
　　　　　　　２０１８（平成３０）年３月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）
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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　木曜日
北日本 26 県内美術館・博物館の催し（３／１～３／７） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

26 花通信 県花総合センター　砺波市高道

27 情報かわらばん となみ野

28 仲間と集う 沃風会（砺波市 下保豊秋）

30 地元企業ＣＭ 若者にＰＲ 庄川町商工会青年部・女性部 道の駅で繰り返し放映

31 総合病院４年ぶり黒字 砺波 新年度 地域医療を支援

31 防災対策強化へ　自衛隊ＯＢ配置 １０月から「防災・危機管理専門員」として初めて配置する

31 「彩り御膳」どうぞ 総合カレッジＳＥＯ「１日レストラン」 生徒が考案・調理

31 砺波税務署長賞に佐伯さん 税に関する絵はがきコンクール

35 観光客のもてなし学ぶ 「おもてなし研修」 砺波市観光協会が企画

富山 14 地鳴り 歌の集いで「県民の歌」 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

19 すこやか育児 安念千陽さん＝砺波市太田 長女 陽彩ちゃん

25 砺波総合病院 ４年ぶり黒字見通し 地域支援病院の基準達成へ

25 患者ら一服味わう 砺波誠友病院

26 高校生がレストラン 砺波・ＳＥＯ 天ぷらや寿司調理

26 超ローカルＣＭを放映 庄川町商工会青年、女性部

27 ペタンク交流　節目の１０回 砺波、福祉作業所利用者と地元ク

28 ５月、砺波に３５０台集結 全国自動二輪大会 本社で役員ら意欲

北陸中日 21 「一日レストラン」大入り 総合カレッジ砺波本校 「彩り御膳」生徒手作り

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

 ２日　金曜日
北日本 3 「県は十分に協議を」 保育料軽減策 事前連絡遅れ 全１５市町村申し入れ

3 県２月補正箇所付け 土木８６億円 農水５５億円

3 JR城端・氷見線　除雪体制強化要望 県と沿線４市

18 読者のひろば 顔晴とリスペクト 砺波市 砂﨑猛雄 ７７歳

20 砺波の星 ラグビー指導 中学生クラブチームと練習 大学選手権９連覇 帝京大４年の西さん

20 貯金残高１７００億円達成 JAとなみ野

21 思い受け継ぐひな飾り 砺波「串懐石くりす亭」 好評受け今年も公開

21 砺波産チューリップPR 都内 切り花配布・電子看板

21 理想の看護師へ第一歩 砺波准看護学院

21 ペタンクで交流 社会福祉法人手をつなぐとなみ野砺波事業所

29 トラックに男性はねられ死亡 砺波の国道１５６号 新聞配達員 竹林信一さん（７２）

富山 1 春の嵐 富山など暴風警報　氷見２７．９メートル

2 土木は８６億２３００万円 県２月補正予算 農水は５５億５４００万円

2 城端・氷見線 除雪強化を 県と４市、ＪＲ西に要望書提出

3 県内有権者８９万８８００人 １２月から１５８２人減少

13 地鳴り 活字好きで「本中毒」かも 春川正人 ７０歳（砺波市）

13 地鳴り おひなさま思い出浮かぶ 西川良子 ６５歳（砺波市）

22 チューリップ切り花 池袋でプレゼント となみ首都圏プロモーション事業

26 スポーツ振興へ初助成 ゴールドウイン財団 ３４団体・個人に１６００万円

27 大型トラックにはねられ男性死亡 砺波の国道１５６号

北陸中日 17 スマホで簡単 企業ＰＲ動画 砺波・庄川、放映開始

26 県内強風 各地で２０メートル超 朝日町２９メートル、交通機関乱れ

27 トラックにはねられ砺波で７２歳男性死亡 砺波の国道１５６号 新聞配達員 竹林信一さん（７２）

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 配達員はねられ死亡 砺波の国道１５６号 新聞配達員 竹林信一さん（７２）

 ３日　土曜日
北日本 2 けさの人 若い世代にアピール 県彫刻家連盟の委員長に就いた 松田真治さん

2 県議会 一般質問 自殺防止の手引作成　瘧師富士夫氏（自民、砺波）

2 市町村要望 柔軟に対応 保育料無償化で知事

2 若年性認知症患者　「働く場」確保支援 ＮＰＯ法人や民間事業者などに対して必要経費を補助

25 安念さんの歌楽しむ 太田こども園園児ら１５０人

30 鮮やか ３５０点ずらり 県中央植物園 県蘭まつり始まる
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31 インフルで２校学年・学級閉鎖 庄南小１年

