
　　　　　　　２０１６年（平成２８）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　火曜日
北日本 22 バスケットボール　冬季一般男女選手権 大会結果

27 豪華ひな人形７２年ぶり披露 砺波　料亭・くりす亭 地元園児招く

27 「地域おこし隊員」新たに１人採用 砺波市新年度から

27 市の観光新パンフレット完成 砺波　チューリップフェア／庄川観光祭…

27 市に車いす寄付 南砺　ＬＣ国際協会

28 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年　小西美羽さん

31 優秀安全運転７７事業所表彰 県警

32 最優秀賞に竹内さん（速星中２） 県庁前花時計デザイン

32 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市７組

富山 2 花時計デザイン竹内さん最優秀賞 県庁前公園

21 新小学１年生、夢記す イオンモールとなみ

21 砺波・出町小 伐採の旧校舎タブノキ ６年生、卒業式で配布へ

21 ２ＬＣが南砺市に車いす３台を寄贈 となみセントラル、砺波

21 基本方針案で意見 砺波・まちづくり委

23 観光パンフ携帯便利に 砺波市 冊子タイプに変更

毎日 24 創玄展・理事長賞に江幡さん（魚津）山田さん（富山） 東京・３日開幕

　　２日　水曜日
北日本 12 くらし川柳　糸せい子選（氷見市） 砺波市　森清泰範

12 今日の一品 調理指導・紹介 砺波ロイヤルホテル調理部係長和食担当・玄充志

13 渤海 ６人が短編発表

18 機能別団員に石田・今藤さん 砺波市消防団

18 充実した食生活支援 砺波　市食育推進計画素案

19 砺波・総合カレッジＳＥＯ 調理科で高卒資格取得　新年度星槎国際高と連携

19 小中学生１０８人表彰 砺波　市少年優秀スポーツ選手

22 花のまち砺波首都圏でＰＲ ＪＲ東と連携

23 ７施設が休園や学年・学級閉鎖 インフルエンザとみられる集団感染　休園＝砺波市般若幼稚園

24 ３月なのに本格積雪 伏木で１４㌢

25 高岡市成人式運営妨害疑い ５人を書類送検

富山 21 機能別団員で２人入団 砺波市消防団

22 チューリップフェア誘客へ市 都内の電車で砺波ＰＲ

23 小中学生１０８人表彰 砺波・少年スポーツ選手

23 県柔道連盟昇段審査会合格者 合格者一覧

23 叙位叙勲（１日） 従六位瑞宝双光章　元砺波市立庄川小学校長紫藤彰子氏（６６）

25 元税務職員に懲役１年求刑 地裁高岡支部公判

26 県内７施設で集団インフル 砺波市般若幼稚園で休園

27 成人式妨害 男５人書類送検

北陸中日 17 ５小と１幼稚園学級・学年閉鎖 県、インフルで

27 新成人５人書類送検 高岡署、式典妨害疑い

朝日 27 成人式妨害容疑で書類送検 高岡署が１９～２０歳の５人

毎日 24 事件・事故 高岡の成人式妨害の疑いで５人を書類送検

　　３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

16 花通信 県花総合センターのセロジネ・ムーレアナなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

20 わが家のアイドル 杉木澪奈（すぎき　みおな）ちゃん　１歳　砺波市鍋島

22 ラーメン召し上がれ 砺波　砺波市福山の福祉型障害児入所施設・砺波学園の子どもたちに

22 児童が高架橋工事見学 砺波　庄東小学校５年生４０人が

23 市町村議会　砺波市 上水道でマイクロ発電　新年度末までに稼働

29 覚せい剤使用疑いで富山の男逮捕 砺波市内の飲食店駐車場に止めた自分の車の中で

富山 3 １１６２人減の８８万６６１２人 県内の選挙人名簿登録者

27 市町村議会（２日）　砺波市 高齢者向け給付金３万円　県内最初の支給へ

27 バイパス工事現場見学 砺波・庄東小５年 工作や乗車体験

27 やなぜ苑に車両寄贈 日本財団から９人乗りワゴン車１台

27 砺波で食育推進会議 １日、市役所で

29 ９日から長野でアルペン種目 全国高校選抜スキー

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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31 全国自治体アンケート 県内は１２市町村

