
　　　　　　　２０１９（平成３１）年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　金曜日
北日本 5 北陸コカ社長に井辻氏 創業家以外で初 稲垣氏は会長

27 声の交差点 楽しい孫との会話 砺波市 武部幹夫（７８歳）

27 声の交差点 進歩は必要だが 砺波市 犀川啓子（７７歳）

31 「百歳体操」の参加促す 中断した２８０人の健康チェック

31 民意と歩む 議会基本条例を可決

37 窃盗の疑い１９歳少年逮捕 砺波市内のパチンコ店

37 車同士衝突 高岡の男性重傷 砺波市東中の県道交差点

富山 3 ６選挙区で選挙戦確実 県議選告示まで１カ月

13 地鳴り 年に勝てない 気分一新したい 犀川寮明 ７１歳（砺波市）

21 台湾・嘉義市と再開協議 チューリップ球根輸出

21 議会基本条例、可決 報告会など明記、４月施行

21 ひな祭り 楽しんで 砺波

21 嶋さんと上野さん 税の絵はがき表彰 砺波東部小

23 地元砺波で児童激励 車いすバスケの宮島さん

24 紙風船 旧砺波市長の岡部昇榮氏

24 事件・事故 砺波で車衝突、男性重傷

24 事件・事故 財布盗んだ疑いで男逮捕

24 地域活性化へ６人事業案発表 呉西圏域ビジネス研

26 となみ１３００年 住みよさの秘密㊺ 村を救った住職の物語 第２章 なりわいの巻 種もみ③

北陸中日 9 北陸コカ・コーラ 新社長に井辻氏 創業家以外で初

12 議会基本条例を可決 来月施行 砺波市、県内で７番目

12 議会だより　２８日 砺波市

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 24 ウイークエンドとやま 「となみの合唱祭Ⅱ」

25 ニュース短信 砺波市議会が開会

 ２日　土曜日
北日本 9 求職者向けにＬＩＮＥ開設 富山労働局

14 レシピ手帳 鶏モモ肉のガーリック焼き（ロイヤルホテル富山砺波調理部和食担当・大野和輝）

17 妥協許さぬ作家魂 野上祇麿追悼展  盟友 林さん（砺波）に聞く  作品が人生の全て

26 応援旗引き継ぐ 砺波市の砺波高校

26 東部小２人を表彰 税に関する絵はがきコンクール入賞者への表彰状授与式

27 夢の大切さ伝える 車いすバスケットボールのリオデジャネイロ・パラリンピック日本代表 宮島徹也選手（３０）

27 躍動感あふれる舞台に となみミュージカルキッズ  小中学生仕上げ  きょう・あす公演

32 半世紀の画業しのぶ 県民会館  ５日まで野上祇麿さん追悼展  穏やかな人柄にじむ

32 華やか３６３点ずらり 県中央植物園  あすまで県蘭まつり

32 優秀安全運転４４事業所表彰 県警・安全運転センター

富山 13 地鳴り チューリップ芽が出始める  最上まき子 ６９歳（小矢部市）

13 地鳴り 家族のために健康でいたい  平井睦子 ７５歳（砺波市）

23 定年後に大学院 農具研究 砺波郷土資料館前学芸員の安ヵ川さん  きょう企画展で講演

23 オペラ安念さんと園児元気に合唱 砺波・太田こども園

25 県内高校で卒業式 「全力で努力を」  応援旗引き継ぎ  砺波

25 優秀安全運転４４事業所表彰 県警など

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㊻ 「１粒６千倍」を超え 第２章 なりわいの巻 種もみ④

北陸中日 14 就活 ＬＩＮＥで情報発信 県内ハローワーク開始  全国２番目

14 交通安全４４事業所 県警などが表彰 県警と自動車安全運転センター

読売 26 ひろば 土江田玲子（砺波市）

 ３日　日曜日
北日本 6 全面広告 ２０２０年新卒者転職者向け就職フェア

16 溝口・石井・河野Ｖ 中部日本学生スキー

23 愛情注いだ東洋蘭５９点 県愛蘭会の第６０回東洋蘭展示大会

24 情緒あふれる音色響く 「砺波伸縮自在金管楽坊」の第１４回演奏会

24 ものづくり楽しい 市少年少女発明クラブ

24 声楽家 安念さんと園児ら春の曲歌う 太田こども園
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25 施設に歩行器贈る 南部小児童

