳴り 救急救命措置は誰もが覚えたい 佐野嘉江 ７２歳（砺波市）

25 コント プレミアムフライデー（砺波・たぬき）

北陸中日 14・15 激闘 一歩も退かず 選抜高校野球 高岡商破れる ⑮大石京佑選手

14 津沢中が団体Ｖ 砺波地区柔道津沢大会

14 つばた健勝マラソン大会 ロード①瀬川翔誠（砺波市）

  ２２日　水曜日
北日本 3 砺波市議選の事前審査開始 砺波市議選の立候補届け出書類等事前審査

11 県内公示地価一覧 砺波市

11 富山駅周辺が上昇 県内二極化 旧市街地・郡部は下落

15 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

21 読者のひろば 体力維持を目指す  砺波市 葭田 衛 （団体役員 ７８歳）

23 チャンドラ号〝若返り〟 砺波 県内最古消防車 修復終え２８日から公開

23 開放的わくわく空間 砺波 あぶらでん保育園完成 来月開園

23 ピンク・赤 愛らしく 砺波 チューリップ四季彩館 早咲き２品種開花

23 四季彩館職員オランダ研修 砺波 花と緑と文化の財団派遣
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26 森山外野手の活躍期待 となみ政経懇話会 日本ハム球団社長 竹田氏（福光出身）が講演

27 連続窃盗事件の追起訴内容認める 地裁高岡支部公判

27 ２次募集に２１９人 平均倍率１．８９倍 県立高全日制入試

27 窃盗容疑で砺波の２３歳女逮捕 砺波署 ２１日

29 砺波市議選 ２５日公開討論参加 候補予定者３人のみ 議会「日程的に困難」

富山 5 商業地 新幹線で宇奈月上昇 砺波、射水で下落率改善

5 砺波、上昇に転じる 住宅地  

25 あぶらでん保育園 初の民営化で竣工 砺波、来月開園

25 オランダの植物園 砺波から職員研修 砺波市のチューリップ四季彩館の嶋田武明さん（４４）

26 県内最古の消防車修復 砺波のチャンドラ号

29 射水の工事現場窃盗 起訴内容を認める 地裁高岡支部公判

29 漫画無断ネット公開起訴内容で争わず 地裁高岡支部初公判

29 事件・事故 住宅からゲーム機盗んだ疑い

29 〃 窃盗容疑で女逮捕

29 地鳴り 冬にパズル挑戦 廊下に飾り満足 西川良子 ６４歳（砺波市）

30 税優遇 取り消し検討 パナソニック 砺波の違法残業で

北陸中日 19 県内公示地価 富山市 上昇率は縮小

20 ９０年前の姿 よみがえる 県内大火でも活躍 消防車 ２８日から砺波で公開

20 ファイル１１０番 ゲーム機盗んだ疑い

24 富山の公示価格 砺波市

31 パナの税優遇取り消し検討 砺波工場で違法残業

読売 34 県内の公示地価 砺波市

34 公示地価 下げ幅０．１㌽拡大 新幹線効果一段落か

34 よみうり文芸 短歌  砺波市 別所 武

35 「チャンドラ号」復活 県内最古の消防車 砺波消防署２８日から一般公開

朝日 29 公示地価 下落率７年ぶり拡大 富山市は３年連続上昇

別刷３ 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 27 北陸３県の地価 平均２５年連続下落 砺波市

日本経済 39 北陸 新幹線効果に濃淡 公示地価 上昇地点１８％増 富山

  ２３日　木曜日
北日本 3 砺波市議選では２氏 現職含め１４人に

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サンシュユなど 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