32 覚せい剤使用疑いで男逮捕 富山中央署

北陸中日 16 選挙人名簿８８万６６１２人に 県選管、２日現在

16 ファイル１１０番 覚せい剤使用の疑い

17 「となみ創生」の着実な実行決意 砺波市議会で市長

17 今年も恩返し熱々ラーメン 県立砺波学園 高岡の堀さん調理

17 庄東小５年生が工事現場を見学 砺波東バイパス

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

朝日 27 ニュース短信 砺波市議会が開会

　　４日　金曜日
北日本 22 読者のひろば 無事故で免許返納　　　　砺波市　高倉　光代（公務員　58歳）

24 22人第一歩踏み出す 砺波准看護学院

25 21日「恋なび」参加者募る 手品楽しみ出会い出会い探そう

25 雪あかり祭り写真コンテスト 富士カラー賞   小幡勝義（砺波）

25 春彩る芸能の集い ６日「となみ野芸術祭」

31 暖冬の影響か 砺波でクマ目撃 砺波市宮森新の県道

31 インフルエンザで５施設が学年・学級閉鎖 砺波市北部幼稚園年少組

富山 21 砺波・安川営農組合／ニンジン「甘みが好評」 雪下野菜の収穫最盛期

21 水道工事の事故防止学ぶ 砺波広域水道工事業協議会の技術研修会

21 高瀬クＶ 第７回ロングラン親善ゲートボール大会最終日

21 南砺ふくみつ雪あかり祭り写真 フジカラー賞    小幡勝義（砺波）

23 地域社会　新たな道へ一歩 砺波准看護学院

25 地鳴り 長年たつと問題生じる　　　　犀川　寮明　68歳（砺波市）

25 〃 雪残る中にフキノトウ         浦 外喜夫  66歳（砺波市）

26 県内５施設、集団インフル 砺波市北部幼稚園

北陸中日 16 インフル患者数今季初めて微減 学級閉鎖　砺波市北部幼稚園年少組

17 臨床現場へ22人が門出 砺波准看護学院で卒業式

毎日 24 ギャラリーだより 第12回砺波市美術協会会員展・安城文化協会交流展

北陸経済 35 缶コーヒー支出 富山県が首位 14年の消費実態調査

　　５日　土曜日
北日本 17 エッセー　Ｙｕｒｕ×Ｙａｗａ　鼻毛の森 お題 出会いと別れ

24 読者のひろば 数年でひと昔に　砺波市　犀川啓子（主婦　７４歳）

26 特養ホームに福祉車両贈る 砺波　日本財団

27 人形・音楽で非日常世界 あす砺波 広田さん（射水）ら公演

32 鮮やか４５９点咲きそろう 県中央植物園 県蘭まつり開幕

32 記者ぶろぐ 愛される「市の花」

34 虫たちもひょっこり きょう啓蟄

34 砺波の住宅に空き巣疑いで男再逮捕 岐阜県警

富山 22 水曜は家庭学習の日 砺波・出町小終業時刻３０分繰り上げ

23 消防団員特典で確保 氷見市と域内消費拡大協

23 春の高校日本一へ 県勢２２競技に２４１選手

25 事件・事故 砺波で空き巣疑い、男再逮捕

北陸中日 16 県庁前公園に「スーパーカミオカンデ」 ノーベル賞祝う花壇植栽へ

28 砺波で空き巣疑い再逮捕 岐阜県警

読売 29 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

29 〃 俳句　砺波市　西能さとみ

29 〃 海潮砺波歌会

　　６日　日曜日
北日本 17 利用１万人目に記念品 砺波市パークゴルフ協会 

23 古里の子に庄川挽物 砺波の松村さん 鹿児島の小学校へ 卒業記念絵皿贈る

23 愛知・安城と創作交流 砺波市美術協会会員展開幕

23 まちづくりへ意見発表 砺波　となみ宅建懇話会

23 ざっくばらん 射水署太閤山交番所長　末永正志さん（砺波市・６０歳）

23 庄川小50年 希望新た 児童や住民ら500人 節目祝う

28 となみミュージカルキッズ 歌って踊って祝１０周年

31 男性はねられ死亡 庄川の国道

富山 24 庄川小の歴史未来へ 創校５０周年式典　砺波で５００人 記念歌を初披露

24 ロビー展 パステル画　遊の会作品展　北陸銀行庄川支店

25 母校の卒業生夢を絵皿に 鹿児島出身 砺波の松村さん寄贈
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25 １１月にグラウンドＣ大会 砺波市パークゴルフ協が総会