富山 2 社説 県は緊密な連携と配慮を 市町村が異例の要望

3 質問答弁の要旨 健康経営の普及策問う 瘧師富士夫氏(自民）

13 地鳴り 平昌五輪は感動の連続 沖田千鶴子 ７７歳 （砺波市）

13 地鳴り ７０歳になる 健康でいたい 犀川寮明 ７０歳 （砺波市）

25 園児の歌声 生き生き 砺波・太田こども園 オペラ安念さん訪問

27 大学王者の技 後輩に 帝京大・西さん 砺波高でラグビー指導

27 最高賞に松本さん 富山銀の夢作文

27 応援団旗引き継ぎ 砺波高

30 求人１．９８倍 全国３位 １月、富山労働局 ２５年７カ月ぶり水準

北陸中日 19 ひなまつりの歌 園児と元気よく 砺波で安念さん

毎日 26 ラグビー・トップリーガー 西選手が基本指導 地元・砺波の中学生に

 ４日　日曜日
北日本 29 ALTと生徒が調理交流 となみセントラルライオンズクラブ青少年育成委員会が企画

29 着物に自然美にじむ 福光美術館 山下さん個展開幕

29 トナミ運輸選手 小中学生を指導 バドミントン講習会

33 となみミュージカルキッズ 歌・踊り　元気いっぱい　オリジナル作品を上演

富山 23 親子でケーキづくり 砺波 北陸のお母ＳＵＮ応援プロジェクト

23 海外の郷土料理学ぶ 砺波・出町中 となみセントラルライオンズクラブの異文化交流会

24 花と緑に親しむ 富山でフェア始まる

北陸中日 16 小中生、ミュージカルで躍動 砺波で公演

16 外国語指導助手が中学生と料理交流 砺波 出町中学校の英会話クラブ

17 県室内テニス選手権大会 一般女子②金岡・吉田（砺波市ＴＡ・センティア）

 ５日　月曜日
北日本 6 とやまの公園 空中散歩 砺波総合運動公園（砺波市柳瀬）

7 読者写真コンクール ２月の入選作 一席 凛とした冬の美表現 「氷雪の航路」

7 読者写真コンクール ２月の入選作 最終選考進出者

17 バスケットボール 県冬季一般大会 大会結果

17 テニス 県室内選手権 大会結果

18 仲間と集う 富山トヨペット砺波営業所ＯＢ会（砺波市 黒田美紀子）

21 となみ野の郷　来客１００万人 ２０１１年４月に開店し、鮮度の良い野菜などが人気を集める

21 福祉サロンで健康増進 豊町町内会

28 追加重ね１００億円 除雪費

富山 1 ７月 富山で台湾フェア 県在住出身者が親睦団体

7 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

16 授産施設を見学 ケーキ作り体験 砺波市社会福祉協議会

16 認知症で意見交換 高岡 「ごちゃ混ぜ居場所ぶっちゃけトーク」

17 バスケ人気 砺波に広がれ 市協会がフェス 児童も参加 １５チーム熱戦

18 道の駅砺波 ７周年前に１００万人達成

19 第２６回万葉旗争奪ジュニア野球大会第１日 １０チーム ２回戦へ 大会結果

19 第９０回県実業団剣道大会（個人戦） 大会結果

北陸中日 13 「となみ野の郷」来店１００万人 ２０１１年４月のオープンから約７年で達成

読売 25 ひゅーまん２０１８ 「地域のため」貫き走る

毎日 26 創玄展 石坂さん理事長賞 入選結果

 ６日　火曜日
北日本 9 介護度改善の交付金 市町村に１９０億円

19 親子でチーズタルト作り 砺波市社会福祉協議会

19 素謡・仕舞の成果披露 砺波連合宝生会

23 １１月 砺波でねんりんピック剣道 獅子舞の「花紙」で応援 施設利用者制作開始

25 となみ政経懇話会 ３月例会 講師 国際日本文化研究センター助教 呉座勇一氏

富山 13 地鳴り 葉物野菜輸入 大幅増を知る 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

13 地鳴り コレクション参加は私の夢 松原千華 ３１歳（砺波市）

22 ねんりんピック 各地の特産、名所描き 花紙で選手歓迎 砺波 会場に掲示へ

28 災害時応援協定 ９市町村で倍増 県内 単独対応には「限界」

北陸中日 1 庄川上流域アユよ再び 漁場拡大へ放流、調査

17 １１月 ねんりんピック剣道大会 参加者迎える「花紙」づくり 砺波の福祉施設利用者ら
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 ７日　水曜日
北日本 13 県現代俳句協会賞に砺波の玄葉さん 玄葉志穂さん（砺波市）の連作「かのんの波」に決まった