22 合唱やバンド演奏披露 砺波 ２０１７ ＴＯＮＡＭＩスプリングコンサート

23 チューリップフェア来月２１日開幕 砺波 球根栽培１００年記念花壇 砺波の自然表現

23 県内外１２チームが熱戦 小矢部 サッカーのクロスランドカップ

富山 29 思い出を絵本に 砺波・ちゅうりっぷ保育園 卒園２７人、詩と切り絵

29 県エルピーガス協が砺波市に発電機贈る ＬＰガス発電機３台

29 ロビー展

31 「花の大谷」を拡充 となみチューリップフェア ３０㍍に３万本

33 熊本地震復興に充てて 「ＴＯＮＡＭＩスプリングコンサート」来場者の募金、益金

北陸中日 15 患者の物語寄り添う 医療現場「聞き書き」広まる 来月で５年砺波総合病院

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 27 ＬＰガス発電機砺波市に寄贈 ＬＰガス発電機３台

  ２４日　金曜日
北日本 28 発電機３台を寄贈 砺波 県エルピーガス協会

28 思い出 絵本にしたよ 砺波 ちゅうりっぷ保育園卒園児 詩に切り絵添え

29 園児に思い出残そう 砺波の五鹿屋幼稚園 東野尻幼稚園 きょう閉園

29 自衛隊入隊・入校予定者６人を激励 砺波 夏野市長ら

富山 29 油谷さん優勝 健康麻将第２５回となみ大正蔵杯

32 「信頼受けるため全力」 陸自富山駐屯地 山口司令が着任

32 砺波で自衛隊入隊入校予定者を激励 １８～２６歳の男女６人が

33 地鳴り 春の花満開に俳句など挑戦 黒田和也 ４０歳（砺波市・会社員）

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

  ２５日　土曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生３１ 第３部審判前夜①出馬の値段 相場「３００万～５００万円」
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2 県議会自民 幹事長に上田氏 自民県議の新役員