30 米澤さんの功績たたえる 元利賀村長

30 越中座見学 ２４～２日 砺波東部小学校５年生（１３３人）

32 民意と歩む 政活費問題と議長連続辞任  「お任せ」から脱しよう

富山 2 「地方の熱意で新たな国に」 石破元自民幹事長、射水で講演

24 移動スーパー婦中に範囲拡大 砺波の丸圓商店

25 春の花 会場彩る 富山でフェア、きょうまで

25 シルクスクリーン独創的な作品制作 砺波市美術館で講座

25 デイ施設に歩行器贈る 砺波南部小

25 ロビー展 石附與志男・折り鶴と銅版「鶴が翔く」展

26 米澤旧利賀村長の功績をたたえる 砺波で叙勲祝賀会

朝日 29 スクエア ひとり親家庭の子らの通塾支援  安念正義さん（７８）

 ４日　月曜日
新聞休刊日

 ５日　火曜日
北日本 3 県内有権者８９万４３４４人 県選挙管理委員会

18 ３４０人白熱ラリー 県ビーチボール協会 試合結果

18 元気いっぱいボール追う 北日本ラフォーレ井波カップ少年フットサル大会

24 古代米 給食で味わって 柏さん 市教委に３０キロ寄贈

25 第９回ゆめっこ百人一首大会 大会結果

26 とやまいろいろ図鑑 ２１４ 砺波郷土資料館６８ いろり⑤灰取り箕・灰小屋

33 風車 砺波署 砺波市猟友会員 出町青葉幼稚園児

富山 3 県内有権者８９万４３４４人 １２月比１４３３人減

13 地鳴り 記憶詰まった納屋を解体 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

13 地鳴り 最近「ソロ活」という言葉聞く 角栄一 ６７歳（砺波市）

26 ５チームが３回戦進出 第２７回万葉旗争奪ジュニア野球大会第１日

27 園児と猟友会に委嘱状 砺波署 特殊詐欺防止に協力

27 世代超え試合で交流 砺波・バスケフェス

28 太田公民館が広報大賞 砺波 全国農村振興連の審査

30 となみ１３００年 住みよさの秘密㊼ 牛岳の風で高品質に 第２章 なりわいの巻 種もみ⑤

北陸中日 14 県西部６市で就職を とやま呉西圏域が説明会

14 ニセ電話詐欺だまされんちゃ！ ぶらっくすわんさんと園児ら砺波で呼び掛け

15 英語で飛越能観光紹介 ポータルサイト新設 経済観光都市懇談会

読売 29 特殊詐欺「気をつけて」 砺波 園児３０人が一日防犯隊

毎日 26 創玄展 三宅さん 文科大臣賞 理事長賞に細川さん

 ６日　水曜日
北日本 18 声の交差点 心和む町庄川 砺波市 上野亮平（７６歳）

22 文部科学省後援第３８９回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

23 農地防災事業所を閉所 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所

23 セブン砺波千代店 特殊詐欺未然防止 上田さんらに感謝状

24 とやまいろいろ図鑑 ２１５ 砺波郷土資料館６９ 冬のわら仕事①俵・あみたぼ・つつのこ

24 ５大ニュース 砺波市庄南小６年１組が選んだよ

富山 15 地鳴り 政活費不正にだまされない 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

15 地鳴り 街は汚いが力感じる国 河合泰 ８５歳（砺波市）

24 庄川左岸農地防災が完了 砺波 農政局事業所が閉所

27 架空請求詐欺防止 コンビニに感謝状 砺波署

30 となみ１３００年 住みよさの秘密㊽ 機械化、粘り強く 第２章 なりわいの巻 種もみ⑥

北陸中日 15 セブン砺波千代店と上田さんに感謝状 架空請求詐欺 未然に防止

読売 34 よみうり文芸 短歌 砺波市 井上房子 俳句 砺波市 源通ゆきみ

35 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ７日　木曜日
北日本 2 来社 ６日 【本社】林清納氏  【砺波支社】川原和美氏

7 社説 「圏域」行政構想  実情の見極め欠かせぬ

14 県内美術館・博物館の催し（３／７～３／１３） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

14 相談はこちら ７日～１３日

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市
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21 全面広告 合同企業説明会＆セミナー  参加企業

25 庄川温泉郷杯年２回開催 砺波市パークゴルフ協会

25 体動かし「脳トレ」 サロン交流会

26 とやまいろいろ図鑑 ２１６ 砺波郷土資料館７０ 冬のわら仕事②かます・かます織り機

富山 19 コント 砺波・越中之助

23 ２病院そろって黒字 市民、南砺中央  １月末時点見通し

23 １５日にＰゴルフ場開業 砺波市協会  ４月～１１月に月例大会

23 ペタンクで交流 砺波の福祉作業所

23 山吹が優勝 第１０回ロングラン親善ゲートボール大会最終日

25 第９回ゆめっこ百人一首大会 大会結果

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㊾ 城端線、大動脈より早く 第２章 なりわいの巻 交通と産業①

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

 ８日　金曜日
北日本 5 ８市町「早く値下げを」 北電 電気料金値上げ１年

18 中高年の剣道団体発足へ 県内 ねんりんピック契機

21 声の交差点 フェアが楽しみ 砺波市 大甲梨絵（４８歳）

21 仲間と集う つくばね会（砺波市 中村喜久子）

24 「なまこ壁」ぴかぴか 砺波 出町小６年７４人 感謝込め磨く 修復した石﨑さんも一緒

25 ３歳６カ月健診で検査 幼児の目の異常早期発見へ 「屈折検査機」を導入

25 代表質問 コンセッション方式 水道運営に必要ない

25 高校生と意見交換 砺波市議会

25 看護学生１７人巣立つ 砺波准看護学院の卒業式

富山 15 地鳴り 両陛下のお姿 紙面を居間に　佐野嘉江　７４歳（砺波市）

22 砺波准看護学院 卒業式

23 総合病院を大規模修繕 市町村議会（７日） 砺波市 月内に計画

23 身近な問題を議論 高校生「分かりやすかった」

25 「なまこ壁」卒業前に磨く 出町小の６年生 砺波

28 となみ１３００年 住みよさの秘密㊿ 信じたこと、やり通す 第２章 なりわいの巻 交通と産業②

北陸中日 15 卒業記念 磨いた なまこ壁ピカピカに

読売 30 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ９日　土曜日
北日本 15 レシピ手帳 サラダうどんゴマドレッシング（ロイヤルホテル富山砺波調理部和食担当・三井貴志）

15 生ける 池坊富山支部・長森栄子＝砺波市

16 全国学生書道展 入賞者

16 「弦」４６号刊行 会員が短歌やエッセー

18 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

24 あす氷見市ふれあいスポーツセンター 斎藤弥九郎記念少年剣道大会  中学の部 男子女子

25 刑事部長に舘谷氏 県警人事  交通部長は笠井氏

34 「フルール」最高賞 市花卉品評会で審査

35 保育無償化後も独自支援策継続 砺波 

36 理事長に齋藤さん（彫刻） 日展富山会来月発足

39 県西部６市 共通指針 蘇生拒否対応  新川でも検討  在宅医療拡大が背景

39 風車 砺波商工会議所青年部 となみ夜高まつりの「ＬＩＮＥ」向けスタンプをデザイン

富山 12～15 全面広告 富山新聞文化センター カルチャー祭り２０１９

25 グラウジーズリーグ２０１８－２０１９ 出場チーム

31 １０連休に拠点保育所 砺波市議会一般質問  出町認定こども園で３日間

31 最高賞にフルール 砺波市花卉品評会

32 刑事部長に舘谷氏 県警人事異動  ９署長が交代  高岡署に津田氏

36 となみ１３００年 住みよさの秘密５１ 「大闘志家」伝えたい 第２章 なりわいの巻 交通と産業③

37 ほたるいか キッズソフトボール体験会

北陸中日 12 県警人事 １３２人 第２次

読売 30 県警刑事部長に舘谷氏 ９署長が交代

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 29 １５署中９署長交代 県警  春の２次異動

毎日 22 県警 １３２人が異動 第２次  ９署長交代、新任５人

 １０日　日曜日
北日本 3 ６選挙区で激戦確実 県議選２９日に告示  砺波市（２）
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15 １９年度の大会日程決める 砺波市野球連盟