24 切り花２８００本　新高岡駅飾る 県産チューリップＰＲ

27 車にはねられ女性２人重傷 砺波市永福町の県道交差点 室田義弘容疑者（４７）

富山 13 地鳴り しゅうとめの言葉かみしめ 佐野嘉江 ７３歳（砺波市）

24 富山新聞文化センター 学びの祭典 楽しく練習「上手に」 富山シティバレエ団

27 車ではね２人重傷 容疑の４７歳男逮捕 砺波 永福町の市道

北陸中日 19 ６県の蔵書 ＨＰで検索 砺波市立図書館 新システム

読売 32 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

 ８日　木曜日
北日本 10 ゆったりまったり 隣県観光列車の旅５ ＪＲ西日本（富山）「べるもんた」 砺波野の景色楽しむ

16 県内美術館・博物館の催し（３／８～３／１４） 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

22 来月から２新講座 砺波支社カルチャー教室

23 地域ぐるみの活動評価 市鳥獣被害防止対策協 北陸農政局長賞を受賞

富山 1 新年度の介護保険料 県内７市町村増額 ７市町が据え置き

22 イノシシ対策で受賞 砺波被害防止協 市長に報告

22 来月６日に人波作戦実施 砺波で交通安全会議

23 みそラーメン振る舞い交流 砺波学園で堀さん

北陸中日 18 砺波市鳥獣被害防止協 優れたイノシシ対策 北陸農政局長賞 受賞

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

 ９日　金曜日
北日本 3 観光列車 来春から運行 あいの風鉄道  内装・料理に郷土色 県議会 一般質問

3 記者席 ベテランの存在感発揮

28 交通安全標語 ３人表彰 砺波市交通安全対策会議

28 ５月に西部地区大会 砺波市パークゴルフ協会

28 中国の村の現状紹介 庄川町日中友好協講演会

29 統廃合施設絞り込み 砺波 調査へ庁内に新組織

29 橋の点検作業 新年度で完了 砺波市 市議会本会議

31 大門素麺ブランド次代へ 砺波 庄下自治振興会 空き寺活用７月に資料館

33 インフルで１施設１校学年・学級閉鎖 学年閉鎖＝砺波市中野幼稚園年長組（８、９日）

34 導入進むも温度差 ネット公開・第三者チェック・後払い制  県内 政活費不正対策

富山 3 県議会一般質問 多目的施設、新高岡に  米原蕃氏（自民）

3 記者席 「米原劇場」

25 公共施設の統廃合 砺波市 専門部会で検討 基準や条件

27 福野高瀬が優勝 第９回ロングラン親善ゲートボール大会最終日

27 １１月にチャンピオン大会 砺波市ＰＧ協会

30 県内２施設で集団インフル 砺波市中野幼稚園

北陸中日 16 公共施設の縮減 専門部会を設置 砺波市 ６月めど

17 新高岡駅３周年あすから感謝祭 北陸新幹線新高岡駅開業三周年

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 24 ギャラリーだより 水きらら・人・花展

 １０日　土曜日
北日本 24 斎藤弥九郎記念少年剣道大会 出場中学校の紹介

28 品評会最高賞にセンティア 第４２回砺波市花卉品評会の審査 「アドーレ」

29 新年度　人材バンク開設 砺波 移住希望者の就労支援

29 総合計画前期で市庁舎整備調査 市議会本会議で

33 復興応援職員１７７５人 県内は２０人

富山 30 県内外の蔵書検索 ホームページを更新 砺波、庄川図書館

30 空き家ガイド本作成 砺波市 出前講座で配布

32 センティアが最高賞 砺波で市花卉品評会

北陸中日 5 発言 小学英語より読書の時間を 春川正人 ７０ 富山県砺波市

19 「センティア」が最高賞を獲得 砺波市花卉品評会

19 「移住人材バンク」 砺波市が開設へ 新年度

 １１日　日曜日
北日本 3 県内市町村新年度予算案 ９市町 プラス編成　学校改修やインフラ投資

23 競技力向上へ新組織を設置 砺波市野球連盟総会
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23 力強くスマッシュ 卓球ＩＭＩＺＵオープン

24 合唱や合奏伸びやかに 富山音楽院の第６８回定期コンサート

25 丹精込めた東洋蘭並ぶ 県愛蘭会の第５９回東洋蘭展示大会

26 節目迎えた市民に記念樹 砺波市の「花と緑のフォーラム」

26 古里の児童に庄川挽物 鹿児島出身松村さん　卒業記念大皿贈る

27 在宅みとり支え合おう 南砺でリハビリフォーラム

27 ６部門の力作１１０点 市美術協会会員展が開幕

27 五箇山収めた入賞作品２０点 本社砺波支社で展示

29 主な国公立大・私立大の県内合格者数 東大前期現役　富山中部８人最多

32 桜井さん（城端）受章 関係者１３０人祝福 旭日双光章

33 呉羽山断層帯で大地震なら… 県内がれき１２８０万㌧

富山 1 ＥＵ登録　県産チューリップ３種 本場オランダで栽培　県、ブランド化で輸出促進

10 コント 砺波・越中之助

16 結婚、誕生に記念樹 砺波  「花と緑のフォーラム」

16 櫻井さん受章たたえ 砺波  元県瓦工事業協同組合理事長 櫻井光雄さん（南砺市北野）

17 繊細、切り絵世界 砺波で山本さん作品展

17 卒業絵皿 交流広がる 庄川挽物 砺波の松村さん 鹿児島の２校に

23 富山新聞復刊記念日特集 地域と歩み続け

30 東大２９人合格 前期入試 県内６人減 富山中部５年連続トップ

31 人口拡大へ新組織 砺波市連盟

31 ８チーム３回戦へ 第２６回万葉旗争奪ジュニア野球大会第２日

31 春の日本一へ２３３選手 全国高校選抜  県勢、２０競技に出場

32 謙信越中攻めで造成か 魚津・松倉城の平たん面  １５～１６世紀に２回

33 新高岡駅 利用者に感謝 新幹線開業３周年でフェスタ

北陸中日 16 卒業祝う庄川挽物木地 砺波の松村さん 今年も鹿児島の児童に

17 全国での活躍を表彰 とやまＪｒ．スポーツ大賞

17 新高岡駅利用 味覚で感謝 屋台など３周年フェスタ

17 在宅医療やみとり 取り組みなど学ぶ 南砺でフォーラム

朝日 33 県アンサンコン写真で振り返る きょうまで、４８００枚展示

 １２日　月曜日
北日本 17 テニス ウィンタージュニアチャンピオン大会 大会結果

17 ソフトテニス　県小学生学年別インドア大会 大会結果

18 読者のひろば 学生の目　事故を起こさない 砺波市 松本奈々（富山短大２年 ２０歳）

20 リーダー研修会の県代表に ＪＡとなみ野女性部の総会

21 躍動感あふれる和太鼓 連合演奏会 ６団体が競演

21 新年度の重点目標承認 砺波市連合婦人会

21 第８回ゆめっこ百人一首大会 大会結果

富山 9 コント 砺波・たぬき

9 月曜川柳　乱反射 川辺佐喜子（砺波）

18 開拓者の歩み紹介 県内から北海道へ  砺波・高波喜寿会

18 尾栢会長を再任 砺波市連合婦人会

19 百人一首で児童が熱戦 砺波 第８回ゆめっこ百人一首大会

19 来月１５日から定期リーグ戦 砺波地区寿野球連盟

21 ベスト１６出そろう 第２６回万葉旗争奪ジュニア野球大会第３日

読売 33 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

33 被災者の心に寄り添う 県内避難者１４０人

 １３日　火曜日
北日本 16 剣道　第９０回県実業団大会個人戦 ２月２５日、県営富山武道館 大会結果

18 少ない水で消火可能 砺波地域消防組合 最新機器の有用性確認

18 生徒４人巣立つ 総合カレッジＳＥＯ

18 優秀選手５２人たたえる 砺波市少年優秀スポーツ選手表彰式

18 食品ロス削減取り組む 砺波市連合婦人会の尾栢光江会長 抱負を語った

19 首都圏の電車で動画放映 ＪＲ東７路線 砺波産チューリップＰＲ

19 ナイター営業廃止 夢の平スキー場 赤字で見直し

19 ざっくばらん チューリップ生産のフルール社員 亀永理恵さん （砺波市・５５歳）

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小５年 林あいさん

25 県警人事 刑事部長に篠﨑氏
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26 文科大臣賞に本田さん（富山 古沢小６）ら 手紙作文コンクール 入賞者