3 山辺氏が委員長続投 議運委

3 定数１超の１９陣営審査 砺波市議選

14・15 県人事 大幅改組し重点配置

17 総合病院副院長４人に 砺波市人事

25 改組新第３回日展富山展 来月１５日から県民会館

31 主な国公立大・私立大の県内合格者数（本紙調べ） 富山大は富山東最多４７人

33 チューリップフェアＰＲ 日本郵政切手発売 砺波市に贈呈

36 風景など捉えた３８点 砺波 本社砺波支社

37 別れの言葉と歌で感謝表す 砺波 五鹿屋・東野尻幼稚園

37 道の駅１００万人で記念行事 砺波 ＪＡとなみ野農産物直売所生産者協議会

38 佐々木さん（砺波）初入選 日本南画院展

39 １年間頑張りました 県内小中学校で修了式

39 民意と歩む 議会再生 砺波市議選きょう公開討論 立候補予定者出席は４人に

39 井栗谷大門線２８日通行再開 地滑りで通行止め

39 庄川の男性行方不明 砺波署 ２４日

40 とやまのキブン トムくんさん（砺波市般若周辺）

40 連続窃盗で被告２人を追起訴 県西部で相次いだ連続窃盗事件

富山 2 砺波市議選 選挙戦に 定数１超、１９陣営が事前審査

2 井栗谷大門線２８日通行再開 砺波の県道

3 議長に稗苗氏、副に渡辺氏 県議会２月定例会が閉会 正副委員長も互選

3 会長代行は国会議員に 自民県連 会長「早い時期に決める」

26 ４月イベント一覧 砺波地区寿野球大会ほか

26 美を綴るＡｒｔ Ｑｕｉｌｔ展 日本のトップキルターと北陸のキルトリーダーたち

26 イベント ２０１７となみチューリップフェア

28・29 富山県人事異動 山本氏が総合政策局長

30 砺波市人事 企画 今井氏 ほか

33 ＨＡＣＣＰ承認 衛生管理 砺波・まると牛乳

33 チューリップフェア フレーム切手 砺波市長に贈る

33 となみ野の郷、来年１００万人セール企画 ＪＡとなみ野農産物直売所生産者協議会

34 県内で入賞３人 １人が初入選 日本南画院展

35 県弓道連盟主催第２０９回段級審査会合格者 初段 安達優巳（砺波工高）

37 事件・事故 砺波の８３歳男性不明

北陸中日 22 常任委と特別委所属議員決まる 県議会二月定例会最終日

22 １９陣営が事前審査 砺波市議選

23 組織若返りに重点 砺波市

読売 31 砺波市人事 4月1日

  ２６日　日曜日
北日本 9 政活費不正許さない 進む議会改革 あなたのまちは？

23 新任校長６８人 県教委人事 校長・課長級以上異動総数１８６件

23 全国珠算学校連盟検定合格者 第２５１回段位珠算検定試験 ２段 平木伶奈（出町小） 他

23 同第１７９回段位暗算検定試験 ２段 大門亮介（砺波東部小） 他

28 がんばってます 富山の職場 砺波給食 砺波市太郎丸 郷土料理ふんだんに

29 そくさい館が閉館 砺波 ＪＡとなみ野ほほえみの会 会長に則島さん

29 会長に山本さん 砺波 市ペタンク協会

29 三つの民謡 互いに学ぶ 砺波 各保存団体の５０人交流

34 県産食材の料理堪能 砺波 手品や抽選会楽しむ

35 民意と歩む 議会再生 目指す議員像で持論 砺波市議選公開討論会

35 砺波で男子高校生はねられ重傷 ２５日午後５時２５分ごろ、砺波市矢木の市道交差点で

富山 2 砺波市議選で公開討論会 ４人が持論展開

22 本殿修復へご神体移動 砺波 八咫壺神社で仮遷座祭

22 となみドリーム杯バレー 上位リーグ 宇奈月 新庄北 ＴＮＶＧ 庄川

23 ３民謡保存会、互いに学ぶ 砺波で研修会

25 新校長に６８人登用 県教委人事 ５４歳以下は１６人

28 国公立医学科２１人増 県内高校 大学合格実績

29 事件・事故 不明の８３歳、遺体で発見

29 地鳴り 米国産米を超えるコメに 犀川寮明 ６９歳（砺波市）
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北陸中日 18 新校長に６８人 県教委異動