19 全面広告 合同企業説明会＆セミナー  参加企業

22 五輪背泳ぎ「銀」中村さんが指導 ＪＳＳとなみ

23 味わい深い絵や彫刻 市美術協会展  ６部門に力作１１８点

23 彫刻師のカレーいかが いなみ木彫りの里 愛すフェス  牛すじ・鹿肉ふんだん

23 唄や三味線で魅了 義正会民謡発表会

富山 2 社説 台湾とのパイプさらに太く  チューリップ輸出

12 くらしの日記 行政出前講座  犀川寮明 ７１歳（砺波市苗加）

18 ねんりんピックの熱絶やさず 高齢剣友会 ２３日発足  練習継続、他県と交流

18 地元民謡を発表 砺波で義正会

18 結婚、誕生に記念樹 砺波、花と緑フォーラム

19 自治体若手 改革へ討論 高岡で勉強会「富〇」  決裁や会議、働き方、年功序列…

19 カレー愛すフェス開幕 南砺・井波

19 空き家対策考える 砺波でシンポ

20 １６強出そろう 第２７回万葉旗争奪ジュニア野球大会第２日

20 河津桜 春告げる 砺波の石野さん宅

20 県内１２病院の特色紹介 富山で臨床研修医説明会

20 熱心に看護師求人 富山・高岡で説明会

21 グラ 放生津 氷見 奥能登 １位通過 グラウジーズリーグ開幕

21 学童大会に投球制限 砺波市野球連盟

25 校歌に立山過半数 県内公立小中学校  信仰の山、県民に親しみ

朝日 27 県アンサンブル２８００枚の写真たち 富山、きょうまで

 １１日　月曜日
北日本 2 無投票当選者２９％か 県内無投票 ７選挙区か

13 追想 ありし日 出村一朗さん（砺波市矢木） 福祉運転ボランティアを続けた

22 仲間と集う 平成２２年小矢部園芸高専攻科造園A（砺波市 清原孝明）

26 過去最多５１０人熱戦 第１３回ＩＭＩＺＵオープンジュニア卓球大会

26 連合婦人会長に今井さん 砺波市連合婦人会

27 合唱祭 感動届けたい 市文化会館 １７日に本番 団員が仕上げ練習

27 節目の市民に 記念樹を贈呈 花と緑のフォーラム

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 最多１０人

富山 22 新ポンプ車入魂 砺波・栴檀野分団

23 おやべクラブとひときれ優勝 第１５回砺波市高波オープンキンボールスポーツ大会

23 新会長に今井さん 砺波市連合婦人会

23 今井会長を再任 砺波市母子寡婦連

24 柔心会V２、全国切符 全国少年柔道県大会 大会結果

26 東大３５人合格 前期入試

28 となみ１３００年 住みよさの秘密５２ 「大先輩」広い人脈 第２章 なりわいの巻 交通と産業④

 １２日　火曜日
北日本 2 来社 １１日 砺波支社

20 松田君（定塚小４）が三段の部優勝 囲碁 段位獲得戦

22 来月２７日ファッションショー 子どもモデル募集

22 農村広報大賞受賞 太田公民館が報告 全国農村振興技術連盟の農業農村整備事業広報大賞

23 小中の優秀選手たたえる 砺波市少年優秀スポーツ選手表彰式

24 イノシシ路上侵入阻止 砺波  市道に穴付きＵ字溝

24 議会基本条例で初の議員間討議 砺波市議会産業建設委

28 北日本政経懇話会会員 会員一覧

富山 3 本社来訪（１１日） 砺波総局

21 地鳴り 福祉会館の幼い頃の記憶  松本えみ子 ４９歳（砺波市）

25 通年の利用拡大策提案 チューリップ公園  初の議員間討議

25 捕獲したイノシシ 斎場での焼却検討 産業建設常任委

25 優秀スポーツ選手１０８人をたたえ 砺波で表彰式

25 農村広報大賞を報告 砺波・太田公民館

25 新代表に川邉さん となみ元気道場

25 事件・事故 放置された自転車横領疑い

30 となみ１３００年 住みよさの秘密５３ 待合室６７歳 ありがとう  第２章 なりわいの巻 交通と産業⑤

北陸中日 13 農業農村整備事業で全国最高賞 太田公民館が報告  砺波市役所

4 ページ



読売 30 北陸大紀行冊子無料プレゼント 第２集 

31 小矢部では８０万円被害 小矢部署

 １３日　水曜日
北日本 3 ２０１９県議選 定数４０に５２陣営

3 アリーナ整備に賛否 県議会経営企画委

5 自社原酒ブレンド 缶ハイボール発売 若鶴酒造

17 声の交差点 喜ばれる幸せ 砺波市 小西文子（７４歳）

20 ｅスポーツ検討 新年度 となみ元気道場

20 セブンインター店 特殊詐欺未然防止 安念・湯浅さんに感謝状

21 免許返納高齢者 支援項目を追加 市議会民生病院委員会で説明

21 １００歳おめでとう １２日 松嶋榮芽さん（砺波市高波、１２日生まれ）

26 石灰さん（高岡）にとやま文学賞 小説＝金戸実（砺波）

29 労災病院「がん拠点」除外 魚津 国が要件厳格化

富山 3 県議選２０１９ 定数４０に５３陣営

4 ハイボール缶あす発売 自社醸造ウイスキー使用 若鶴酒造が富山、金沢駅で

13 地鳴り 伯爵カボチャ 春の味楽しむ 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

13 地鳴り 新しい狂言の世界切り開く 安カ川仁省 ６９歳（砺波市）

20 百歳（12日） 松嶋榮芽さん（砺波市高波、１２日生まれ）

21 免許返納で交通支援券 福祉、入浴施設も対象

21 ユズ特産化へ剪定学ぶ 講習会で安定生産図る

23 コンビニ店員に謝意 砺波署

24 石灰さん とやま文学賞 県芸術文化協会 ２０日に授賞式

26 となみ１３００年 住みよさの秘密５４ 「常に花咲く線」に 第２章 なりわいの巻 交通と産業⑥

27 大工養成 休校の危機 砺波の高等職業訓練校 希望者１人足りず 現在２人

北陸中日 5 発言 妥協せぬ外交 日本も参考に 石丸秀幸 ５９ 富山県砺波市

9 はじけて若鶴香る 同社初、本格ハイボール缶 あす先行販売

12 増山城 蕭姫逸話など紹介 砺波 学芸員・野原さん講演

朝日 23 ２０１９統一地方選 県議選説明会５２陣営が出席

毎日 26 ’１９統一地方選 県議選説明会５２陣営が出席

日本経済 35 三郎丸蒸留所 ハイボール缶 北陸唯一のクラフトウイスキー

 １４日　木曜日
12 日本北陸書道院 志の輔さんら２００人出品 ２０日から選抜銀座展

北日本 14 県内美術館・博物館の催し（３／１４～３／２０） 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 スキー 全国高校選抜大会アルペン種目第１日 大会結果