29 地鳴り 久しぶりに尼講に参加　埜村信子　６９歳（砺波市）

31 砺波で７０歳はねられ死亡 ５日午後７時２０分ごろ、砺波市庄川町示野の国道１５６号で

北陸中日 29 軽にはねられ砺波の男性死亡 国道１５６号

読売 33 ７０歳はねられ死亡 ５日午後７時２０分頃、砺波市庄川町示野の国道１５６号で

　　７日　月曜日
北日本 1 全自治体調査 県内１０市町村も低減要望

15 県内球界さらに発展を 県軟式野球連盟７０周年記念式典　功労者ら表彰

15 スキー　Ｂ級公認検定員、準指導員検定会 合格者一覧

20 読者のひろば 楽しい温水プール　砺波市　村中正敏（無職　８５歳）

20 仲間と集う ＪＡ南般若青壮年部（砺波市　高畑弘樹）

23 情感込め謡曲披露 南砺  砺波連合宝生会

23 ミニバスケットボール　南砺市交歓大会 大会結果

富山 15 砺波連合宝生会が大会 春季謡曲大会

15 選手のけが、対処法学ぶ 砺波総合病院整形外科部長の金澤芳光氏が講演

17 淩雲館村雲道場Ａが準優勝 第３１回北陸三県少年剣道錬成大会

17 チューリップテレビ杯第３９回平大回転スキー大会 大会結果

19 創立７０周年を祝う 県軟式野球連盟が式典

19 デスク日誌 楽しみながら健康増進

19 範淨文雄・真了 〝御堂こわしの御坊さま〟

21 月曜川柳 荒山誠一（砺波）

毎日 26 事件・事故 砺波で車にはねられ高齢男性死亡

　　８日　火曜日
北日本 18 わが家のアイドル 高倉葵（たかくら　あおい）ちゃん ３歳　砺波市林

21 ネットで市税納付ＯＫ 砺波　来月から

21 市美術館が年間１０万人 砺波　高岡・八塚さんに記念品

21 デジカメ編集ソフト分かりやす～く教えます ２２日 本紙砺波支社で講座

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年 岡涼馬君、井上実奈さん

26 チューリップ企画展楽しんで １０日 四季彩館一新

富山 19 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会２月句会

22 砺波市パークゴルフ協会役員が意欲語る 本社砺波総局訪れ

23 今年度入場１０万人八塚さんに記念品 砺波市美術館

25 高波Ａが優勝 第６回県カローリング交流大会

25 山下（南砺平）の奮闘に期待 あすからＪｒ．五輪スキー

25 １０日から新装、企画展 砺波市チューリップ四季彩館

25 高岡ジュニア優勝 第２７回北信越小学生バドミントン大会

25 富山新聞文化センター学びの祭典　① キッズダンス（となみ・ラモーダ）

北陸中日 13 砺波の四季彩館が１０日から営業ＰＲ 本紙富山支局

16 砺波の魅力コンパクトに 新観光パンフレット作製

17 氷見市が女性議会開催 来年１月 希望者５月から募る

17 砺波市美術館が年間入場１０万人 高岡・八塚さんに記念品

読売 32 砺波市美術館１０万人超 ２０１５年度入館者　 「岩合光昭写真展ねこ」盛況

32 四季彩館の改装終えチューリップ展ＰＲ １０日から

朝日 33 チューリップ四季彩館２０周年 砺波　「春を呼ぶ」３万本

毎日 26 砺波で１０日からチューリップ展 会場に２万本

　　９日　水曜日
北日本 18 砺波・チューリップ四季彩館あすリニューアルオープン 花の魅力楽しく発信

24 入り口はバリアフリー 砺波　市スポーツ推進審議会　新体育センターで検討

24 会長に太田さん 砺波　市バスケ協会

24 ロビー展 県信用組合出町支店

25 地域美化へ清掃 三喜有社員ら３市で

25 ざっくばらん 庄川挽物木地伝統工芸士　但田宅治さん（砺波市・８６歳）

29 砺波チューリップ四季彩館 あす新装オープン　住民招き内見会

29 ６８５８人難関に挑む 県立高一般入試始まる

29 ８施設が学年・学級閉鎖 学年閉鎖＝砺波市東野尻幼稚園年長組、出町幼稚園年長組

30 ひき逃げ容疑の県職員処分保留で釈放 富山地検高岡支部

富山 25 砺波の宮林さんパステルアート 氷見市立図書館

25 冷暖房設置求める 砺波・スポーツ推進審

26 来月から市税納付クレジット可能に 砺波市
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26 砺波・四季彩館 チューリップ「宮殿」で歓迎

