
　　　　　　　２０１５年（平成２７）４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　水曜日
北日本 2 県内７病院指定更新 がん診療連携拠点 富山市民は外れる

3 生かせ１票　’１５県議選　<中> 候補者の意識　疎遠な政治を身近に　ＳＮＳ活用後継育成も

25 社員からの募金県善意銀へ預託 三喜有

26 春の庄川描きませんか 砺波　１８、１９日講座受講生を募集

26 読者のひろば ２種類の桜に誇り　砺波市　川上キク（無職　９２歳）

27 新規採用教員 小学校、中学校、県立高校

32 過去にも地滑り発生 砺波・井栗谷　調査で判明　復旧見通し立たず

富山 2 がん診療連携拠点 厚生省が県に通知　富山市民病院外れる

23 地滑りの県道検証 砺波市建設業協

24 ふるさと上空 砺波市豊町１丁目　新旧住民交流豊か

25 第８回春季全日本小学生女子ソフトボール大会 第２代表のダイヤモンドキッズは３回戦で敗れた

26 新採教員の皆さん 小学校、中学校、県立高校

北陸中日 5 テーマ特集　桜　上 風に舞う風情国民の心に根　上野亮平　７２　富山県砺波市

16 統一地方選とやま２０１５　直前情勢５ 砺波市　〝無風〟に戻る見通し

16 公立校新規採用３２７人に教員辞令 県立学校、小学校、中学校

17 下り小矢部川ＳＡ工事で１１日夜閉鎖 砺波ＩＣは１２日夜

読売 33 顔ぶれと展望 県議選２０１５　④ ５選挙区で無投票見通し　砺波市選挙区（定数２）

朝日 25 ２０１５統一地方選　再考 県議会　中 女性議員　周囲の意識が壁に

　　２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、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サンシュユなど　砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

19 ＪＡとなみ野直売所で発売 限定大門素麺いかが　地元産小麦使用再び

19 交通指導員 砺波署管内

20 砺波厚生センター 病院から在宅ケア移行万全　病状や食事状況を伝達

21 砺波市訪問看護ステーション 総合病院に移管　「街なか包括」も始動

22 ふるさと探訪　富山県の近代史⑪ 第１回総選挙　自由民権広く根付く

富山 1 ２０１５統一地方選 県議選４９人出馬予定　あす告示８選挙区、定数超えか

4 「じゅん」が増床 雑貨・化粧品販売の「じゅん」（砺波市）

28 交通事故撲滅へ決意　各署で指導員委嘱式 砺波署・砺波市

29 砺波総合病院充実 訪問看護ステーション開所　包括支援センター常設化

31 第２６回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 尾山・五十嵐（福光・庄西）が準優勝した

北陸中日 14 公共料金や診療費納付サービス開始 砺波、総合病院など

15 早咲き原種鮮やかに 砺波 チューリップ四季彩館見ごろ

16 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 31 統一選１５ 「４０」に４９人出馬予定　県議選あす告示

朝日 27 ２０１５統一地方選　再考 県議会　下 定数　無投票政治離れ

27 県議選あす告示 １３選挙区４９人が準備

毎日 26 １５統一地方選 ４９人が立候補予定　１３選挙区県議選あす告示

　　３日　金曜日
北日本 1 県議選きょう告示 ８選挙区選挙戦へ　１３選挙区４９人出馬予定

3 選挙人名簿登録８８万９７４５人 前回から１万３１４４人減

5 久和・米原代表幹事を再任 富山経済同友会常任幹事に麦野氏

17 「孫とおでかけ支援」ステッカー作製 砺波市　三世代同居推進のため

17 安川の空き家来月解体 砺波市　「除去事業」適用第１号

17 臨時「かがやき」６月以降も継続 夏野砺波市長が定例記者会見で

17 となみセントラルＬＣ福島・広野小１５人招く ようこそ友情育もう　地元児童と交流会

18 Ｓスケート田畑選手夏野市長に意気込み 砺波

19 ざっくばらん 砺波市観光協会職員　山森準（やまもり　じゅん）さん　

19 カフェ感覚気軽に利用を 南砺　居宅介護施設開所

富山 2 有権者８８万９７４５人 前回比１万３１４４人減　選挙人名簿登録者数

21 田畑選手らが表敬 砺波市役所
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21 チューリップフェア目標３０万人超 新幹線開業効果で夏野市長「砺波にも徐々に波及」

21 空き家条例適用５月にも第１号 安川にある所有者不在だった空き家

23 福島の児童砺波で交流 セントラルＬＣ招待　広野町の１５人四季彩館など見学

北陸中日 1 県議選きょう告示 一票の格差富山１．６５倍　１３選挙区最大値過疎で拡大懸念

14 統一地方選とやま２０１５ 各陣営最後の準備　県議選きょう告示 投票率に不安も

14 訪問看護細やかな対応を 市立砺波総合病院ステーション開所

15 市内の観光客増「新幹線効果も」 砺波市長

15 砺波で思い出つくってね 福島の児童１５人が訪問

読売 25 統一選１５ 有権者数８８万９７４５人　前回比１万３１４４人減

25 砺波の四季彩館入場者数３倍超 昨年同期の３倍を超える４９１５人に増加

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 25 ２０１５統一地方選 県議選きょう告示　選挙戦８選挙区か　選挙人名簿登録１．３万人減