22 北陸新幹線開業４周年・富山駅開業１２０周年特集 もっと良くなる！富山県の観光

26 福祉施設でラーメン振る舞う 高岡市戸出伊勢領のラーメン店「旭屋」の店主堀彰さんが、「砺波学園」で

26 砺波の人びと１９０人モデル 市出身写真家 山田さんモノクロ写真集  ３年がかり「時代を記録」

26 柏さん寄贈の古代米 園児と一緒に味わう 高波幼稚園

27 公共施設再編計画 年内めどに案作成 砺波  市議会総務文教委員会

27 養老ホーム訪問 お年寄りと交流 砺波高生

富山 20 文芸喫茶 海潮砺波歌会２月例会

21 地鳴り 身内ら周囲で次々と他界が  春川正人 ７２歳（砺波市）

24 砺波学園でラーメン提供 高岡の堀さん

25 専門委で年内に素案 公共施設適正配置で方針  

25 職員の宿直廃止検討 総務文教常任委員会

25 古代米赤飯で卒業祝う 砺波の給食  柏さんが寄贈

25 林、清末さんの自衛隊入隊激励 砺波

27 １０人が段位取得 県相撲連盟

30 となみ１３００年 住みよさの秘密５５ 「あぶらでん」字に味わい 第２章 なりわいの巻 交通と産業⑦

北陸中日 13 「古代米 おいしい」 柏さん提供  砺波の園児ら味わう

13 架空請求を防いだコンビニに感謝状 砺波署長

13 高校選抜スキー スキー第一日

14 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 3 活用策  各陣営知恵絞る 県内  全市議選で適用
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13 第９回日本バッハコンクール全国大会入賞者 （２月２～１１日、県関係分）

20 平成３０年度日本相撲連盟公認段位・級位・公認審判員取得者 初段＝山田潤苗（出町中）ほか

21 スキー 全国高校選抜大会アルペン種目第２日 大会結果

23 仲間と集う 坪北成人会・坪北自治会（砺波市 仁木久司）

23 仲間と集う 松ノ木サロン（砺波市 永井耕伸）

29 市長「日本支えて」 自衛隊に入る砺波市出身者２人の激励会

32 希望胸に新たな一歩 高岡などで中学校卒業式

33 男性はねられ重傷 １４日午後７時半ごろ 

34 出火原因特定できず 砺波 ４人死亡の住宅火災

富山 2 激戦区「中立」強調 首長のスタンス  無風区は自民支援が鮮明

3 富山農業担う決意 未来カレッジ１３人卒業

3 本社来訪（１４日） 砺波総局

15 地鳴り 芸妓が案内 バスツアー  北清俊一 ６２歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

27 部屋広げ、外国人客対応 砺波・すいげつろうホテル  きょうプレオープン

27 アルギットにら組合 ４人入会で生産拡大 ＪＡとなみ野本店で総会

28 ４０８０人 飛躍誓い巣立つ 中学 ７市町４０校で卒業式

28 全日本中学陸上６位 砺波・庄西中の瀬川さん 埼玉栄高で日本一を  生徒会長で答辞も堂々

32 となみ１３００年 住みよさの秘密５６ 砺波平野、物流で前進 第２章 なりわいの巻 交通と産業⑧

北陸中日 13 高校選抜スキー 第二日

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 香り繊細 ハイボール缶 若鶴酒造 富山駅などで記念発売

 １６日　土曜日
北日本 1 天地人 「がん学」が専門の河原ノリエさん（砺波市庄川地域出身）

20 ４月１日より高速バス 名古屋線・金沢線ダイヤ改正 加越能バス乗車券センター

23 冬季国体などの活躍たたえる 県庁で表彰式

25 仲間と集う 井波西別院賽銭講雪月花会（砺波市 松田吉孝）

26 我が家のアイドル 砺波市三島町 太田明希ちゃん　６歳

28 「花の大谷」協賛いかが 市花と緑の財団 お返しは招待券・球根

32 最後の８人 巣立ち祝う 県内４市町 小学校卒業式

富山 3 県土改連が農村整備予算確保決議 県土地改良事業団体連合会の総会

3 災害時の段ボール製品供給で協定 県とサクラパックス

13 地鳴り 暖冬はいいが花粉症が爆発 藤井昭通 ４６歳（砺波市）

23 砺波で犂業者が発展 民具展示室で講演

25 中学で大いに活躍を 県内４市町の小学校で卒業式

26 事件・事故 砺波で６１歳男性はねられ重傷

28 となみ１３００年 住みよさの秘密５７ 時代を読む人がいた 第２章 なりわいの巻 交通と産業⑨

29 砺波の住宅全焼 出火原因は不明 消防庁に報告

 １７日　日曜日
北日本 28 雪割草かれん 庄川山草会展示会

29 町の玄関 新待合室完成 砺波 ＪＲ城端線東野尻駅 住民祝賀 列車向けパネル掲げる

29 屋敷林保全へ清掃 カイニョ倶楽部

29 卒業祝いに庄川挽物 鹿児島出身 松村さん 母校に絵皿贈り１９年

34 県青少年音楽コンクール ３０人が本選進出

35 新藤さんの大臣表彰祝う 砺波散村研名誉所長

富山 9 地鳴り 寄る年波感じゆっくりと 犀川寮明 ７１歳（砺波市）

9 地鳴り 前向きな人といると明るく 嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

9 地鳴り 「ありがとう」と本当に思えた日 佐野嘉江 ７４歳（砺波市）

20 母校卒業生に絵皿 鹿児島の児童 庄川木工に絵付け

21 べるもんたに手を振り 砺波・東野尻駅でフェスタ 待合室の完成祝う

27 ほたるいか 砺波カイニョ倶楽部

北陸中日 10 巣立ちゆく子へ贈る 砺波の松村さん 九州の母校へ 庄川挽物木地 今年も

読売 26 北陸コカ・コーラ「健康経営」最高位 政投銀格付け

 １８日　月曜日
北日本 3 東京リポート 県西部の広域交通インフラ整備 進展相次ぎ「満額回答」

3 瘧師氏 事務所開き 砺波市選挙区

9 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子
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17 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 藤井成正）