27 県立高一般入試始まる ６８５８人試練の春

29 地鳴り 金沢の奥座敷また来よう　犀川寮明　６８歳（砺波市）

29 〃 歯の大切さがよく分かった　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

29 〃   イラスト 春薫   藤田美恵子 （砺波市）

30 県内８施設で集団インフル 砺波市　出町幼稚園、東野尻幼稚園

北陸中日 5 テーマ特集　春の足音　上 大相撲幕内へ頑張れ石橋！！ 　上野亮平　７３　富山県砺波市

17 刷新 砺波・チューリップ四季彩館

読売 34 親から子へ　子から孫へ　伝えるおひなさま 土江田玲子（砺波市）

朝日 31 チューリップの「万華鏡」空間 リニューアル四季彩館、報道陣に公開

毎日 26 県立高全日制一般入試 ６８５８人緊張の受験

26 とことんチューリップ 砺波・四季彩館新装あすオープン

　１０日　木曜日
北日本 3 農水省の「日本農業遺産」 散居村の申請検討

3 県議会一般質問 瘧師富士夫氏（自民・砺波）

3 県総合体育センター五輪合宿候補地に 大会組織委に申請

20 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

20 花通信 県花総合センターのハゴロモジャスミンなど　砺波市高道

21 情報かわらばん となみ野

29 早い時期に２地区で認定こども園設立 砺波　市長が講演で示す

29 橋本選手が市長に国体スキー３位報告 砺波

富山 3 質問答弁の要旨 瘧師富士夫氏　ネット栽培、新年度は

3 砺波平野の申請 知事「見極めたい」 日本農業遺産への砺波平野の散居村の認定申請

31 ペタンクで交流の輪 砺波　作業所利用者と油田クラブ

31 砺波・庄川図書館、あすから １３年発行の雑誌　１冊１０円で販売

33 国体スキー３位を報告 砺波出身・橋本選手

北陸中日 22 地酒王国・とやま　杜氏ものがたり　⑤ 若鶴酒造（砺波市）

22 総合体育センターで五輪合宿 県、組織委に申請

23 庄川挽物木地絵皿贈り１６年 九州の母校へ砺波から祝卒業

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

朝日 30 ベルマークだより ２月の運動

　１１日　金曜日
北日本 24 高校選抜スキー 女子大回転　37　村上実紅（砺波工）１分５９秒８９

24 全国高校選抜大会　がんばれ県勢　＜上＞ 卓球、スキー

28 特殊詐欺防ぎ感謝状 砺波署

29 市町村議会　砺波 富山駐屯地進入路増設へ

29 〃 チューリップ球根輸出目指し台湾で消費者調査

29 出来たての中華振る舞う 高岡　県中華料理生活衛生同業組合（鍋澤俊夫理事長）

29 風景や人物写真を紹介 砺波　写真展「川堰あけみの世界」

33 最優秀賞に廣瀬さん（富山） とやま緑化推進標語　

34 砺波・チューリップ四季彩館新装 フェアの歴史振り返る

35 本紙進路調査 東大は富山中部最多１０人

富山 34 市町村議会　（１０日）　砺波市 球根の輸出へ台湾市場調査

36 限定ラベルの酒セット 小売酒販組合と若鶴酒造発売

37 春を呼ぶチューリップ展開幕 ４０品種２万本出迎え

37 高慶の２２位が最高 第２８回全国高校選抜スキー大会

39 富山新聞社調べ 東大２９人合格　前期入試県内１５人減

39 地鳴り 婦人会尼講満足な一日　小倉慶子　７１歳（砺波市）

41 少年１人を家裁送致 成人式事件で地検高岡支部

北陸中日 19 咲き誇る春 砺波の四季彩館リニューアル

読売 31 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

32 四季彩館新装オープン 円柱形タワーにチューリップ

33 砺波市が補正予算案 チューリップ販路拡大へ

　１２日　土曜日
北日本 21 第29回斎藤弥九郎顕彰碑建立記念少年剣道大会 中学生の部男子　出町 庄西 庄川他

22 全日本ジュニアスキー 高校選抜スキー 女子大回転㉛村上実紅

富山・北陸中日 25 県警人事 新任署長　黒部、滑川、上市、富山北、富山南、射水、砺波

29 市町村議会　砺波 イノシシ捕獲数5.6倍電気柵など効果

29 〃 空き家・公民館で認知症カフェ開設
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29 「散居村」「散村」どちらで表現？ 市長と川辺氏〝熱戦〟

29 「金屋石」仏像に匠の技 となみ散居村ミュージアムの企画展

29 進路参考に企業見学 砺波工業高生

29 味わい深い墨彩画 砺波 名取川さん個展

36 日本篆刻展 会員出品　河原孤舟（砺波）

36 代表に斉藤さん となみ元気道場

37 署名１万2500人分追加提出 えびす食中毒 遺族ら起訴求め

39 助成金2903万円不正受給 砺波の会社

富山 3 雇用調整助成金 2903万円を不正受給 砺波・日本電子応用

21 北陸新幹線開業１年　県内の首長に聞きました 広域的な連携を進める　　夏野 砺波市長

24 〃　　　　　　　　　　　県民に聞きました 水上 博子さん ＤＯＮファミリーリサイクルストア代表（砺波市）

24 〃　　　　　　　　　　　県民に聞きました 藤井 徹さん 自営業（砺波市） 

25 〃　　　　　　　　　　　県民に聞きました 末永 忠宏さん 砺波市美術館学芸員（砺波市）

25 〃　　　　　　　　　　　県民に聞きました 高田　大さん 旅館業（砺波市）

40 市内の事業所を見学 砺波工高２年生

40 市町村議会（11日）　砺波市 認知症カフェに専門医

40 ７月「地球のステージ」　砺波で実行委発足 「よぶ会」代表　井上徹彦氏＝砺波市五郎丸

40 新代表に斉藤さん となみ元気道場

41 ネットの利用法に理解 砺波高生、危険性学ぶ

42 日本篆刻展 会員出品　河原孤舟（砺波市）

43 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ選手権兼全日本中学生選抜大会 全日本ｼﾞｭﾆｱ　距離クラシカル 男子10ｷﾛ　杉本柊（砺波工高）

43 第28回全国高校選抜スキー大会（アルペン種目）第３日 大回転第２戦 女子 ㉛村上実紅

46 署名１万2500人分提出 えびす食中毒 遺族ら起訴求め

北陸中日 17 相馬地域の歩み学ぶ 高岡 真宗本願寺派が追悼法要                                （毎日26pに同記事あり）

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 〃 砺波市      林田禮子

29 〃　　　　　　　　俳句　　長沼三津夫選 砺波市　　　西能さとみ

朝日 33 新たに１万2500人 地検に署名提出 ユッケ食中毒遺族

　１３日　日曜日
北日本 20 ９月に北信越小学生大会 砺波市ソフトボール協会

20 会長に大石さん 砺波市野球連盟

25 散居村・夜高まつり写真データを寄贈 砺波　市ゆかりの青木さん

25 建築家の家づくりパネル・模型で紹介 砺波　本社砺波支社

25 散居村の伝統家屋見学 県建築士会歴史的建造物委員会

富山 24 水本さんの石像紹介 となみ散居村ミュージアム

24 砺波の風景画像寄付 大阪の青木さん

25 高波Ｂ優勝 第１７回砺波市カローリングクラブ大会

25 新会長に大石氏 砺波市野球連盟

25 井上会長を再任 砺波市ソフトボール協

26 学びの成果はつらつと カルチャー祭り高岡で開幕

26 若アユ香りよく柔らか 今季の営業開始　砺波の専門店

27 万葉旗争奪ジュニア野球が開幕 庄川 城端 道下 宮田 ２回戦へ

27 グラウジーズリーグ 選抜メンバー練習　砺波市栴檀野体育館

27 第２８回全国高校選抜スキー大会 回転　女子　35　村上実紅（砺波工）２分１２秒３１

29 地鳴り フィリピンを訪れて思う　河合泰　８２歳（砺波市）

北陸中日 21 砺波郵便局の３人に感謝状 被害防ぎ、砺波署

　１４日　月曜日
北日本 1 天地人 チューリップ四季彩館（砺波市）

15 中学男子奥田が優勝 氷見・斎藤弥九郎剣道

25 ドラマ衣装の着物華やか 砺波　出町子供歌舞伎曳山会館

25 プロの技小学生に伝授 南砺　雷鳥軍団の吉岡監督指導

25 環境テーマに研修会 砺波市連合婦人会

25 幅広い世代が熱戦 砺波　フレッシュテニスの砺波オープン大会

富山 17 全国少年柔道大会県大会 県営武道館Ａ３連覇

19 不法投棄のごみ井波の道で収集 南砺・閑乗寺そよ風の会

19 ひろしです、バンドリーＶ 第１２回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会

19 ＯＧも活動参加へ 砺波市連合婦人会

19 スポーツ推進委員エアボール楽しむ 砺波で研修会

19 若い親へ支援強化推進 砺波市母子寡婦福祉連合会
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25 ロビー展 木村恭子さん陶芸展   富山銀行庄川支店