　　４日　土曜日
北日本 1 顔ｆａｃｅ 平井くるみさん。台湾出身。砺波市観光協会に採用

1 県議選 無投票当選者 砺波市 定数②

2 県議選９人無投票当選 砺波　米原　蕃氏　　瘧師　富士夫氏

25 コーセル創業者・飴氏講演 砺波

25 砺波市観光協会　職員に平井さん（台湾出身） 四季彩館に勤務「魅力伝えたい」

26 地域ワイド　砺波・出町子供歌舞伎 初の「釣女」真剣に稽古

富山 1 県議選告示　無投票当選の各氏 砺波市（定数二）

2 来月から帰農塾 ９市町の１２講座

3 新幹線元年、成功期す チューリップフェア　夏野砺波市長

5 上質な地酒売り込む 立山酒造　１０月で「普通酒」終了

26 ロビー展 パステル画　遊の会３人展　北陸銀行庄川支店

26 〃 庄川書道会作品展<書の極み〉　富山銀行庄川支店

29 チューリップ鮮やか フェア記念の切手１０日発売

29 デスク日誌 「特オチはしたくない」夏野修砺波市長

北陸中日 1 統一地方選２０１５とやま 無投票当選者　砺波市（二）

12 コシも伸ばす天日干し 大門そうめん（富山県砺波市）

19 ５選挙区９人　喜び満面　無投票当選 北信越の連携を　　砺波市　米原さん

31 有権者の声 駅がない地域にも恩恵を■無投票は残念

読売 29 無投票当選者（届け出順） 砺波市（定数２）

29 米原さん８選　 現役最多

朝日 27 無投票当選者 砺波市（定数２）

毎日 23 無投票当選者　富山 砺波市（定数２）

　　５日　日曜日
北日本 3 選挙公報を印刷 富山、砺波両市の印刷会社５社で

7 県内チューリップ栽培の最前線 １００周年へ新たな挑戦　中心産地砺波オランダ流で球根生産

7 日曜特番　とやま 切り花用に南半球産 出荷時期繰上げへ

7 記者の直言 ソフト面の準備不可欠

16 頂点目指し白熱プレー 太陽スポーツTSTとなみ杯 砺波地区大会開幕

16 砺波市大会は出町中 全日本少年軟式野球大会砺波市大会

16 テニス　県春季小学生選手権　 大会結果

19 屋敷林の保全へ佐々木邸で清掃 砺波カイニョ倶楽部

19 水辺の生物紹介 砺波　庄川水資料館企画展

20 となみチューリップフェア高波会場でツアー 花栽培の魅力感じて　女性グループ「KO・RA・RE」２５日摘花体験も

20 庄川美術館「洋画Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ！」開幕 ７１人新作・近作出品

20 わが家のアイドル 角間海斗（かくま　かいと）ちゃん・岳斗（がくと）ちやん　

26 会員１６０人が大作発表 県民会館 県洋画連盟展が開幕

富山 2 初日は２９２５人 ６４５人減　期日前投票始まる

19 ９種の眺め楽しむ 庄川峡桜まつり開幕　きょう、１２日にイベント

21 県春季小・中学生テニス選手権第１日 小学生男子単は町田悠太朗（砺波北部）が制した

23 地鳴り 明治から昭和の建築物巡りを　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 12 砺波・佐々木邸で清掃奉仕 カイニョ保全市民の手で

14 春が来た庄川に来た 記念公園「桜まつり」始まる

28 風紋 チューリップ

読売 30 となみ野少年野球開会式 第１９回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会

30 病院の実力　～富山編８７ 耳・鼻・のどの手術　鼻中隔の曲がり矯正術で
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　　６日　月曜日
北日本 11 同人８人が発表 「辰草」１６号