20 音楽に合わせてボールやリボン 新体操ＲＧク発表会

21 ２５０人美しいハーモニー となみの合唱祭Ⅱ

21 ますずし彩りバッチリ 食の教室 家族連れ野菜飾り付け

26 １６人本選進出 県青少年音楽コンクール

富山 16 児童、生徒が華麗に新体操 となみＲＧク発表会

18 Ｕ１１砺波北部がＶ 小矢部・近市町ミニバス

18 県議選２０１９ 地元の意見に光 砺波市・瘧師氏

19 新会長に河合氏 砺波地区寿野球連盟 来月１４日リーグ戦開幕

読売 27 みんな楽しめるスポーツ 砺波で体験会

 １９日　火曜日
北日本 17 全面広告 高校進学おめでとうございます

21 声の交差点 健康長寿の秘けつ  砺波市 村中正敏（８８歳）

24 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）第１９１回段位暗算検定試験 合格者

24 第２６３回段位珠算検定試験 合格者

24 第３１６回３級～１級珠算検定試験 合格者

25 医療・介護の安心へ意見書可決し閉会 砺波  

25 論戦を振り返って 「問い」こそ試される

25 ５月に議会報告会 砺波市議会

30 メタボ気にしてる？ 南砺３位 砺波５位  全国健診受診率

30 会長に高木氏（ＪＡいみず野） ＪＡ県青壮年組織協議会

30 前もって「最期」考えよう 富山市民病院桶口医師ら 県内３地区で交流カフェ  世代や職種超え集う

30 首都圏で砺波のチューリップ発信 ＪＲ東日本駅構内に広告

31 全日制１１校で２次募集 県立高

31 木材搬送機に左手挟まれる １８日午前１１時１５分ごろ

富山 15 地鳴り 希望に燃えた戦後の日々  河合泰 ８５歳（砺波市）

15 地鳴り 昔の城端線は多くの人利用  宮田好子 ７２歳（南砺市）

22・23 全面広告 高校合格おめでとう

26 ５月１３、１４日 ４会場 議会報告会  基本条例施行後で初  砺波市

26 当初予算など議案２３件可決 本会議

27 卓球バレー体験障害者に理解深め 砺波市社福協が講座

29 ５教科総平均５９．６点に ２次選抜、募集定員１１校１５８人

30 砺波で機械に手はさまれ重傷 １８日午前１１時１５分ごろ

30 チューリップのまち砺波ＰＲ 大宮駅に大型フラッグ

32 南砺全国３位 １７年度メタボ健診受診率  砺波５位

北陸中日 12 議会だより １８日 砺波市

 ２０日　水曜日
北日本 1 公示地価 富山市５年連続上昇  県平均は２７年連続下落

2 叙位叙勲（１９日） 正六位瑞宝小綬章  元県立高岡ろう学校長 天野行成氏（８６）

3 ２社の自動給水栓 新年度に比較実験 水田管理省力化で県やＪＡ

6 となみ政経懇話会 ３月例会 作家 大下英治氏  演題 政財界・リーダーの条件とは？

11 県内公示地価一覧 砺波市

11 富山市〝独り勝ち〟続く 県内  郊外でも上昇地点増

16 全面広告 第２６回春を生ける北日本いけばな展

17 上野文化の杜から⑫ 国立科学博物館長 林良博  科学の魅力広く伝える

23 仲間と集う 砺波南部小昭和６３年度卒同窓会（砺波市 永田俊史）

23 仲間と集う 富山県カープ応援隊（砺波市 熊野隼太）

26 調理科２人に卒業証書 砺波市出町中央の各種学校総合カレッジＳＥＯ

27 三恵ネットに認定通知書 「ユースエール認定企業」

27 市が県瓦工事業協組と協定 砺波市

33 ガードレールに衝突 助手席の男性重傷 １９日午前８時５５分ごろ

富山 1 公示地価 県内全域下落幅縮小 上昇率０．８％に拡大  富山市住宅地 ５年連続プラス

2 社説 新幹線と南北接続に期待  富山の公示地価

3 １６年度比平均１０．９％増 国保納付金  新年度、全市町村で増額

4 富山、砺波市が上昇 住宅地  小矢部、開発で値ごろ感

4 新幹線駅周辺 最高地点に 高岡の公示地価に変化  道路整備で広域集客

22 市防災士協など５団体に補助金 砺波市の協働事業
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22 ユースエール企業に三恵ネットを認定 砺波市で初