25 地鳴り  コント 砺波・潤之助

読売 25 七尾湾の自然走り抜ける 能登和倉マラソンに６４０９人

　１５日　火曜日
北日本 18 古代米赤飯で卒業祝う 砺波　砺波北部小 寄贈の柏さん囲み会食

19 市町村議会　砺波 スーパーヴァローレ市が軽トラ費助成

19 〃 大型店開業で市街地商店 ４割「売り上げ減」

19 陸自入隊の２人を激励 砺波

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小５年　山森陽介君、水上亮暉君、小西陽菜さん

25 インフルで３施設が学年閉鎖 砺波市庄東小２年（１５、１６日）

26 ２２人謝礼受け取る 教科書閲覧県教委発表 採択に影響なし

富山 19 文芸喫茶 海潮砺波歌会２月例会

23 新入自衛隊員を激励 砺波で２人

23 古代米赤飯で卒業卒園祝う 砺波の給食

23 市町村議会（１４日）　砺波市 大型店出店で中小店売り上げ減が４割

27 地鳴り なかなか良い仕事はない　角栄一　６４歳（砺波市）

28 ３施設で集団インフル 砺波市庄東小

北陸中日 16 ２小学校と１幼稚園インフルで学年閉鎖 砺波市庄東小二年

読売 31 教科書選定２２人に謝礼金 県教委「採択に影響なし」 教員処分も検討

朝日 31 検定中教科書の閲覧問題 教員ら延べ２２人に謝礼

毎日 24 教科書閲覧 県内から教職員２７人　２２人が謝礼受け取り

　１６日　水曜日
北日本 11 今日の一品 調理指導・紹介 砺波ロイヤルホテル調理部中華担当・茂住亮次

13 北日本俳壇の集い 佳作　二俣れい子

19 交通安全標語３人表彰 砺波　砺波市交通安全対策会議

富山 21 来月６日に人波作戦 砺波・交通安全対策会議

　１７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オクナ・セルラタなど　砺波市高道

　 18 王者の風格 キングプロテア　砺波市の県花総合センター

19 情報かわらばん となみ野

25 市町村議会　砺波市 高齢者ボランティアに交付金　老人福祉施設などの活動

　 25 〃 人口６％の２９５２人が申請　個人番号カード

29 電動車いすや福祉車両贈る 北日本放送

29 職人技の将来語る 県建築士会がシンポ

30 砺波・チューリップ四季彩館 日台友好の紅梅人気　交流推進へ昨春植樹

30 県立高校全日制２次募集実施校・学科（募集人員） 砺波・普通（２人）

33 救急車ＩＣ素通り到着遅れ 南砺消防署転院搬送 隊員不注意で１１分

富山 29 市町村議会（１６日）　砺波市 砺波市・７月から　奉仕活動に換金ポイント

29 〃 個人番号カード返戻1040通

29 一人暮らし高齢者に手作り弁当届ける 砺波・出町

30 県内３団体１人に福祉車や機器贈る ２４時間テレビ募金で　福祉サポート車 宿泊型自立訓練事業所あすみる（砺波市）

32 総平均６３．３点 県立高一般入試問題

33 地鳴り 広い道路増え歩行者は大変　西川良子　６３歳（砺波市）

33 〃 砺波の方言について学ぶ  松本健治  74歳（高岡市）

北陸中日 6 平和の俳句 砺波市　藤井健治

16 高速道で降り間違え患者搬送１１分遅れる 砺波地域消防組合

17 武田さん（砺波）最優秀賞 高岡　銅像と写す写真コンテスト

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

読売 35 がんばった育英センター塾生　よろこびの声 砺波高校（普通科）合格　芳里紗弥さん（出町中学校）

毎日 24 「１５の春」に歓喜 県立高全日制７０６１人が合格

　１８日　金曜日
北日本 20 仲間と集う 東海大同窓会富山支部　　　　（砺波市　　坂井勇雄）

22 アクセサリーを紹介 砺波　和カフェCha萃

23 仁王様 お帰りなさい 砺波・千光寺　修復終え山門に

23 砺波　市町村議会 城端・氷見線直通化で調査

29 県の人口 １７年連続減１０６万４００９人 富山、黒部、射水、砺波の４市は社会増

29 砺波の山林で枯れ草など焼く 砺波市東別所

富山 2 10年後378病床必要に 砺波調整会議が推計
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25 出町遺産　受け継いで 砺波・出町小６年生