29 えびす食中毒 きょう判決 元社長らの過失争点 東京地裁

富山 2 社説 富山産チューリップ 本場で咲かせたい極上の花

25 イノシシ２３９頭捕獲 産業建設常任委員会

25 優良表彰、喜び伝え 砺波・栴檀山公民館

25 少ない水で迅速消火 砺波地域消防本部 特殊ノズル訓練

26 ＪＲ東の７路線 車内で砺波ＣＭ 市プロモーション第３弾

26 県警人事 刑事部長に篠﨑氏

27 優秀スポーツ選手 小中生５２人たたえ 砺波市少年優秀スポーツ選手表彰式

27 県室内テニス選手権 大会結果

31 「新幹線シフト」鮮明 開業３年目 首長の首都圏出張手段

31 砺波は空路が上回る 県内首長で唯一新幹線よりも飛行機が多かった

北陸中日 16 少ない水で迅速消火 特殊噴霧ノズルの実証実験

16 県警 人事異動９２０人 第１次 第二次は三月下旬に発表

読売 34 刑事部長に篠﨑氏 県警移動９２０人 交通部長は舘谷氏

朝日 33 県警 ９２０人異動 ２６日付 春の人事異動（第１次）

毎日 26 県警第１次異動９２０人 内示 地域活動強化へ部署新設

 １４日　水曜日
北日本 1 えびす食中毒 賠償命令 フーズ社に１億６９００万円  個人責任認めず

24 高岡工芸高 島田さんデザイン 「おさかなギター」最高賞 全国公募コンテスト

24 優良公民館表彰受賞を報告 砺波市栴檀山公民館

25 手術支援ロボ 初年度使用３４件 砺波  砺波市議会民生病院委員会

29 歌謡漫談の仲八郎 砺波で２１日に公演 砺波市出身で歌謡漫談グループ「東京ボーイズ」メンバー

31 氷見の海岸に女性遺体 砺波市の女性（５５）が倒れている

31 砺波で女性はねられ重傷 砺波市上和田の県道交差点

32 えびす食中毒訴訟判決 県内遺族「納得できぬ」

33 北陸新幹線開業３年 県内６駅で聞きました 仕事に観光に“足”定着 「暮らし便利に」８割

富山 1 えびす食中毒 元社長の過失認めず  １．７億円 フーズ社に賠償命令

12 地鳴り 月忌参りで祖先に感謝  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

12 地鳴り 仰げば尊しなくなった 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

12 地鳴り 平昌五輪の感動 健康寿命に寄与  竹部誠孝 ７７歳（砺波市）

14 新幹線効果を生かし「地域力」さらに強化 知事・市町村長に聞きました  開業効果を持続へ  夏野修 砺波市長

28 ダ・ヴィンチ手術 今年度は３４症例に 砺波市 民生病院常任委員会

30 おさかなギター最高賞 高岡工芸高１年 島田さんがデザイン 全国コンテスト

31 テニス・ウインタージュニアチャンピオン大会 大会結果

31 ５月２０日に県選手権 砺波市ＰＧ協会 井上会長ら来社

31 手紙作文、年賀状 県内から２４人入賞 日本郵便コンクール

32 海外客２年連続１万人超え 庄川遊覧船 個人客取り込みが鍵 来月からシャトルバス

33 事件・事故 氷見の海岸、５０代女性死亡

33 事件・事故 砺波で８４歳はねられ重傷

35 遺族無念「司法通じず」 えびす食中毒訴訟判決 不起訴後の民事に限界

北陸中日 1 「焼肉えびす」に賠償命令 東京地裁  食中毒で１億６９００万円

18 県警 春の人事異動 １３日掲載分の続き

31 元社長過失なし「無念」 えびす食中毒判決 遺族 検察審に不服申し立てへ

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 ユッケ食中毒 元社長・元店長の責任認めず  会社には賠償命令

29 氷見の海岸に女性遺体 １３日午後１時頃

朝日 29 ユッケ訴訟判決 原告、無念さあらわ 元社長らの過失認めず 控訴しない方針

毎日 26 焼き肉店食中毒 元社長罰せられず  東京地裁判決 遺族ら悔しさ語る

 １５日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（３／１５～３／２１） 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

28 県産アユ味わって 山田商事 庄川伏流水使い管理

29 蔵書の検索 手軽に 市立図書館ＨＰ刷新

36 砺波の女性 死因は低体温症 氷見市阿尾の海岸で１３日に遺体

富山 2 社説 えびす食中毒判決 「過失なし」では浮かばれぬ
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13 地鳴り 次男が受験を終え新生活へ 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