24 災害時の応急対策業務で協定 砺波市と県瓦組合

25 調理科２人が巣立ち 砺波・総合カレッジＳＥＯ

26 事件・事故 ガードレールに衝突、重傷

26 叙位叙勲（１９日） 正六位瑞宝小綬章  元県立高岡ろう学校長 天野行成氏（８６）

北陸中日 1 富山市 ５年連続上昇 公示地価  住宅地 砺波市は２年ぶり

10 石川・富山の公示価格 砺波市

14 叙位叙勲（１９日） 正六位瑞宝小綬章  元県立高岡ろう学校長 天野行成氏（８６）

15 若者応援する企業「三恵ネット」認定 砺波初、通知書交付

15 県瓦工事業協同組と砺波市が災害時協定 砺波市  １９日

読売 29 ガイド 講評会、百花繚乱～早春～

30 公示地価 下げ幅が縮小 上昇地点 大幅に増加

30 県内の公示地価 砺波市

30 叙位叙勲（１９日） 正六位瑞宝小綬章 天野行成氏（元県立高岡ろう学校長）

朝日 別１ ２０１９年公示地価 砺波市

別３ 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 25 北陸３県の公示地価 砺波市

 ２１日　木曜日
北日本 2 来社　２０日 砺波支社

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

19 情報かわらばん となみ野

19 朝市夕市　県内 砺波市

23 仲間と集う 砺中・砺高同窓会福野支部総会（南砺市 吉田信一）

26 英語で自由なテーマ発表 砺波高校

26 砺波善銀に１０万円預託 砺波信用金庫

33 平均倍率０．９５倍 県立高入試２次募集

35 Ｕ字溝の下敷き 男性作業員死亡 砺波 工事現場

富山 17 すこやか育児 構健太ちゃん＝砺波市鷹栖

18 富山新聞文化センターだより うけてる講座　キッズダンス

19 地鳴り 尼講を聴聞し心静かになる 小倉慶子 ７４歳（砺波市）

23 砺波善意銀行に１０万円を預託 としん会

25 小堺が女子２５位 ほおのき平スキー大回転大会

26 県立高２次選抜過去最低０．９５倍 １１校１７学科

29 Ｕ字溝下敷きで死亡 ７２歳男性、砺波の工事現場

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

29 ８５０㌔Ｕ字溝落下 下敷き男性死亡 砺波、排水路工事

読売 31 工事現場で死亡事故 砺波市宮森の排水路工事現場

朝日 31 ２０１９変わる？議会 統一地方選① 女性視点 政策反映は １割未満

毎日 26 事件・事故 砺波の工場現場で男性作業員死亡

 ２２日　金曜日
北日本 3 米原氏９選へ団結 砺波市選挙区事務所開き

5 社説 告示迫る県議選 地域の未来語る機会に

10 卓球 全日本ラージボール選手権県予選会・本選出場者分 大会結果

11 春季リーグ戦　来月６日開幕 北陸大学野球１部日程

11 県内社会人野球４球団　新戦力紹介㊤ 伏木海陸運送硬式野球部

14 全面広告 株式会社御菓蔵、農工房長者、鮎の庄

17 九里さん（さみさと小）最優秀 緑化推進標語

18 警報器の設置訴える 市消防団女性団員

24 県青少年音楽コンクール本選 大賞に堀川さん（氷見高１ピアノ）

富山 2 米原氏が事務所開き「社会問題に頑張る」 県議選砺波市選挙区

7 地鳴り 北陸新幹線好調を維持 北清俊一 ６２歳（砺波市）

17 健康麻将で全国６位 砺波の中嶋さん「脳トレになる」

17 北川さん優勝 第４７回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

17 「空き家対策が大切」 砺波東部小６年生 散居村学習で発表

20 チューリップ見に来て 大阪でフェアＰＲ 砺波市観光協会

北陸中日 11 北陸文芸 歌壇 小島熱子選 砺波市 上竹秀幸
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13 砺波の散居村 世界遺産に 東部小６年生 調査発表、保全へ意見交換

13 団体戦は津沢Ｖ 砺波地区中学柔道

 ２３日　土曜日
北日本 7 地域おこし隊５０００人突破 制度創設から１０年  富山 １２市町に６０人

12 レシピ手帳 コシヒカリのプリン（ロイヤルホテル富山砺波調理部和食担当・青島安香）

13 時代の節目 記憶紡ぐ 写真集「砺波の人びと」砺波出身の山田和（横浜）

21 仲間と集う 頼成光寿会会員作品展（砺波市 林好則）

21 仲間と集う 般若中第１３回卒地方忘年会（砺波市 坂東勲）

24 県教委人事 校長・課長級以上 新任校長は６８人  小中学校５３人 県立学校１５人

25 財政課に管理係新設 砺波市人事

30 大花壇「魔法」の地上絵 となみチューリップフェア  黄小町ツリー新設

富山 2 県は２１億１１００万円 市町村１２９億６５００万円 今年度特別交付税

22 地鳴り 釈然としない格差が家庭内に  藤井昭通 ４６歳（砺波市）

22 地鳴り 秋の旅行へ事前に調査  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

23 福祉市民部長 黒河氏  総合病院長 河合氏 砺波市

25 氷見の風景 映画のよう 北條さん  飲食店で写真展

26 県教委教職員人事 新校長に６８人登用  女性２４人、５４歳以下１７人

26 高齢者宅を防火診断 火災警報器を確認 砺波消防署など

27 チューリップツリー新設 砺波のフェア推進協会  水上花壇には展望台

28 金沢駅発着 観劇ツアー シアター・オリンピックス 実行委 南砺ファン獲得狙う

28 平瀬さんに日本南画院賞 久郷さん初入選

28 １０連休の誘客で観光チラシ配布 県西部６市

北陸中日 14 新校長に６８人 県教委異動

14 砺波市異動２７５人 ４月１日付人事異動

読売 28 新任校長に６８人 女性は２４人

29 チューリップフェア 誘客作戦 砺波市  来月開幕、首都圏でＰＲ

朝日 34 県教委異動 新任校長は６８人 ５４歳以下１７人 女性２４人

毎日 27 校長級１６３人異動 県教委  主要校に実績ある人材

 ２４日　日曜日
北日本 1 県西部７０社が観光法人 古民家再生し宿泊施設  民間主導 県内初

23 声の交差点 進まぬ農業の承継  富山市 伊東悠太郎（３２歳）

23 仲間と集う 東海大同窓会富山支部「第２４回旬の魚を食べる会」（砺波市 坂井勇雄）

27 きょうもにっこり チューリップ交通タクシードライバー  松下紀代美さん（砺波市・６３歳）

29 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６４人

30 北日本ＣＯＮＯＣＯＴＯセミナー 賢い子を育む環境づくり  会話・家事通じ考える力を

34 各界１４０人が祝福 県特別栄誉賞・富山市名誉市民章の記念祝賀会

富山 19 くらしの日記 園芸高校のクラス会  犀川寮明 ７１歳（砺波市苗加）

22 鉄道のおもちゃ模型で魅力触れ 砺波でにぎわい市

25 ６県６４チーム熱戦 富山で小学生バレー交流大会

25 五鹿屋Ａ優勝 第２５回砺波市カローリング競技大会

25 ７月２３日から会長杯ナイター 砺波市ソフトボール協

読売 28 砺波市人事 （４月１日）

 ２５日　月曜日
北日本 3 企業誘致「成果なし」７６％ 全国自治体アンケート  地方創生 波及弱く  「成果あり」県・黒部のみ

11 とやま文芸散歩 高島裕  平岡和代

26 シャッターに絵 動画公開 魚津中央通り名店街  はじめしゃちょーさん（県出身）作成

28 鉄道ジオラマに夢中 砺波市観光協会による「にぎわい市」

28 キノコカレー登場 にぎわい市始まる

29 ミニベンチ作ったよ 砺波市の千柳いきいきサロンの３世代交流会「土曜サロン」

29 きょうもにっこり フランス料理ル・プルミエ オーナーシェフ  長田和洋さん（砺波市・４９歳）

30 とやまいろいろ図鑑２２７ 砺波郷土資料館７１  卒業・入学①小学校のいす

34 中村さん 総合優勝 砺波で民謡民舞県連合大会

36 暖冬善しあし 県内  人身事故２割減少  速度出やすく重傷は増  スキー場営業短縮

富山 9 地鳴り 届いた訴状に家系図が添付  角栄一 ６７歳（砺波市）

14 木工家がつくる逸品家具 杢生かし、品格を  砺波・荒木寛二さん

18 親子でごみ拾い 砺波・矢木

20 大宮駅で砺波ＰＲ 夏野市長らチューリップ配る
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22 となみ１３００年 住みよさの秘密５８ 「ここ一番」の団結力 第３章 つながりの巻 合村国の肖像①