25 市町村議会（17日）　　砺波市 待機児童は０人

25 砺波市、７社指名停止 NIPPO、前田道路他

27 初誕生 舘　ひまりちゃん　　砺波市鍋島

27 ゴルフコンペ 砺波ロイヤル　弥生オープン

27 市文化財の山門に安置 砺波・千光寺 仁王像の修復完了

29 地鳴り まだ冬から卒業できない　　　藤井　昭通　43歳（砺波市・会社員）

29 〃 コント　　　（砺波・たぬき）

北陸中日 19 仁王像　３年半ぶり帰郷 砺波・千光寺 あ・うん２体

読売 31 不妊治療助成「43歳以上も」 ８市町 年齢制限なし継続

　１９日　土曜日
北日本 3 地域おこし隊２６２５人１．７倍に 県内は７市町２２人

3 国の責任でＴＰＰ対策を 県土改連総会決議

19 ８人が小説や詩発表 「素粒」１３号が刊行

26 平和への願い作品に 富山　「２０１６年 平和美術展」

28 最高賞に田中さん 砺波　第１６回となみ野散居村フォトコンテストの審査結果

28 出町さん最優秀 「城端線・氷見線フォトコンテスト」の審査結果

28 常設展好評で企画展を延長 砺波　チューリップ四季彩館

29 砺波・ジュニアグループ「越中いさみ太鼓 春蘭」 あす大分  県代表で出場

34 砺波医療圏の必要病床数 ２０２５年に３１３床減

35 県立高全日制入試２次募集に２７９人 砺波・普通９人（２人）

37 元少年らに猶予判決 砺波・男子高校生傷害

富山 3 県分は１９億８３００万円 ３月の特別交付税

25 １団体と８人たたえ 砺波市体協、功労者表彰

26 田中さん最高賞 となみ野散居村フォト

26 最優秀賞は出町さん 城端線・氷見線フォト

28 県内８市町村の小学校 「未来に羽ばたきます」

28 １５校１８学科 平均２．２７倍 県立高２次選抜出願締め切り

北陸中日 19 チューリップ展まだまだ見られる！ 砺波、１２日間延長

読売 31 よみうり文芸 短歌　砺波市　前田美智子

　 31 〃 俳句　砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ、林田英伸

33 砺波少年暴行事件２被告に有罪判決 地裁高岡支部

朝日 28 １１０・１１９ 集団暴行事件で元少年らに有罪判決

　２０日　日曜日
北日本 20 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）

23 砺波地域消防組合福野出張所 閉所式

23 素朴な世界観の木版画 砺波市柳瀬の版画家、水上悦子さん

23 スポーツ１団体８人表彰 砺波市体育協会

23 事業計画など11議案承認 砺波市土地改良区

富山 24 中村Ｂ優勝 油田カローリングクラブ大会

24 ものづくり「面白い」 親子でプログラミング　となみ散居村ミュージアム

24 親子で木の置物制作 砺波でクラフト体験

25 無差別で野田さんＶ 高波碁遊会　第40回富山新聞社杯高波囲碁大会

28 東京、横浜駅でＰＲ 砺波市、来月チューリップフェア

　２１日　月曜日
北日本 20 神通川マラソン 県内外１３００人声援励みに

22 仲間と集う レモン会（砺波市　砂田美和子）

24 かれんな雪割草きょうから展示 砺波　庄川ふれあいプラザ

25 県内の景観「大きな財産」 高岡 高岡市福岡地域の「菅笠（すげがさ）展覧会・コンテスト」

25 チューリップ「初桜」最高賞 砺波市花卉品評会

25 べるもんた乗客のぼり旗で歓迎 砺波　市観光協会

25 音楽に乗せ華麗な演技 砺波　新体操・となみＲＧクラブ

27 砺波で民謡民舞県連合大会 各部門で５００人が競う

28 県美術連合会 会長に工芸・山本さん（富山）

28 ９人本選進出 県青少年音楽コンクール

28 チューリップフェアにどうぞ 砺波市 首都圏でＰＲ

富山 15 県勢１０チーム進撃 第２４回北信越小学生バレーボール富山交流大会第１日

16 防火へ地域一丸 砺波

17 絵皿のお礼届く 庄川挽物木地寄贈の松村さん
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17 男子 河原さん　女子 斉藤さんＶ 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第７回新春大会