28 造形アトリエの２０年の歩み紹介 砺波市美術館記念誌

28 初誕生 大矢隼士ちゃん 砺波市太郎丸３丁目

北陸中日 18 魚津の松倉城跡 発掘調査報告 「土坑や礎石 遺構あった」

19 大門素麺 歴史後世に 砺波・庄下自治振興会 空き家の旧寺院活用

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

 １６日　金曜日
北日本 28 新商品開発へ工場を視察 市農商工連携推進協

29 緊急メール迅速配信 砺波 Ｊアラート受信機更新

29 教員時間外勤務縮減へ業務改善 小中校長会で協議

富山 15 コント 砺波・友之

28 砺波市農商工連携推進協 食品工場を視察 新商品開発のヒントに

29 校長会に専門部会 教諭の働き方検討 総務文教常任委員会

31 総平均６０．７点 一般入試

35 庁舎襲撃「富山でも起こりうる」 不審者対応 見直し

北陸中日 17 繊細な切り絵 目を引く 砺波で山本さん作品展

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 26 ６６６５人サクラサク 県立高全日制合格発表

 １７日　土曜日
北日本 26 仲間と集う 東海大同窓会・富山支部（砺波市 坂井勇雄）

29 ＮＩＥ教育に新聞を 新聞の効果的読み方を実践 砺波高 本社出前講座

29 どうなる農業の未来 若手農家１０人市長と意見交換

29 放射性物質放出で訓練 砺波地域消防組合 線量測定 けが人救助

31 北日本民謡大賞受賞２０周年 亀ヶ谷さん（砺波）が記念ＣＤ  １７曲収録「歌い方知って」

32 山口さん（富山）優秀賞 日本篆刻展  

33 旅券不携帯疑いで中国籍の女逮捕 砺波署 １５日

富山 4 となみチューリップフェアの切手発売 日本郵便北陸支社

15 地鳴り 脳トレにはクイズ、数独  佐野嘉江 ７３歳（砺波市）

22 砺波の若手農家市長と意見交換 砺波市農業者協議会青年農業士部会による市長との意見交換会

22 砺波高の生徒がお年寄りと交流 井波・楽寿荘

23 放射性物質漏れに備え 砺波地域消防組合が訓練

24 わが家 子吉秋綺ちゃん ４カ月 砺波市となみ町

26 山口さん（富山市）が優秀賞 日本篆刻展

27 事件・事故 旅券不携帯の疑い

北陸中日 14 再読！週間ＮＥＷＳ ３月９日（金）～１５日（木） 「えびす」食中毒 賠償命令

読売 27 リアル鉛筆画 大反響 富山の古谷さん 動画再生１日で２６万回 女優やアイドルまるで写真

 １８日　日曜日
北日本 3 若手の力で農業振興 JA県青壮年組織協

3 関谷特任准教授が津波テーマに講演 富山で県防火・防災推進大会　７０周年記念特別表彰

17 決勝T目指し熱戦 チェリー杯争奪バレー

17 基本動作や今季適用ルール学ぶ 県軟式野球連盟

17 ７０組　頂点目指す 砺波市バド

22 がんばってます　富山の職場 鳥越の宿　三楽園　砺波市庄川町金屋

23 農地防災事業１０月に完工式 市土地改良区通常総代会

23 谷崎さん（高岡）最高賞 となみ野散居村フォトコン

23 １００歳おめでとう 遠藤ミツ子さん（砺波市神島）

30 ３０人が本選進出 県青少年音楽コンクール

30 名誉宮司らの就任を祝う 南砺　高瀬神社

31 天井裏から転落し男性重傷 砺波署

31 不法残留疑いで中国籍の女逮捕 砺波署

富山 16 ロビー展 津雲むつみ写真展「雨晴海岸の彩四季」 富山銀行砺波支店

17 若手メンバー拡充に努める 砺波で元気道場総会

17 百歳 遠藤ミツ子さん（砺波市深江）

18 北信越小学生バレー 第２６回北信越小学生バレーボール富山交流会第１日

19 砺波北部、決勝Ｔへ 第１１回近市町ミニバスケットボール大会第１日

20 安心安全な富山　決意 自治体消防７０周年で推進大会

21 事件・事故 不法残留容疑で中国人逮捕
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21 事件・事故 作業中に転落、男性重傷

 １９日　月曜日
北日本 19 青空の下１２７１人力走 神通川マラソン

19 新体操の華麗な演技 となみRGクラブ発表会

19 ソフトボール協会長に石黒さん 砺波市ソフトボール協会総会

19 バレーボール 第２７回チェリー杯争奪中学校女子大会 大会結果

19 ビーチボール　砺波カップ大会 大会結果

19 スキー　第７９回県選手権兼第５３回極楽坂大回転大会 大会結果

23 メンバー増員目指す となみ元気道場

28 中村さん（富山）総合優勝 日本民謡協　砺波で県連合大会

28 県青少年音楽コンクール １２人が本選進出

富山 3 平成のとやま 北陸新幹線が開業 夢の超特急に苦節５０年

3 北風抄 西部邁氏「自死」の意味

7 月曜川柳　乱反射 小倉慶子（砺波）

20 北信越小学生バレー 新庄北少女が優勝

21 全国高校選抜大会 スキー（アルペン）㉖石崎陽来

21 砺波北部が敢闘賞 第１１回近市町ミニバスケットボール大会最終日

21 新会長に石黒氏 砺波市ソフト協会

21 BIG　THUNDER　ゆっちゅ　栄冠つかむ 第１４回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会

北陸中日 13 となみ野散居村フォト 谷崎さん（高岡）大賞

 ２０日　火曜日
北日本 1 元気とやまへ「人づくり」 県が新総合計画策定

17 全国高校選抜大会（県勢分） スキー第２日 大会結果

18 読者のひろば 学生の目 ゆとり持って運転 砺波市 尾﨑希海（富山短大２年 ２０歳）

20 卒園記念 絵本作る ちゅうりっぷ保育園

21 PR電子看板 東京駅に設置 砺波市 JR東日本と協力

21 介護従事者の環境改善へ意見書 砺波 市議会 可決

21 論戦を振り返って 統廃合 向き合う必要

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小５年 竹部結衣さん

26 命名「コシノカモザクラ」 高岡古城公園の新種

27 政活費を後払い 砺波市議会 新年度から １７年度分 HP公開

27 県立高２次募集 平均倍率は１．３倍 県立高校全日制入試２次募集の出願

富山 1 県信用組合の本店新築 富山・大手町 来年１月に完成

15 地鳴り 志望校に合格 充実の３年間に 嶋村天馬 １５歳 （砺波市）

19 文芸喫茶 短歌 海潮砺波歌会２月例会

19 くらしの日記 イヌノフグリ 紫藤道子 ８３歳（砺波市狐島）

24 政務活動費 後払い 条例改正案を可決

24 新屋敷芝桜含む３件 砺波市の協働事業

25 １年間の思い出 絵本に 砺波・ちゅうりっぷ保育園 卒園の２３人制作

26 大型画面で砺波PR 東京駅、チューリップフェアに向け

26 新品種 コシノカモザクラ 高岡古城公園 １０年に発見 生みの親・加茂氏にちなみ

27 全国高校選抜大会 スキー（アルペン） 大会結果

北陸中日 16 後払い制　砺波市も 政活費、県内３議会目

読売 31 砺波も政活費後払いに ２月定例会本会議で

 ２１日　水曜日
北日本 5 富山の酒と食材発信 ５月２７日 若鶴酒造で催し

12 レシピ手帳 桜おこわ（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

15 上野サイエンスの杜から⑫ 国立科学博物館長 林良博  従来の考え 視覚で覆す

16 高校選抜スキー最終日 大会結果

18 読者のひろば 古典を学ぶ喜び  砺波市 武部幹夫（７７歳）

20 金屋石の玄関完成 ２３日オープン住宅展示場 「語る会」が見学

20 「信頼されるよう努力」 砺波市の自衛隊入隊予定者激励会

21 活気ある農業へ新基本計画承認 砺波市農業振興審議会

21 水公園に憩いスポット 庄川美術館  松村外次郎の３像移設

富山 15 地鳴り 座席を占領する高校生  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 自衛隊進む４人激励 砺波 自衛隊入隊予定者激励会