23 庄川遊覧船 海外客１．５倍 今年度見通し過去最多１万６千人超 台湾団体客人気が定着

北陸中日 1 県出身ユーチューバー はじめしゃちょーさん 元気をシャッター街に  魚津・名店街に作品描く

 ２６日　火曜日
北日本 23 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）

26 絵本購入費寄付 砺波市に５０万円 東となみＲＣ創立４０周年

27 砺波高生 お茶でもてなし 砺波高校茶道部  市福祉センター北部苑で茶会

27 砺波工高生 側溝を清掃 砺波工業高校の生徒２４０人

27 バレーボール チェリー杯中学女子大会 大会結果

28 とやまいろいろ図鑑２２８ 砺波郷土資料館７２  卒業・入学②教科書

富山 26 小矢部署長に松氏 南砺署長は常本氏 砺波地域消防組合

29 ４０周年で市に５０万円を寄付 東となみＲＣ

29 施設でお点前披露 砺波高茶道部

30 入校生５人確保で継続 休校危機の砺波建築訓練校

30 ヘリポート整備に意欲 陸自富山駐屯地  赤松新司令が会見

31 学習活動優秀者４０人７団体たたえ 県教委

32 紙風船 砺波市

32 二岡サンダバ必勝誓う 高岡で激励会  新入団１２人自己紹介

32 産業施設の活用探る 高岡、砺波、氷見でツアー

34 となみ１３００年 住みよさの秘密５９ 分村の若林 交流深め 第３章 つながりの巻 合村国の肖像②

35 ほたるいか ワイケイホーム（射水市）社員の清掃活動

読売 29 陸自富山駐屯地赤松司令が着任 赤松保２等陸佐（５１）の着任式

毎日 26 社会人野球新人紹介 上 伏木海陸運送

 ２７日　水曜日
北日本 3 県内１５市町村９８．３ 公務員給与指数  県は９９．２  国の水準下回る

3 県の人口 ２０年連続減 １０５万人  減少数最多は高岡市

26 善銀に寄付金預託 三喜有社員会

27 下水道整備計画見直しを 砺波市下水道計画検討委員会

27 改元の節目 武具新調 庄川 金屋神明宮青年会  伝統獅子舞継承へ

27 災害時避難所 危険度を判定 市が３団体と協定

27 消防相互応援協定を締結 砺波地域消防組合

28 とやまいろいろ図鑑２２９ 砺波郷土資料館７３  卒業・入学③弁当箱・暖飯器

富山 2 社説 好調続く庄川遊覧船  埋もれた資源発掘のモデル

2 １４市町村で増加 県人口調査  外国人社会動態を初公表  背景に製造業の人手不足

15 地鳴り 一流選手の深い含蓄のある名言  嶋村了吉 ５５歳（砺波市）

22・23 県教委教職員人事 新教頭に９６人  一般教員ら１３９７件発表

26 獅子舞道具を新調 砺波・金屋青年会  神明宮に奉納

26 大賞に吉田さん となみ野散居村フォト

26 建築士３団体と災害時活動で協定 砺波市

27 「不公平感出ぬように」 砺波市長  下水道見直し意見書

27 荒井さん優勝 第２回ひみのはな杯健康麻将交流大会

27 議員間討議の要綱まとめる 砺波市議会

27 高齢者に事故減らす「補償運転」呼び掛け 砺波で交通安全会議

29 県境の災害対応迅速に 砺波、南砺、小矢部、金沢が協定

30 国公立大医学部に６９人 県内高校の合格実績  富山中部最多３８人  福岡は初

32 となみ１３００年 住みよさの秘密６０ みんなの知恵集める 第３章 つながりの巻 合村国の肖像③

北陸中日 5 テーマ特集 燃えろドラゴンズ 上 投手力強化でＡクラス必ず  上野亮平 ７６ 富山県砺波市

5 ミニコント 砺波・晴之助

14 県境災害 協力へ協定 砺波地域消防 小矢部市 南砺市 金沢市

14 被災した建築物 応急対策に協力 砺波市、建築３団体と協定

15 １０連休へ県西部ＰＲ ６市、祭りや催しのチラシ作製

読売 32 よみうり文芸 俳句 砺波市　源通ゆきみ

32 よみうり文芸 文芸サークルから　海潮砺波歌会

33 統一選２０１９ 県議選の構図④ ４選挙区 無投票公算

33 地震時に建築３団体避難所の危険度判定 砺波市と協定

 ２８日　木曜日
北日本 3 分かれる首長の支援対応 ２０１９県議選  魚津・黒部「中立」  滑川は現職  多くは自民支持鮮明
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15 北日本文芸 歌壇  詩壇  俳壇

16 県内美術館・博物館の催し（３／２８～４／３）砺波市美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