18 力強い突き蹴りを披露 空手道北信越学生・県選手権

18 ミニの部滑川がＶ中学は新湊南部 女子バスケスプリング杯

18 ５０歳以上男子単本田（砺波クラブ）優勝 チューリップ杯バド

18 スキー　県選手権・アルペン競技 大会結果

18 サッカー　キョーエイ杯風の子大会 大会結果

21 稽古の成果心込めて披露 砺波　日本舞踊の辰巳流喜代の会

21 フェア向けごみゼロ運動 砺波　第１１回砺波市民ごみゼロ運動

22 庄川峡の桜アピール 水記念公園ウェルカムＤＡＹ

23 色使いや構図助言 富山　県洋画連盟展一線作家がアート講座

26 会長に上田前市長 砺波市文化協会

富山 18 新会長に上田氏 砺波市文化協会

19 昨年度の砺波市７５件 ふるさと納税６倍に　サイトで受け付け奏功 今年度は返礼充実

19 市民がごみ拾い６６００㌔回収 砺波で「ゼロ運動」

北陸中日 16 統一地方選とやま２０１５ 県議選アンケート①　県議の最も大切な役割は？

朝日 24 スクエア 観光ガイドになった台湾人主婦　平井くるみさん（４８）

　　７日　火曜日
北日本 3 投票率予想に温度差 県議選中盤

19 古里に古民家ギャラリー 彫刻家・嶋田さん 砺波の空き家活用

19 農振指定除外申請市内５ｶ所を視察 砺波市農業委員会

20 民具展示室市埋文センター 砺波の歴史発信拠点完成　庄東小空き教室など活用

20 砺波・プリンセスチューリップ 「魅力伝える」４人が抱負

20 世界的庭園で研修 砺波市花と緑と文化の財団　オランダに職員派遣

21 五十嵐君は準優勝夏野市長に報告 砺波　全日本中学ソフトテニス

22 とやまゼミナール　県花チューリップ① 日本一の球根生産県

24 映画「NORIN TEN 稲塚権次郎物語」前売り券発売 北日本新聞社砺波支社で取扱い

25 北陸道で夜間通行止め １２日午後１０時～１３日午前６時に砺波ＩＣの富山・新潟方面へ向かう進入路閉鎖

27 融資保証金名目砺波では１３万円 砺波市の７０代男性

富山 2 県議選候補者アンケート 回答の平均点石井県政は８０．７点

22 保育所予定地を視察 砺波で農地パトロール

23 埋文センター・民具展示室完成 砺波

23 片岸、古栃さん最優秀賞に選出 城端線・氷見線フォト

23 砺波・プリンセスチューリップ １５代目決定　衣装、初の２種類 赤と黄色

23 全国準優勝市長に報告 砺波市庄西中の五十嵐君

23 ２氏が新会派結成　 砺波市議会

24 空き家活用ギャラリーに 砺波で１２日オープン　「アート通じ原風景伝えたい」

24 県警最前線　＞１０３ 摘発と抑止を強力に　富山中央署刑事生活安全官　田中竜介さん（50）

28 砺波で１３万円被害 砺波市の７０代男性

北陸中日 14 県議選候補者アンケート② 政務活動費（月３０万円）は足りていますか？

15 新プリンセスチューリップに４人 砺波市を元気に

　 16 埋蔵文化財センター、民具展示室開所 砺波の歴史ぎっしり

読売 34 華やかに古里の魅力ＰＲ プリンセスチューリップお披露目

35 ２０小学校に英語専科教員 県教委 全１５市町村にモデル校

35 砺波でも１３万被害 砺波市の７０歳代の男性会社経営者

　　８日　水曜日
北日本 19 ３祭りの魅力発信 庄川・となみ・津沢 ＰＲポスター完成

19 「創生砺波」結成 砺波　市議会新会派

20 わたしの城端線・氷見線フォトコンテスト 片岸（南砺）古栃（高岡）さん最優秀

20 わが家のアイドル 光林遥真（こうばやし　はるま）ちゃん　２歳

21 ざっくばらん 「陶友会」会員　杉森長さん（砺波市・８１歳）

22 わかる県議選（下）　選挙制度 民主主義支える投票

27 「ふるさとの日」式典参加者募集 来月９日・県教育文化会館

富山 23 口腔ケア相談常設窓口設置 砺波市健康センター　県内市町村初

23 林倶楽部オレンジジュピターが優勝 第２６回けんしんフレッシュママさんビーチボール大会

25 第７６回県スキー選手権アルペン競技最終日 回転　男子③溝口（砺波工高）

25 第５７回県一般男女バスケットボール選手権 ５日・県西部体育センター
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26 高道さんが金沢で作品展 砺波市出身の写真家高道宏さん（79）

26 砺波市出身の白江さん 「農業女子」志賀で就業　「毎日が新鮮、楽しい」

北陸中日 16 県議選アンケート③ 新しい条例をつくるとしたら、どういう内容にしたいですか？

17 中学ソフトテニス全国準Ｖ 砺波の五十嵐君市長に快挙報告

　　９日　木曜日
北日本 13 歴史文芸 １０人の作品収録　「素粒」１２号

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トサミズキなど　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