25 市農業農村基本計画案を了承 砺波で審議会
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27 省エネと伝統取り入れ 砺波・鷹栖建工 ２３日にオープン

27 きょう「ごはん」上映 泣いて笑える映画に  監督、主演女優ＰＲ

27 全国高校選抜大会 スキー（アルペン）

28 地酒と食 楽しんで ５月２７日・バッカスとやま  砺波・若鶴酒造で初開催

北陸中日 19 全国高校選抜大会 スキー最終日

18 サクラ開花情報 ＨＰに 「花と緑の銀行」 ４エリアで紹介

 ２２日　木曜日
北日本 9 北日本歌壇の集い 富山高岡合同歌会  砺波市 中井溥子

12 県内美術館・博物館の催し（３／２２～３／２８） 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

12 花通信 県花総合センター 砺波市高道

13 情報かわらばん となみ野

16 ６０人が雪上の技競う アローザ・ファイナル杯

16 弓道 段級審査会合格者 １級＝天野康輝（砺波工高）ほか

21 ウクレレ漫談地元沸かす 東京ボーイズの仲さん

21 協働事業実施３団体発表 ２０１８年度の市まちづくり協働事業

25 四季折々の表情 片岸さん（福光）写す 砺波で写真展

26 県青少年音楽コンクール 大賞に鞍馬さん（高岡南高１ピアノ）

27 県美術連合会 会長に吉川さん（洋画 砺波）

富山 20 とやま童話 絵・みやばやしともこ（砺波市）

21 富山文芸 ３月賞 歌壇 佐伯裕子選 佳作 砺波市庄川町三谷 山森和子

23 白衣で採血 模擬体験 砺波・イオンでキッズ献血

23 ロビー展 伝統工芸士清水捨造さん木彫り彫刻展 北陸銀行庄川支店

24 となみ野散居村フォト 大賞に谷崎さん

26 新会長に吉川さん 県美術連合会

27 事件・事故 交通違反の原票破った疑い

北陸中日 17 津沢中 全部門Ｖ 砺波地区柔道

19 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 29 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ２３日　金曜日
北日本 27 本番へばちさばき磨く 砺波の「越中いさみ太鼓 春蘭」 ２５日に全国ジュニア大会

27 大胆 精巧２００点一堂に 富山で障害者アート展

28 大花壇に花束デザイン 来月２０日からチューリップフェア 「花の大谷」滝で演出

28 来月末満開へ生育抑制 市財団 花壇に遮光ネット

28 色鮮やか ６メートルタワー 砺波商議所・庄川町商工会 両青年部が協力

富山 15 地鳴り 受験失敗をバネに生きる 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

15 地鳴り 北海道開拓の歴史を聞く 春川正人 ７１歳（砺波市）

25 鹿嶋さん優勝 第３６回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

26 生育抑制へ遮光ネット 来月２０日からチューリップフェア 砺波の財団 開花を調整

26 「大谷」に水のカーテン 推進協総会、インスタ映え

30 南砺 八魂一如６２ 第２章手仕事の里 井波大工① 瑞泉寺のお堂に憧れ

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２４日　土曜日
北日本 5 「ＱＢハウス」上場 県内２店舗

12 ＪＡとなみ野人事 （４月１日）

14 子育て相談窓口 一本化 砺波市人事

26 仲間と集う こども生花教室（砺波市 橋本巌）

28 独特な技法の作品並ぶ 「まりこの『わくわくアート』展」 ギャラリー・みかん堂

28 販売額７億円目指す ＪＡとなみ野たまねぎ出荷組合  出荷量は７３％増へ

29 藍原さん（東京）職人の世界へ 井波木彫刻訓練高修了式

29 １００歳おめでとう 伹田増子さん（砺波市庄川町金屋）

31 主な国公立・私立大の県内合格者 本紙調べ 富山大現役 富山東が最多３９人

33 無花粉スギで散居村守ろう 砺波市 苗木を無料配布  植栽講習会も

33 写真教室の力作 感動伝える４４点 本社砺波支社 作品展

34 チューリップ切手発売 日本郵便北陸支社 フェアをＰＲ

34 切り花配り誘客 東京駅で砺波市と県

34 防災タウンページ作製し全戸配布へ 県と発刊元が協定

富山 3 企業連携で機能強化を 県外部監査報告 職業能力開発校に
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3 県とＮＴＴタウンページが協定 防災情報 県内全戸に配布