18 声の交差点 砺波好きになる本  砺波市 小西竹文（７１歳）

28 バス停 チューリップ柄 駅前広場リニューアル  公衆電話も設置

29 交通安全標語３人を表彰 市交通安全対策会議

30 とやまいろいろ図鑑２３０ 砺波郷土資料館７４  卒業・入学④給食の食器

35 無銭飲食の疑い 砺波署

富山 1 県議選５４人出馬予定 ２０１９統一地方選  あす告示  ９選挙区、定数超えか

15 地鳴り 「次郎物語」を読み返し感動  紫藤道子 ８４歳（砺波市）

23 平成末年の「小宇宙」 作家・山田和さん  「砺波の人びと」（平凡社）刊行

26 バス停 一新 砺波駅前  屋根にチューリップ

27 小野田砺波市美術館長が退任 山本教育長が兼務

30 事件・事故 無銭飲食の疑いで逮捕

32 となみ１３００年 住みよさの秘密６１ 自力と支援の両輪で 第３章 つながりの巻 合村国の肖像④

北陸中日 11 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

13 大賞 散居の雲海 となみ野フォトコンテスト  吉田さん作品 幻想的

読売 29 県議選５５人出馬予定 統一選２０１９  あす告示、４選挙区無投票か

29 チューリップ バス停彩る 砺波駅前  

朝日 27 定数４０に５５人準備 ２０１９統一地方選  県議選あす告示  前回上回る見込み

毎日 24 立候補予定者５５人に本紙調査 '１９統一地方選  政活費  条例に明記 必要６割

 ２９日　金曜日
北日本 1 県議選きょう告示 ９選挙区 選挙戦へ  全１３選挙区５４人出馬予定

3 各党積極的に擁立 ２０１９県議選  狙うは議席上積み・初獲得・死守  きょう告示

3 １８歳選挙権で４５８４人増 県内選挙人名簿登録者数 ３月２８日現在

5 品質向上へ新ライン 北陸コカ・コーラ  エリア限定品積極開発

28 ミニ企業団地にＩＴ相談窓口 商議所 議員総会

29 第２弾は「トマトカレー」 砺波市の庄川峡観光協同組合

29 春彩る花 ７０品種展示 チューリップ四季彩館

29 ＪＡとなみ野人事 （４月１日）

30 とやまいろいろ図鑑２３１ 砺波郷土資料館７５  卒業・入学⑤厚歯・セーラー服・制帽

35 砺波のコンサル会社指名停止 雄川コンサルタンツ（砺波市小杉）

富山 1 県議選きょう告示 ９区で選挙戦確実  １３区に５４人出馬予定

2 砺波市の１社指名停止 雄川コンサルタンツ（砺波市）

2 記者座談会 砺波市（定数２－出馬予定２）  現職２氏に応援依頼殺到  

3 有権者８９万４３２９人 １８歳選挙権適用で増加

3 新年度予算を可決 庄川水害予防組合議会

13 地鳴り 米作りの季節 今年もやるぞ  河合泰 ８５歳（砺波市）

20 酸味、濃厚 トマトカレー 温泉で栽培レトルトに  庄川峡観光協組  きょう発売

21 新年度、ＩｏＴ専門窓口 砺波会議所  企業の生産向上支援

21 あおい病院で茶会 砺波高茶道部

22 原種チューリップ華やかに春彩る 砺波の四季彩館

26 評価額訴訟で請求棄却 砺波市太郎丸東部地区の土地区画整備事業

26 となみ１３００年 住みよさの秘密６２ 「村役場」の雰囲気 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑤

27 遺族、追加署名２日提出 えびす食中毒  起訴議決求め検審に

北陸中日 15 珍しい 原種チューリップも展示 四季彩館で季節展

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

23 県議選きょう告示 統一選２０１９  選管、入念リハ

23 有権者数８９万４３２９人１８歳選挙権導入で増 選挙人名簿登録者数

朝日 29 県議選きょう告示 ２０１９統一地方選  １３選挙区に５４人予定  選挙人名簿登録８９万４３２９人

毎日 24 県議選きょう告示 '１９ 統一地方選  定数４０に５４人立候補予定

 ３０日　土曜日
北日本 1 新時代 県政任せて 県議選告示 ９選挙区定数超 ７人無投票当選

2 県議選無投票当選７氏 地域発展へ決意新た 米原蕃氏 瘧師富士夫氏

3 実績や若さアピール 県議選告示

30 ２０代女性はしか感染 高岡厚生センター管内
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31 激戦区 入り乱れ火花 県議選告示 県議会史上最多の９選

31 「ドンではなくバン」 砺波市選挙区 米原氏

富山 1 ４７人 ３３議席争う 県議選告示 ９選挙区　戦い突入 ７日投開票 ７人無投票当選

1 無投票当選の７氏 砺波市

14 地鳴り 白川郷を散策 趣あり美しい 黒田和也 ４２歳（砺波市）

14 地鳴り 鎌倉で食べ歩き自粛条例 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

14 地鳴り 相変わらすガラスくず　犀川寮明 ７１歳（砺波市）

21 イベント ２０１９となみチューリップフェア

25 災害対応手引き策定 砺波市議会

30 現職７氏 早々万歳 米原さん貫禄９選 ３選瘧師さん一緒に祝う

北陸中日 1 県議選９選挙区で争い 無投票４選挙区 ３３議席に４７人

16 県議選 ４選挙区で無投票当選 ７人 一足早く喜びと決意

16 越中春秋 散居村

29 富山の女性 はしか 県内で１７年１０月以来

読売 29 県議選５４人名乗り ４区７人が無投票当選

29 米原さん９選 砺波市

29 県境火災など迅速対応へ 砺波地域消防組合 金沢市と応援協定

朝日 32 ４選挙区７人 無投票 ９選米原氏「周りの声受け決断」

33 ４０議席に５４人名乗り ９選挙区で選挙戦に

毎日 26 県の未来　誰に託す ５４人立候補 県議選告示 ９選挙区で舌戦

 ３１日　日曜日
北日本 15 少年野球１４チーム熱戦 太陽スポーツ・ＴＳＴとなみ杯砺波地区少年野球大会

28 「夢の登頂 わくわく」 エベレスト挑戦  佐伯さん（立山）抱負

31 はしか新たに２人感染 外国人実習生  砺波で宿泊研修参加

富山 7 地鳴り 柿の大木消え明るく広がる  小倉慶子 ７４歳（砺波市）

7 地鳴り 退職される清掃員に感謝  藤井昭通 ４６歳（砺波市）

21 となみ野産でおもてなし 砺波市観光協  あすから「ご膳」

22 無差別の部 窪田さん制す 砺波・本社杯高波囲碁

23 富山で壮行会 佐伯さん エベレスト登頂へ決意  ５月中旬に挑戦

24 記念品手渡し 金沢で誘客促進 県西部観光協議会

24 チアダンスはつらつ 金沢でフェスタ  県内チーム躍動

26 となみ１３００年 住みよさの秘密６３ 公民館に「記憶」蓄積 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑥

26 はしか感染外国人 新たに２人を確認 県内施設に宿泊

北陸中日 11 グランドチャンピオンスイムミート（２１日） 大会結果

読売 27 「交流深める大会に」 となみ野少年野球が開会

31 ニュース短信 ２０代女性がはしかに感染

毎日 24 行政ファイル 県西部の女性、はしかに感染

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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