19 砺波市と姉妹都市・北海道むかわ町 ２３日に交流協会発足

19 「孫とお出かけ事業」が好評 砺波　開始から１週間　対象６施設で１割強活用

21 浅草寺に１２００本のチューリップ となみのフェアＰＲ

21 飲酒運転絶対ダメ 砺波小売酒販組合

24 半田さん（富山）髙田さん（高岡）入賞 第１０１回光風会展

24 会員賞を廃止 県展実行委

24 浦田さん（魚津）再入選 日本新工芸展

26 砺波で車内に６３歳男性遺体 ８日午前１１時半ごろ、砺波市三島町のスーパーなどの駐車場で

富山 2 富山政治　期日前投票した有権者 県全体２万４９１０人

25 アカンサスの窓修復 砺波・名越さん宅　明治期の土蔵

27 県外審査員に高越氏ら決定 第７０回県展

27 チューリップフェア ２３日開幕、砺波に来られ　市長ら浅草寺でＰＲ

28 事件・事故 砺波、車の中で男性死亡

29 地鳴り 思い出詰まったアルミの弁当箱　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集　春を感じる食材　下 「苦味を食せ」季節を味わう　会社員　石丸秀幸　55　富山県砺波市

16 県議選アンケート　④ 北陸新幹線の課題はなに？その克服方法は？

17 越中春秋 夜高

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 32 平成２７年度子どもの読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）の文部科学大臣表彰 【学校】砺波市立庄川小学校

　１０日　金曜日
北日本 2 環境活性化モデル地域 県西部６市　森林保全と藻場を回復

23 となみチューリップ街道 花で観光客を歓迎　国道沿いに１万３１００株

24 志持ち専門の道へ　入学式 砺波准看護学院　実りある２年間誓う

24 読者のひろば 「無い物ねだり」　砺波市　石川祐惠（無職　６７歳）

25 恋愛成就込め植え込み 砺波・四季彩館「ドリーム花壇」作り

25 ５０周年へ実行委 砺波商議所青年部

25 まちなかに花びらアート 25、26日「タピ・ドゥ・フルーとなみ」３年ぶり砺波駅前が会場

28 織田さん（砺波）理事長賞 日本現代工芸美術展　萩下さん（高岡）現代工芸賞

29 第３４回県小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール 最優秀に福野小・山室中

富山 2 県議会の総定数４０人　県議選候補者アンケート 「妥当」が７３．４％　「減らすべき」10人、「増やすべき」1人

4 きょうリニューアル サンコー砺波中央店

18 好機到来をスローガンに 砺波会議所青年部総会

19 砺波２３日からチューリップフェア 歓迎準備着々

　 19 看護の道歩み始め 砺波准看護学院　

19 砺波市議会、定数削減へ 自民会決定、数は今後協議

23 初誕生 鍋澤佑奈（なべざわ　ゆな）ちゃん　砺波市石丸

北陸中日 16 酒だるに花鮮やか 「和の雰囲気楽しんで」

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

27 統一選１５ 県議選　投票率の低下懸念

朝日 27 大舞台初出場 砺波の大石さん 県高野連から７年ぶり　選抜審判で全国実感　経験「地元に還元」

　１１日　土曜日
北日本 21 第２４回危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章 元砺波広域圏事務組合消防監　吉岡　敏明さん（65）砺波市高波

24 砺波四季彩館フェアに合わせ企画展 チューリップ球根栽培１００年　水野さんの功績振り返る

24 油彩水彩の５５点発表 北日本新聞砺波支社カルチャー教室

24 フェアＰＲするフレーム切手発売 砺波

富山 28 新幹線企画と華やか１万本 砺波・チューリップ四季彩館　２３日開幕のフェアＰＲ

28 砺波市長にミニ法被贈る 出町、庄川の保存会
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28 フレーム切手、市長に贈呈 砺波　

28 河合会長を再任 砺波市老人ク連

30 瑞宝双光章　危険業務従事者叙勲　県内から２４人 消防功労　吉岡敏明氏（65）元砺波広域圏事務組合消防監

31 初誕生 櫻井　希樹ちゃん　砺波市豊町２丁目

33 地鳴り 家族３人で小松へ花見に　　西川　良子　62歳（砺波市）

北陸中日 15 チューリップフェアオリジナル切手発売 日本郵政北陸支社

16 危険業務叙勲　県関係２９人受章 瑞宝双光章　　吉岡敏明（65）元県砺波広域圏事務組合消防監

18 盛り上げ加速！ Ｚを追う　北陸新幹線開業

読売 27 よみうり文芸　　　短歌　　田中　譲選 【秀逸】砺波市　　源通ゆきみ

27 〃　　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選 【秀逸】砺波市　　源通ゆきみ　砺波市　尾田外美好