26 砺波市人事 教委事務局長に畑氏 広域圏事務局長は田嶋氏

30 百歳 伹田増子さん（砺波市庄川町金屋）

31 オリジナル切手贈る チューリップフェア 日本郵便、砺波市に

33 無花粉スギ カイニョ守れ 砺波市、樹木９５０本を配布 花粉症対策 植栽講習も実施

33 県弓道連盟・第２１３回段級審査会 一級＝天野康輝（砺波工高）ほか

34 春の富山の魅力 東京駅でＰＲ 県がイベント

36 南砺 八魂一如６３ 第２章 手仕事の里 井波大工② 掃除できんと大工できん

北陸中日 15 北陸文芸 歌壇 柳壇 砺波市 上竹秀幸

23 子育て相談一本化 砺波市

朝日 29 高岡古城公園で発見の新種 命名「コシノカモザクラ」 園芸研究家にちなみ

29 砺波市人事 （4月１日付）

 ２５日　日曜日
北日本 10 県教委人事 校長・課長級以上 新任校長７０人

30 農家不足に展望示す 市農業者協議会総会

31 丹精込めた１５０点展示 庄川山草会

31 売り上げ目標１．５億円 JAとなみ野農産物直売所生産者協議会の総会

31 高齢者宅で防火診断 砺波消防署

31 開業２０周年祝い 多彩に「誕生祭」 砺波ロイヤルホテル

富山 22 城端線イメージ ジオラマが登場 砺波駅でにぎわい市

24 「富大難化」の声多く 県内高校 大学合格実績

25 新校長に７０人登用 県教委人事 ５４歳以下は２０人

25 TNVG 砺波北部 野村少女 上位リーグ戦進出 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第１日

25 西から東から 患者紹介の利点実感

北陸中日 16 新校長に７０人 県教委異動

読売 30 新任校長に７０人 県教委人事

朝日 29 新任校長は７０人 県教委異動

毎日 26 校長級１８３人異動 県教委

 ２６日　月曜日
北日本 9 追想ありし日 パン作りに情熱を注いだ 島田弘治さん（高岡市宮田町）

18 バドミントン　高岡ケーブルテレビ杯第２７回高岡市ジュニアオープン大会小学生の部 大会結果

20 読者のひろば ３世代同居を期待 砺波市 村中正敏（８７歳）

23 世代超え 歌声響かせ　 合唱創造となみ 初の演奏会 １８０人安念さんと「となみ野讃歌」

23 押しずし作りに夢中 本社砺波支社 親子１００人が教室

23 音楽教室発表会 カンターレピアノフォルテ

27 出町中合唱部心一つに歌声 イオンモールとなみ

28 命の重さ考える 南砺で福祉フォーラム 相模原事件テーマに

28 いさみ太鼓保存会春蘭（砺波）が特別賞 日本太鼓ジュニア大会

富山 9 コント 砺波・たぬき

9 地鳴り 自然も人間も春の陽気で活発 藤井昭通 ４５歳（砺波市）

20 女性分団員が防火呼び掛け 砺波市消防団女性第１分団とひまわり分団

21 東京で三味線修業 小町さんの壮行会 高岡城峰会

21 JAとなみ野人事 ４月１日付

22 県勢 ＴＮVGが３位 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最終日

24 ５月、砺波に４００台集結 富山ハイウェイスタークラブ 県内初 全国自動二輪交友会

24 越中いさみ太鼓保存会に特別賞 日本太鼓ジュニア

26 南砺 八魂一如６５ 第２章 手仕事の里 井波大工④ 五重塔の夢を実現

 ２７日　火曜日
北日本 24 ピカピカ遊具に歓声 砺波の太郎丸ウエストパーク　老朽化の4基更新

24 全国珠算学校連盟検定合格者 合格者

25 来店客・従業員の善意預託 スーパー「サンキュー」を展開する三喜有

30 砺波の吉川さん出品 洋画 独立春季新人選抜展

30 二塚・松田さん初入選　 日本南画院展 再入選 石田さち子（砺波）

30 学習活動の全国大会優秀者 ４２人１２団体知事に報告

32 違法残業 パナ略式起訴 砺波工場過労自殺 労務担当２人は不起訴

33 民意と歩む 議会診断　⑥立山町 なり手不足　増額要望

33 常任委の傍聴 無条件は２市だけ

9 ページ



富山 2 高岡市人事 財政健全化へ専任職　管理業務で調査係も配置

15 地鳴り 野菜の高騰 業者も大変 佐野嘉江 ７３歳（砺波市）

22 消防本部次長に石築氏 砺波地域消防組合

27 遊具を更新 子ども喜ぶ 砺波・太郎丸ウエストパーク

27 側溝をきれいに 砺波工高生徒が奉仕

28 全国大会で優秀児童生徒たたえ 県教委報告会

29 県弓道連盟・第２１３回段級審査会 審査結果

29 県内から二塚、松田さん初入選 日本南画院展

32 南砺 八魂一如６６　 第２章 手仕事の里 井波大工⑤ 「大工の鬼」仕事を愛す

32 違法残業でパナ略式起訴 砺波の工場、社員過労自殺

北陸中日 5 テーマ特集 北陸新幹線開業から３年㊤ 受け入れ態勢 加越能一体で 上野亮平 ７５ 富山県砺波市

9 今村証券 富山支店を強化 営業部門 地元出身者を増員へ

13 チューリップ切手 フェア記念で発売 日本郵便北陸支社

31 違法残業パナ略式起訴 砺波の工場、社員過労自殺

読売 35 長時間違法残業 パナを略式起訴 富山、４０代男性死亡

朝日 35 違法時間外労働 パナを略式起訴 社員２人は不起訴

 ２８日　水曜日
北日本 1 公示地価 富山市４年連続上昇 県平均は２６年連続下落

12 県内公示地価一覧 砺波市

12 富山市“独り勝ち” 県内 旧市街地・郡部は下落

14・15 県教委人事 新任教頭１０６人

28 北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇 入選作品

32 古里の魅力詰まった３３点 「第６回古民家フォト甲子園」の優秀作品パネル展

32 安全な水道 安定供給 砺波広域圏 松島浄水場が完成

32 文部科学省後援第３８２回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

32 文部科学省後援第３８３回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

33 非常時優先４６５業務 災害計画 市が選定

33 リメーク服や織物展示 「古布と糸に遊ぶ」 ギャラリーみかん堂で開催

35 障害児 幅広く支援 福野 わらび学園 新園舎完成

36 名前は「菅笠マカロン」 山本さん（砺波）名付け親

36 寺社巡り新たな発見 砺波・射水・富山 本社バスツアー