17 ロビー展 藤井艶子さん「春の立山写真展」

18 砺波市長賞にフルール 花卉品評会　３部門に４２点

18 城端線で砺波に来て べるもんた歓迎セレモニー

18 ＷｏｒｋｅｒｓＡ制す 第３回県卓球バレー大会

19 砺波寿野球来月１０日開幕 ９月２５日まで、８チームが総当たりの２８試合を行う

20 新会長に山本さん 県美術連合会総会

21 地鳴り 福井のバスツアー楽しく　小倉慶子　７１歳（砺波市）

北陸中日 13 医療現場の思いを発表 金沢で砺波の女性ら

13 砺波地区柔道で津沢中が団体Ｖ 第４５回砺波地区柔道津沢大会

15～18 百万石の風感じて 第３１回金沢ロードレース　各部門の完走者全記録

　２２日　火曜日
北日本 19 千光寺で開眼法要 砺波　２体一対修復終えた仁王像

19 緑化推進の２１人表彰 砺波　花と緑のフォーラム

19 日本代表の２人激励 砺波　小学生女子ソフト豪で国際親善試合

24 県青少年音楽コンクール 高木さん（高岡商高３クラリネット）大賞

24 ８月 富山で県大会 北日本民舞連総会 中野理事長再任

富山 17 丹精した花卉４２点並ぶ 砺波で展示即売

17 折り鶴体験や物品販売 砺波駅でにぎわい市

17 来月１日開業へ見学会 住宅型有料老人ホーム 砺波・高波「いなほの里」

17 「砺波版」一休さん笑み広げ 北部苑でお年寄りに上演

18 砺波の女子児童ソフト 藤澤、山森選手日本代表に

18 ベスト８出そろう 第２４回万葉旗争奪ジュニア野球大会第４日

21 地鳴り 真田昌幸の生涯を思う　犀川寮明　６８歳（砺波市）

21 〃 足湯に入り心もポカポカ　石川祐惠　６８歳（砺波市）

北陸中日 16 県人口自然減最多５１６４人 昨年調査 高齢者割合３割超す

17 砺波・ダイヤモンドキッズ 藤沢さん、山森さん 女子小学生ソフト日本代表に選出

　２３日　水曜日
北日本 1 宇奈月温泉初の地価上昇 新幹線効果 富山市は２年連続

12 県内二極化進む 県内地価公示市町村別変動率

12 県内公示地価一覧 砺波市、県内地価の各指標

17 同人８人が発表 「辰草」１７号

17 文芸新刊から 柳誌「山なみ」３７７号　森清泰範

25 市町村議会　砺波 拉致解決意見書を可決

25 論戦を振り返って 中心街活性化へ支援を

29 砺波市観光協会 企業とコラボ商品 四季彩館オリジナルバッグ限定販売

29 となみ衛星通信テレビ 城端絹テーマに高画質４Ｋ番組

富山 5 県内公示地価一覧 「近くプラス転換」

5 商業集積 県西部持ち直し

15 北陸三県の公示地価 富山県 砺波市

23 市町村議会（２２日）　砺波市 新年度予算を可決

北陸中日 14 石川・富山の公示価格 富山県 砺波市

18 公示地価県全体２４年連続下落 住宅地、商業地

読売 32 県内の公示地価 砺波市

32 公示地価下げ止まり傾向続く 新幹線効果横ばい地点増

朝日第２部 3 ２０１６年公示地価 富山県内の公示地価　砺波市

毎日 27 北陸３県の地価 富山 砺波市

　２４日　木曜日
北日本 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

26 仲間と集う 砺波登高会調査山行　砺波市「牛岳」

29 １９６８年製マツダ「コスモスポーツ」 富山の桜井さん依頼　砺波で復元作業

29 利用客と従業員の募金を県善銀に預託 三喜有の社員会

29 実施４団体発表 砺波　まちづくり協働事業

29 金子みすゞの詩書で優しく表現 砺波　河島葉月書展

33 破砕機に巻き込まれ砺波の男性重傷 高岡市西藤平蔵の高陵プラスチックス工業で

富山 27 富山文芸　３月賞 歌壇　小池光選　二位　砺波市表町　源通ゆきみ、佳作　山森和子

29 市民協働事業４件継続 砺波、新年度
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29 となみチューリップフェア 雨の日の入場者お菓子を贈呈

35 事件・事故 高岡の工場で男性重傷

35 地鳴り 仲良く餌取る生物の姿見て　河合泰　８２歳（砺波市）

35 〃 孫のために役目を果たす　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集　桜・マイスポット 庄川の並木や高岡古城公園　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

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 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　佳作　砺波市　上竹秀幸

33 〃 歌壇　三井修選　佳作　砺波市　上竹秀幸

　２５日　金曜日
北日本 3 利賀ダム５年ぶり検討 国・県・５市 ２９日に会合

14 砺波市人事 総合病院に専門研修科

14 県教委 新任校長に５９人

26 読者のひろば 利賀の堅豆腐好き　砺波市　石川祐惠（無職　６８歳）

28 文部科学省後援第３７１回全珠連検定試験合格者 珠算

29 ミニパソコン作り楽しむ 砺波　こども電子工作とプログラミング教室

34 となみ元気道場関わり方見直し キラキラミッション

35 全国大会の成績児童・生徒が報告 県庁 知事から褒賞品

富山 2 富山産チューリップ 世界挑戦で輸出再開に弾み

17 県教委人事 新校長に５９人登用

18 砺波市人事 横山企画総務部長が延長　部長級の全員が留任

30 たびだちの会、２０周年 砺波　ゆうゆう荘、移転新築

31 チューリップ原種系開花 砺波・四季彩館前

31 道場生確保へ広報強化 となみ元気道場が報告会

31 末永さんＶ 第１４回健康麻将となみ大正蔵杯

33 全国大会の優秀者３２人１１団体たたえ 県庁

34 平瀬さんに作家賞 日本南画院展

35 地鳴り 新幹線の延伸今後が楽しみ　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

北陸中日 13 北経随想 砺波の瓦生産　谷口猛

18 県教委異動 新校長に５９人

19 企画総務部長を延長 砺波市

読売 33 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　２６日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会 総会・３月例会 核持ち込み密約紹介　太田氏（共同通信編集委員）が講演