27 〃　　　　　　　　　文芸サークルから 海潮砺波短歌会

28 危険業務叙勲　県関係２９人 瑞宝双光章　【消防】　吉岡敏明（65）（砺波市）

日本経済 32 大手小売り、相次ぎ進出　砺波市イオンモール７月 変わる流通地図

37 危険業務従事者　叙勲受章者　 富山　瑞宝双光章　吉岡　敏明65元砺波広域圏事務組合消防監

　１２日　日曜日
北日本 1 顔　ｆａｃｅ 池田榮一さん。砺波市栴檀山地区中尾

18 各地でスポーツ少年団結団式 砺波　健康な体や心養う

18 朝日中が優勝 黒部名水柔道大会　中学生③庄川

18 ペタンク　 砺波市民大会

21 交通安全活動２１団体表彰 砺波市老人クラブ連合会

26 砺波・栴檀山 中尾集落 空き家移住者と交流　料理や獅子舞で親睦

26 戦後の子どもたち表現 砺波市美術館 石井さん（東京）人形展

26 フェア前に市民が会場清掃 砺波チューリップ公園

富山 18 スポーツ少年団、健闘誓う 砺波

19 ２３日からチューリップフェア 昭和３０年代人形で表現　砺波市美術館で石井さん

19 市民が清掃奉仕 チューリップ公園

19 檜物、福澤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

20 『ごっつお』味わい交流 砺波・中尾集落　よもぎ餅、サトイモの田楽…　

北陸中日 11 夜高ＰＲ市にミニ法被 砺波

11 けんしんフレッシュママさんビーチボール大会 大会結果

毎日 24 毎日書道展北陸展 富山で８月２３日開幕　当番審査員に田守光昭（砺波市）

　１３日　月曜日
北日本 3 県議選 無投票当選者　砺波市

10 とやま文芸散歩 西口鶴子　砺波市在住

11 追想　ありし日 里子外二さん（砺波市庄川町青島）　日中友好に尽力した

12 鯉恋の宮で初の挙式 砺波　水記念公園　桜まつり来場者も祝う

13 本保さん自作を解説 砺波　庄川美術館

13 チューリップ朝市買い物客が続々 砺波　

16 グラウンドゴルフ 砺波市協会第１４回春季大会

20 こども一日記者スタート 取材通し社会に感心　小中学生８人が挑戦

20 春の風情感じながら一服 北日本となみ野茶会

富山 1 富山県議選開票結果 無投票当選　砺波市

4 新富山県議４０人の顔ぶれ 砺波市

16 朝市にぎやか品定め 砺波チューリップ公園　ベーグル、スープ販売

17 チューリップシャワーで祝う 砺波　鯉恋の宮で初の結婚式

17 空き家をギャラリーに 砺波・祖泉

17 東般若が優勝 砺波市ミドル交友会親善春季・第３９回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

17 砺波連合婦人会が研修 リーダー研修会

18 第２９回砺波地区寿野球定期リーグ戦 大会結果

21 地鳴り 富山の観光誘客堅実に余裕持ち 棚田玲子 77歳 (砺波市）

21 地鳴り 富山のＰＲ絶好の機会　別所武　７６歳（砺波市）

北陸中日 10 統一地方選とやま２０１５ 当選県議の皆さん　無投票当選者　砺波市

読売 14 新議員の顔ぶれ 無投票当選者　砺波市

朝日 22 県議選 無投票当選者　砺波市

毎日 20 喜びの当選者 無投票当選者　砺波市

　１４日　火曜日
北日本 1 北陸新幹線開業１ｶ月 利用「おおむね順調」　ＧＷ予約既に満席も
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2 県西部６市長 認定要件設定へ協力要望　連携中枢都市圏知事サポート約束

2 瑞龍寺がサブ会場 11月の伝統的工芸品全国大会 推進協議会を設立

16 春季県高校野球きょう抽選会 １８日からメーン会場の城光寺、県営富山、魚津桃山、砺波の４球場で

20 地域ワイド　チャンドラ号修復へ 砺波　県内最古の消防車　屋内への移転展示検討

21 地域ワイド　土・日の催し素早く放送 となみ衛星通信ＴＶ新番組

22 とやまゼミナール　県花チューリップ② 球根栽培気候ぴったり

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波東部小６年　水澤玲那さん、吉田禅君

26 ６月６、７日の街練りへ準備 庄川町夜高保存会

29 始動 北陸新幹線 開業１カ月県内観光「にぎわい天気図」　来訪増え「晴れ」実感

富山 21 新ＡＬＴが市長表敬 砺波のウィアーさん

21 庄川峡観光協組 金屋石文化地図で紹介　水記念公園きょうから資料展示

25 第５７回県一般男女バスケットボール選手権第２日 大会結果

27 地鳴り 山菜採りのフルコース　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 5 統一地方選とやま２０１５ 当選県議の皆さん