読売 30 女性校長２０％ 県教委人事

30 〃 校長

朝日 29 新任校長は６８人 県教委異動 ５４歳以下１６人

毎日 26 校長級１８６人異動 県教委

  ２７日　月曜日
北日本 23 ご神体地域巡り仮殿へ 砺波の八咫壷神社 創建１００年本殿修復

23 テーマ自由 英語で発表 砺波 砺波高スピーチコンテスト

23 熊本復興支援に役立てて 砺波 ２０１７ＴＯＮＡＭＩスプリングコンサート

23 バレーボール 第１２回弥生杯小学生交流大会 大会結果

富山 19 ＪＡとなみ野人事 4月1日

21 グラウジーズ 上市決勝進出 来月２日激突

21 氷見マリンズ準優勝 第１０回近市町ミニバスケットボール大会最終日

25 地鳴り お嫁さんの健闘を祈る 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

25 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

北陸中日 16 ご神体を仮殿へ 舟みこしが巡行 砺波・八咫壺神社

  ２８日　火曜日
北日本 12 消防長に中谷氏 砺波地域消防組合

16 北日本文芸 歌壇 人 砺波市 坪本幸世 他

16 〃 詩壇 いのちの讃歌 砺波市 蓮井信吉

16 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承 他

24 県西部６市自治会も一丸 代表が会長会設立 一体的な発展に協力

24 思い出をありがとう 砺波 出町・油田保育所が閉所

24 音楽教室発表会 ピアノ カンターレピアノフォルテ

25 水道の水流で発電 砺波 上中野配水場売電へ運転開始

25 消防庁長官賞受賞を報告 砺波 市北部少年消防ク

25 社員の募金預託 スーパー「サンキュー」

富山 24 消防長に中谷氏 砺波地域消防組合

24 砺波広域圏事務組合人事 ４月１日付

24 砺波地方介護保険組合人事 ４月１日付

29 マイクロ水力発電稼働 砺波・上中野配水場で開所式

29 消防庁「優良」表彰を報告 砺波市長に北部少年消防クラブ

29 北部苑でお点前 砺波高茶道部

31 初誕生 水上琴葉ちゃん 砺波市庄川町青島

32 県西部６市で自治会長会設立 会長に杉江氏

北陸中日 16 砺波地域消防組合 4月1日

16 砺波広域圏事務組合 4月1日

朝日 29 立候補予定４人が公開討論 砺波市議選 市民２００人耳傾ける

  ２９日　水曜日
北日本 20 「チャンドラ号」一般公開 砺波 砺波消防署展示施設完成式 関係者４０人出席

20 福祉センターで一服振る舞う 砺波 砺波高茶道部

21 砺波 県道井栗谷大門線が通行再開 地域住民ら通り初め 普段の生活に戻り喜び

21 水防倉庫移設費など承認 庄川水害予防組合の議員協議会

21 地域医療支援病院に 砺波 砺波総合病院 １８年度の承認目標

21 グラウンドゴルフ 砺波市協会冬季屋内大会３月コンペ

24 学習活動全国大会優秀者が結果報告 県庁 個人=平木里佳（庄西中３年）ほか

27 寺尾温泉７月〝復活〟 砺波 閉館中の老舗 長野の会社借り受け運営 学生客誘致に力

富山 22 中核病院の役割明確化 砺波総合病院・新改革プラン 地域医療支援 １８年度承認目指す

23 チャンドラ号「かっこいい」 県内最古の消防車 砺波で公開

27 ３２人１３団体たたえ 全国大会成績優秀者報告会  個人 平木里佳（砺波市庄西中３）ほか

31 ほたるいか 砺波工高の生徒 学校周辺で江ざらえのボランティア

読売 33 砺波の県道 通行再開 １４年に地滑り

  ３０日　木曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生３５ 第３部 審判前夜⑤ 厚い壁 女性候補１割止まり

13 日常題材に小説や詩 辰草１８号刊行

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アーポフィルム・ギガンチウムなど 砺波市高道
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15 情報かわらばん となみ野

20 プロ野球選手一覧表 北海道日本ハムファイターズ

30 卒業生の力作２６点 高岡 高岡工芸高校卒業生の力作を集めた作品展

31 庄東用水土改が金章報告 砺波 全国土地改良事業団体連合会会長表彰（金章）

31 子ども対象にキーボード講座 砺波 砺波支社カルチャー

31 宮﨑さんきょうから洋画展 砺波 砺波市の洋画家、宮﨑悦郎さんの絵画展

富山 4 欧米、豪州へ攻勢 富山の酒造会社 政府の輸出指針改定に期待

5 富山から全国銘店賞 「キューショップジャパン」（砺波市）

16 プロ野球選手一覧表 北海道日本ハムファイターズ

31 庄東用水土地改良区が金章 砺波市長に報告

31 砺波から北海道へ移住者の図録刊行 郷土資料館 「砺波にルーツを持つ人々」

31 ３友好交流協会が総会 砺波 砺波市のトルコ、オランダ、日中の３友好交流協会

34 寺尾温泉７月に再開 砺波・井栗谷

32 地鳴り おばんざい 京都の煮物 安カ川仁省 ６６歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 仏飯を通じた出会いと別れ 福岡みよ子 ９１ 富山県砺波市

22 県まちづくり支援３市町が計画発表 砺波、小矢部市、朝日町

22 井栗谷大門線が復旧 砺波、２年４ヵ月ぶり

24 イベント 庄川峡桜まつり

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

毎日 19 ２０１７年プロ野球選手名鑑 日本ハム

  ３１日　金曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生３６ 第３部 審判前夜⑥ 「野党」不在円滑審議は諸刃の剣

20 ソフトテニス 第１９回船屋杯 高校・一般男子の部③南部天良・川田萩（不二越・砺波庭協）

20 弓道 段級審査会合格者 初段 安達優巳（砺波工高）

25 「詩の道」最優秀にウィットカムさん 黒部 観光客らから俳句募集

26 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

27 脊椎脊髄病センター開設 砺波総合病院あすから 北陸初の専門外来

27 専務理事に金平氏 砺波 砺波商工会議所の通常総会

27 春らんまんに咲き誇る 砺波 チューリップ四季彩館 季節の花々展開幕

30 「とやま食文化」魅力再発見キャンペーン 砺波ロイヤルホテル「富山の幸を味わう夕食会」

32 高齢者叙勲３月の受章者 旭日単光章 元庄川町議 伹田正夫さん（８８） 砺波市庄川町金屋

33 窃盗容疑で福岡県の男再逮捕 砺波署と県警捜査１課

富山 27 展示入れ替え 花鉢格安販売 シンビジウムやプリムラ 砺波・四季彩館

27 大島前会頭らに感謝状 砺波商工会議所

27 お点前で患者もてなす 砺波高茶道部があおい病院訪問

27 百歳 北市つがさん（南砺市井波、３０日生まれ）

29 脊椎脊髄の専門外来 砺波総合病院 来月に開設 北陸の一般病院で初

29 緩和ケア２２人が修了 看護師教育センター

33 地鳴り 突然の訃報 涙が出る  佐野 嘉江 ７２歳（砺波市）

北陸中日 15 脊椎・脊髄病専門 北陸初の外来 砺波総合病院 あす開設

20 専務理事に金平氏 砺波商議所

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

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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