27 販売額 初の１億円突破 15年度ＪＡとなみ野農産物直売所

27 受講生が感動１枚に　本社砺波支社写真教室 15周年記念作品展

31 富山大 富山高最多48人 県内高校生進路調査　根強い地元・近県志向

富山 29 年間販売、初の１億円超 となみ野の郷

29 砺波工高生が清掃奉仕 砺波工高の１、２年生２４２人

北陸中日 15 チューリップフェア砺波へ来月おいでよ ＰＲキャラバン

読売 31 よみうり文芸　　短歌　田中　譲選 砺波市　　林田禮子　別所武

31 〃　　　　　　　　俳句　長沼三津夫選 【秀逸】砺波市　　西能さとみ　源通ゆきみ

　２７日　日曜日
北日本 18 出会って、結ばれて、育む富山。 絆を深めた水祝い。（砺波市　島田さん）

22 仲間と集う いきいき百歳体操ＯＢ会（砺波市　佐藤玉代）

24 多彩な花から自然学ぶ 砺波　高道の県花総合センター・エレガガーデンで

25 砺波・散居村 花粉症で屋敷林受難 市　景観保全へ苗木配布

30 富山の食文化再発見 砺波ロイヤルホテル昆布料理味わう

富山 25 砺波市１７地区に２０５本配布 屋敷林に無花粉スギ　景観保全、花粉症対策に

26 となみ・ラモーダ 昇級試験、上達ぶり確認　ジュニアゴルフ教室

26 となみドリーム杯小学生バレー開幕 TNVG 砺波東部 上位リーグ進出

26 第２４回万葉旗争奪ジュニア野球大会第５日 道下 出町 庄東 能町　４強

28 県内高校大学合格実績 新幹線開業後も地元志向　富山 富大に倍増６０人

29 地鳴り 春の山菜を楽しみに　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

29 〃 鉄道計画の実現に期待　別所武　７７歳（砺波市）

読売 29 戸出、ＦＣひがしＶ フットサル・フェス

　２８日　月曜日
北日本 11 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

14 北日本文芸 歌壇 入選 砺波市 藤井哲夫、山森和子、坪本幸世

14 〃 詩壇 砺波市 蓮井信吉
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14 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承、宮浦のぶあき、小野田裕司　他

14 〃 柳壇 地 砺波市 吉川博

22 全国高校選抜大会 卓球男子単 大淵（砺波工）４強

24 読者のひろば まじめな介護職員　砺波市　福岡みよ子（無職　９０歳）

24 仲間と集う 鷹栖職工会慰安会（砺波市　高田誠）

26 音楽教室発表会 ピアノ　砺波市庄川生涯学習センター

富山 17 住みたいまち考える 県宅地建物取引業協会砺波支部

19 万葉旗争奪ジュニア野球 道下（魚津）２年ぶりＶ

19 砺波勢 決勝Ｔ逃す 第７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

北陸中日 22 中部日本個人・重奏コンテスト 金賞　高校重奏　砺波・フルート四重奏

　２９日　火曜日
北日本 17 全国高校選抜大会　卓球最終日 男子シングルス準決勝　佐々木盛将3-1大淵孝二（砺波工）

18 仲間と集う 東般若青友会（砺波市　関久美夫）

20 バドミントン　高岡ケーブルテレビ杯第２５回高岡市ジュニアオープン大会小学生の部 大会結果

21 本社砺波支社カルチャー受講生の出町さん（高岡） 祭りフォトコンで最高賞　

21 チューリップ一足お先に 砺波　四季彩館早咲き品種開花

21 学校周辺の水路清掃 砺波　砺波工業高校

26 高岡の内多さん鈴木千久馬賞 ７５周年記念創元展

富山 25 全国高校選抜大会　卓球 男子シングルス準決勝　佐々木盛将3-1大淵孝二（砺波工）

北陸中日 18 一足早く開花原生種２種類 チューリップ四季彩館前

19 全国高校選抜大会　卓球最終日 男子シングルス準決勝　佐々木盛将3-1大淵孝二（砺波工）

19 高岡など西部６市旅行商品、パンフ 開業１年、ＪＲ東と連携

読売 31 おしゃべりカフェ 「カフェのお父さん」新たな生きがいに　（砺波市・伊藤博芳８９）

32 トサミズキ見ごろ 砺波

　３０日　水曜日
北日本 2 叙位叙勲（２９日） 旭日単光賞　元庄川町議野村政春氏＝砺波市庄川町青島

18 読者のひろば 「動態保存」の課題　砺波市　黒田和也（会社員　３９歳）

20 新組合の予算承認 庄川左岸水害予防組合

21 ３市の魅力再確認 本社バスツアー 大門素麺など見学

21 住みたいまち考える 砺波　砺波市文化会館で

21 劇仕立てのステージ披露 砺波

25 歴史や製造法冊子に 砺波郷土資料館　昨年の展示まとめる

26 利賀ダムの建設要望 知事・５市長と国交省担当者５年ぶり「検討の場」

富山 21 金唐革紙展図録を刊行 砺波郷土資料館　昨年の展示まとめる

22 Ｄキッズ８強ならず 第９回春季全日本小学生女子ソフトボール大会第１～２日

23 宮島、小林２種目入賞 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会兼全日本ジュニアスキー選手権

23 高齢者叙勲（２９日） 旭日単光賞　元庄川町議野村政春氏＝砺波市庄川町青島

北陸中日 16 越中春秋 春きたる

16 高齢者叙勲（２９日） 旭日単光賞　元庄川町議野村政春氏＝砺波市庄川町青島

読売 33 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ　とやま 砺波市・千葉しづゑ

34 高齢者叙勲（４月１日） 旭日単光賞　野村政春氏（元庄川町議会議員）砺波市庄川町青島

　３１日　木曜日
北日本 3 県内小学校　少人数学級６割が選択 ３年生 来月から新制度

5 産業・経済ビジョン策定へ検討会設置 砺波商議所

13 とやま文芸散歩　川井城子 窪田 富美子　砺波市在住

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・バリアビリスなど　砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

29 豪州・ソフト親善試合で活躍 砺波　日本代表・山森さん（庄川小６年）市長に報告

33 庄川峡観光協組が商品化 特産ユズでスイーツ

富山 27 砺波市長訪ね 女子児童ソフト・豪州親善大会　山森外野手、準優勝報告

27 新年度事業決める 砺波商工会議所総会

31 庄川ゆずで焼き菓子 砺波の観光協組 温泉郷の土産に

31 初誕生 松井悠晴ちやん　砺波市杉木

北陸中日 19 庄川産ユズ焼き菓子に 砺波の組合「ゆずまる」販売開始

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
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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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