読売 34 バスケットボール　第５７回県一般男女選手権 大会結果

朝日 29 連携広域圏支援県に要望書提出 西部６市長

毎日 26 新幹線開業１カ月 「観光新時代」期待と課題と

　１５日　水曜日
北日本 14 春季県高校野球　１８日開幕 ４７チーム対戦決まる　タイブレーク導入

14 藤井会長を再任 県高野連

21 庄川水記念公園に展示コーナー 金屋石の歴史紹介　江戸期に採掘石管など２５点

21 部長に脇本さん 砺波　庄川町商工会青年部

26 会長に長原氏 県小学校教育研究会

富山 20 あすから「立山あーとれいん」 入賞８写真を表彰　電車内に展示

21 砺波・庄川水記念公園 金屋石の歴史資料で紹介

21 新部長に脇本氏１０月に５０周年式典 庄川町商工会青年部

25 春季県高校野球大会 ４７チーム１８日から熱戦　全試合でタイブレーク導入

25 藤井会長を再任 春季総会　藤井修二会長（砺波校長）

北陸中日 21 春季県高校野球組み合わせ 新湊初戦は片山学園

22 金屋石を観光資源に 庄川水記念公園に展示コーナー

読売 34 春の高校野球 新湊初戦は片山学園　全試合でタイブレーク制導入

朝日 27 高校野球 富山大会７月９日開幕　決勝は高岡の新球場

27 〃 春季タイブレーク制

27 〃 会長に藤井氏を再任

毎日 22 県高野連総会 夏の大会７月９日開幕　春季県高校野球対戦決まる

　１６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、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ヒュウガミズキなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

23 空き家点検を代行 砺波　シルバー人材センター新サービス開始

23 交通事故撲滅誓う 砺波　市交通安全対策会議

24 わが家のアイドル 田口湊大（たぐち　そうた）ちゃん　砺波市出身

25 となみ野公共交通創造市民会議 城端線の歴史紹介　冊子を発刊中学生に配布

25 「フェニックスメモリー」「紅ずきん」「ワールドファボリット」 砺波１８日の高波まつりで見頃　希少チューリップ見て

25 各地で特殊詐欺被害防止訴え 富山銀砺波チューリップ支店

富山 27 来月１１日に人波作戦 砺波市交通安全対策会議

27 違法屋外広告物を撤去 チューリップフェアへ砺波

27 感謝の花鉢贈る 北陸銀砺波支店

27 年金支給日「詐欺に注意を」各地で啓発活動 砺波署

北陸中日 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

18 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド　イベント チューリップバルーン２０１５

読売 30 最優秀賞に片岸さん 城端・氷見沿線の写真コンテスト　カメラ部門

　１７日　金曜日
北日本 20 地域ワイド　フェア会場に新展望台 砺波チューリップ公園

21 ３個人３団体表彰 砺波市防犯協会

26 W７系　20万本で表現 23日からチューリップフェア
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26 小説の世界 ビジュアルで 藤森さん挿絵原画展 来月29日から文学館
富山 22 遮光ネット撤去開始　23日開幕へ準備 新たにミニ展望台　　砺波チューリップフェア