富山 4 舟橋、宇奈月で上昇 商業地 ５市１町で下落率拡大

4 砺波、射水に上昇地点 住宅地 富山は１２地点に増

15 北陸三県の公示地価 一覧表

17 地鳴り パラリンピック認知度向上した 角栄一 ６６歳（砺波市）

26・27 県教委教職員人事 新教頭に１０６人

28 東別館、庄川支所 災害時の庁舎候補 砺波市が計画策定

29 「菅笠マカロン」に決定 保存会開発の「帽子形」

30 療育支援拠点 新園舎が完成 南砺・わらび学園

30 安心、安定の水供給 松島浄水場が完成 砺波広域圏

北陸中日 20 県内公示地価 上昇地点の８割が富山市 観光客増加や再開発が影響

21 「わらび学園」新園舎完成 南砺・福野 以前の２．６倍に

読売 33 はてな？ 前回の正解「北陸新幹線」

34 県内の公示地価 一覧表

34 公示地価 新幹線効果 地域で差 富山は上昇、高岡は下落傾向

朝日 29 公示地価 県全体２６年連続下落 富山市、４年連続上昇

毎日 27 北陸３県の地価 新幹線効果は鈍化

 ２９日　木曜日
北日本 3 会長に堂故氏 県土地改良事業団体連

16 県内美術館・博物館の催し（３/２９～４/４） 砺波市美術館

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

26 伝わる獅子舞の迫力 ５月３日 大競演会ポスター完成

26 作家４人の新作展示 「新創造の会」の春風展

26 新年度予算など承認 庄川水害予防組合

27 小学校へキャップ４８キロ贈る 「国際ソロプチミストそれいゆ砺波」

富山 2 倉庫移設完了を報告 庄川水害予防組合議会
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3 保育料の軽減　全市町村前向き 導入９月前倒し要望

3 新会長に堂故氏選任 県土改連 農業農村整備へ決議

25 エコキャップ役立てて ソロプチミスト 砺波東部小に贈る

31 富山、高岡２４度 ６月並み、水遊びに歓声

北陸中日 18 新年度予算を可決 庄川水害予防組合議会

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

 ３０日　金曜日
北日本 2 来社 砺波支社　退任あいさつ

5 需要予測にＡＩ活用 北陸コカ 自販機管理の効率高める

25 春彩る花々並ぶ チューリップ四季彩館の季節展示

25 ９月に「パワー博」 砺波商議所

25 バドミントン 太陽スポーツ杯小中学生大会 大会結果

32 落下前「宇宙施設」キャッチ 愛甲さん（砺波）利賀で撮影

富山 3 本社来訪（２９日） 砺波総局 退職あいさつ

5 自販機にＡＩ導入 北陸コカ データ分析システム開発

5 決算（２９日） 減収減益に 製品事故が影響

15 地鳴り 中学卒業を機に京都へ一人旅行 嶋村天馬 １５歳 （砺波市）

15 地鳴り 玉州運勢は当てはまる 犀川寮明 ７０歳 （砺波市）

28 パワー博 ９月８、９日 砺波商工会議所 雇用マッチング強化

28 「菅笠マカロン」提案 山本さんに記念品 福岡の製作技術保存会

29 砺波のコーヒー店 地元愛好者 ジャズ演奏

30 四季彩館で「百花繚乱」 チューリップ四季彩館で季節展示

31 事件・事故 職場で携帯電話盗んだ疑い

北陸中日 13 ＡＩで自販機需要予測 北陸コカ・コーラ システム導入へ

13 製品事故で最終赤字 １２月期決算 北陸コカ・コーラボトリング

20 「焼肉たかちゃん」グランプリに輝く 砺波「ベストショップ」

20 来訪（２９日） 砺波通信局 退任あいさつ

21 砺波・豊町公園 遊具が新しく ５種、安全対策向上

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

30 砺波市人事（４月１日） 異動一覧

日本経済 38 北陸コカ、ライン新設 ペットボトル飲料 ６０億円投資

 ３１日　土曜日
北日本 2 来社 ３０日 砺波支社

3 富山米新時代 ３８ 第７部 高みを目指せ④ 生産体制 ＪＡの広域連携が鍵

5 北陸銀行人事 （４月２日）

12 県の新規採用教職員 小学校 中学校 県立学校

27 藤森さん干支色紙 家宝に 同級生 田上さん（庄川） 自宅で金箔びょうぶ公開

27 健康教室 入浴・食事付きで ゆずの郷やまぶき 健康プラザ連携 ラッピングバス送迎

27 １００歳おめでとう 窪田千鳥さん（砺波市木下）

31 発達障害の学習支援 滑川 クリニック 空き部屋提供 「Ｐｏｎｔｅ」新川初 塾を開設

31 となみんポロシャツ 新デザインお披露目  ねんりんピック仕様も 砺波市観光協

34 ４６道府県で人口減 ２０４５年推計  ６５歳以上３割超

35 パナに罰金命令 砺波工場過労自殺

富山 2 有効求人１．９９倍に 富山労働局 ２月の県内、全国４位

3 本社来訪（３０日） 砺波総局

16 人事 北陸銀行（４月２日）

20 ４月イベント一覧 １日 砺波市グラウンドゴルフ協会 第９回新春大会 ほか

21 イベント ２０１８となみチューリップフェア

32 高齢者の健康増進へ ラッピングバス運行  砺波・ゆずの郷やまぶき

32 国際大生が考案 周辺マップ届く 道の駅砺波

33 ねんりんピック応援仕様も となみんポロ 予約受け付け

33 百歳 窪田千鳥さん（砺波市木下）

34 教育の道第一歩  新採２９６人に辞令 県教委が交付式  新採教員の皆さん

39 パナ工場の違法残業 罰金３０万円略式命令 砺波簡裁

北陸中日 3 富山県は０．２％増 平均１１万８０００円

5 発言 「一向」一揆のナゾ解け爽快  貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

14 北陸の人事 北陸銀行
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19 ３０２人 初心 胸に 新教職員に辞令

19 バス利用でサービス券 庄川遊覧船

読売 27 県人口 ４５年に８１万人 厚労省推計  ２５万人減 高齢者４割に

朝日 28 ２０４５年県人口 ８１万７０００人 社会保障・人口研推計  １５年比２３．３％減

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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