23 初誕生 岡野　健吾ちゃん　　砺波市広上町

25 地鳴り 亡き姉の孫わが家を来訪　　西川　良子　62歳（砺波市）
27 トレーラーと接触 自転車の男性重体 魚津の国道
27 ほたるいか 砺波市漁協川開き

北陸中日 5 発言 原発廃炉費用議論深めたい　　会社員　石丸　秀幸５５　富山県砺波市

15 一面の花　もうすぐ チューリップフェア　砺波で準備着々

15 プリンセス「ぜひ来てね」 本紙富山支局でPR

読売 30 チューリップ見に来てね 23日から砺波でフェア

　１８日　土曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い 佳作　廣橋玉枝、二俣れい子

19 砺波市議会 議員定数２減へ

19 会長に稲垣さん 砺波　市日中友好交流協会

20 砺波・四季彩館 紅梅植え日台の絆強く　関係者招き観光交流誓う

20 おとぎ話の世界を表現 砺波　県花総合センター

20 となみチューリップフェア　見どころチェック 開幕まで５日　ミニ新幹線が登場

20 行楽シーズン控え庄川河川敷で清掃 砺波　となみセントラルライオンズクラブや砺波署、市など

20 読者のひろば 開館を出発点に　砺波市　柏樹直樹（無職　７９歳）

20 仲間と集う 砺波俳句教室の仲間　（砺波市　米沢義昭）

21 手織り裂き織り作品発表 砺波　本社砺波・射水の教室受講生

21 成長願いこいのぼり掲揚 砺波　市社会福祉庄東センター園児ら参加

27 放火容疑で別居妻逮捕 砺波署

富山 2 市町村長会議　知事、国に対応要請へ 農地集積の地域協力金　「支払いなし」　
2 東京五輪までに世界認定 支援自治体会議目指す

27 砺波市議会定数１８に 改革委報告書 ２減、次回選から

27 となみチューリップフェア２３日開幕 台湾と友好へ四季彩館紅梅植樹　代表処などの一行訪れる

27 〃 「山の音楽家」で演出　県花総合センター

27 〃 庄川河川敷ごみ拾い　となみセントラルＬＣなど

27 大空にこいのぼり 砺波・庄東センター

27 新会長に稲垣氏 砺波市日中友好交流協

33 放火容疑で女逮捕 砺波の火事

北陸中日 16 おとぎ話の世界表現 となみフェア 特別展示始まる

読売 30 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

30 〃 川柳【秀逸】砺波市　前田美智子

毎日 24 となみチューリップフェア　２３日から プリンセスがＰＲ

　１９日　日曜日
北日本 15 春季県高校野球開幕 砺波0-6富山東

25 劇団「となみミュージカルキッズ」 結成１０年初の東京公演　池袋で８月出演者顔合わせ

25 緊急時対応を確認 砺波市消防団と砺波消防署

26 となみチューリップフェア　見どころチェック 開幕まで４日　フラワーヒルが復活

26 チューリップ１００万本鮮やか 砺波　高波でまつり写生大会も

26 わが家のアイドル 端保大地（たんぽ　だいち）ちゃん　１歳６カ月

27 庄川美術館が実技講座 砺波　春の河畔３０人描く

32 強風で初日中止きょう競技飛行 砺波　チューリップバルーン

富山 1 色とりどり１００万本 砺波・高波チューリップまつり親子ら楽しむ

2 社説 この春は「勝負どころ」だ

19 防火意識高める 砺波市消防が訓練

19 水田、浜さんが歌謡舞台 砺波市福祉センター「北部苑」で

21 デスク日誌 庄川峡の魅力の一つに

21 第８７回春季県高校野球大会第１日 砺波0-6富山東
北陸中日 10 氷見のわら文化 理解を 来月、見学体験 都内・棚田オーナーら

10 ファイル１１０番 妻が放火の疑い

11 春季高校野球が開幕 砺波0-6富山東

12 高波チューリップまつり １００万本…あなたに語りかける

読売 30 春の高校野球開幕 砺波0-6富山東

朝日 27 春季４球場で開幕 高校野球県内各地熱戦　砺波0-6富山東

毎日 22 春季県高校野球開幕 砺波0-6富山東
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　２０日　月曜日
北日本 18 県高校春季大会 ラグビー １回戦 砺波・高岡89-5魚津・富山西・高専本郷、魚津工50-0砺波工

20 春季県高校野球 第２日 不二越工2-3砺波工

23 会長に坂井さん 砺波　市身体障害者協会

24 となみチューリップフェア　見どころチェック 開幕まで３日　恋する２人のドリーム花壇

28 彫刻の第４５回日彫展 運営委員出品＝齋藤尤鶴、大丸敏（砺波市）

31 となみ野上空カラフルに チューリップバルーン

富山 14 砺波の宮木さん婦中にオープン 生まれ故郷で直売所再開　「触れ合いの場に」

15 砺波・出町中で創校記念式 卒業生で中京大工学部教授の沼田宗敏氏が講演

17 第８７回春季県高校野球大会第２日 不二越工2-3砺波工

18 日本彫刻会の第４５回日彫展 出品者　齋藤尤鶴、大丸敏（砺波市）

18 砺波でチューリップバルーン 熱気球空彩る

北陸中日 16 ニュースに迫る ツアー２年目記者が同行　砺波の七福神再発見

17 春季県高校野球１、２回戦 不二越工2-3砺波工

18 空彩る熱気球集合 チューリップフェアＰＲ全国から砺波に

読売 30 砺波市３世代同居支援 入館無料 目印ステッカー

30 春季県高校野球 不二越工2-3砺波工

朝日 31 新幹線花の絵も砺波で２３日から チューリップフェア

31 春季県高校野球 不二越工2-3砺波工

毎日 24 第８７回春季県高校野球大会兼第１３２回北信越地区大会県予選不二越工2-3砺波工
24 県高校春季ラグビー大会 魚津工50-0砺波工

　２１日　火曜日
北日本 18 わが家のアイドル 西田愛衣絢（にしだ　めいあ）ちゃん　２歳

18 となみチューリップフェア　見どころチェック 開幕まで２日　日本一６５０品種の花壇

24 会長に近藤さん 北日本四季の会　新副会長田畑順司郎（砺波）

24 アイビーコンでスマホに観光情報 南砺の２社　チューリップフェアで試験
24 幸せ呼ぶ 布の花束 チューリップフェアで販売 鯉恋の宮で願掛け

24 伝統工芸諸工芸部会展 林哲三さん（砺波市）再入選

26 高校生就職内定過去最高９９．９％ 県内昨年度求人増・企業開拓で

26 県内で強風列車遅れも 富山で最大２３㍍

富山 23 となみチューリップフェアで販売 布製の花束 幸せの願懸け　庄川「鯉恋の宮」

24 林、細川さん再入選 伝統工芸木竹展

25 第５７回県高校剣道春季大会 大会結果

25 県高校春季ラグビー大会第１日 大会結果

25 県グラウンドゴルフ春季大会 大会結果

27 地鳴り 人名のような品種に見入る　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

北陸中日 17 チューリップフェア成功を 砺波市観光協が鯉恋の宮で祈願

毎日 26 となみチューリップフェア 新たなおもてなし　ムスリム対応礼拝場所やコンパス

　２２日　水曜日
北日本 23 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市　安念智栄子、中井溥子

27 定数２減で全会一致 砺波市議会全員協　次回市議選から適用
27 市防災士連絡協 来月11日発足 砺波市

27 女性の人物画２５点 高岡　末広美術会作品展　砺波市の洋画家、林清納さん主宰

27 市鳥獣被害対策実施隊を１１人増員 砺波市

28 花びらドレスで挙式 ２６日のタピ・ドゥ・フルーとなみ　チューリップ１００本分使用

28 オランダからジュニア使節団 砺波市

28 復興への力強い太鼓見て 宮城・閖上保存会２日フェア会場で

28 となみチューリップフェア　見どころチェック 開幕まで１日　先人の功績振り返る

富山 24 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会３月句会

29 押し花作品を展示 富山銀砺波チューリップ

29 リッセからジュニア使節団 砺波で「思い出育みたい」

29 市町村議会（２１日）　砺波市 有料駐車場を新設通路の段差解消　砺波駅前広場

29 鳥獣被害対策隊員に３８人任命 砺波市

32 Ｗｉ－Ｆｉ整備富山トップ 観光地や空港　金大助教ら調査

32 佐久間兄弟ルーツたどる 長野の団体、富山へツアー

33 地鳴り より良く生きるための知恵を　石川祐惠　６７歳（砺波市）

33 〃 大小あれど元気に成長　藤井昭通　４２歳（砺波市・会社員）
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北陸中日 19 ジュニア使節団来訪 砺波　オランダ・リッセ市から

読売 35 学力テスト 公立校１万８５２５人参加

35 砺波市会定数２削減し１８に 砺波市議会

　２３日　木曜日
北日本 3 県議会 自民委員長ポスト独占　２副委員長は社民・共産

3 自民県連 米原氏が会長代行続投　常任顧問に四方・鹿熊氏

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ジンチョウゲなど　砺波市高道

21 情報かわらばん となみ野

21 県内朝市夕市 砺波市

23 庄川夜高若連中 庄川音頭動画で発信　６月の祭りへ撮影快調

23 会長に中道さん（南砺） 砺波地区公民館連合会

23 レジ袋の売上金、環境施策に寄付 南砺、砺波、小矢部の３市でスーパーを展開する三喜有

25 となみチューリップフェアきょう開幕 県チューリップ切り花品評会　センティア「初桜」最高賞

25 〃 城端線初の快速１日７本　来月３～５日　高岡・新高岡 砺波に停車

25 〃 花のシャワーに歓声　高波観光圃場　園児が花摘み体験

25 〃 イオンが電子マネー発行　チューリップＷＡＯＮ

25 〃 きょう「クルーズ」開始　庄川遊覧船　フェア入場券で２割引き

32 改組新第１回日展富山展 作品次々 会場華やか　県民会館２５日開幕へ搬入

富山 1 きょうからとなみチューリップフェア 新幹線２０万本で描く

3 自民 参院選へ新体制固まる 県連会長代行米原氏が続投

31 会長に中道氏選任 砺波地区公民館連合会

36 チューリップフェアきょう開幕 クルーズ出航花添える　砺波・期間中に１日６便

36 〃 園児が摘花作業体験　高波観光圃場

　 36 〃 イオン　ご当地ＷＡＯＮを発行

37 地鳴り 孫息子２人が校歌の練習　小倉慶子　７０歳（砺波市）

　 37 〃 待望の新幹線に乗り善光寺へ　別所武　７６歳（砺波市）

北陸中日 5 テーマ特集　アースデー　下 温暖化防止に日本の技術を　上野亮平　７２　富山県砺波市

16 佐久間兄弟 縁に交流 長野のグループ富山城など訪問

17 砺波のご当地ＷＡＯＮ発行 イオンきょうから

17 庄川クルーズどうぞ きょうから　小牧港ー長崎大橋

17 ほら、幸せのシャワー 砺波

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

18 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド イベント　となみチューリップフェア2015

18 〃 まつり  出町子供歌舞伎曳山（ひきやま）祭

　２４日　金曜日
北日本 1 ６５０品種華やか チューリップフェア開幕

4 ７月開業イオンモールとなみ 三越伊勢丹の小型店出店

20～21 改組新第１回日展富山展 洗練・躍動　心映す　県関係出品者

29 金唐革紙の歴史紹介 砺波郷土資料館　製造工程も解説

29 砺波署管内少年警察ボランティア 少年補導員

31 栴檀山の山菜ふんだん 砺波　夢の平コスモス荘 定食きょうから発売

31 直売所を新設 11月まで営業

31 ざっくばらん 宮大工　平井健司さん（砺波市・４４歳）

37 砺波　むかわ町交流協会発足 姉妹都市２０年記念会長に藤森さん

37 とやま科学五輪８月に６会場で 実施委員会　８月８日に桜井、富山中部、高岡、砺波の４高校を会場に

38 改組新第１回日展富山展 感性響く空間演出　奥田・藤森氏ら展示指導　あすから一般公開

富山 1 チューリップフェア砺波で開幕 ２５０万本咲き誇る

21 むかわ町交流協を設立 砺波で総会　初代会長に藤森氏

21 少年警察ボランティア委嘱 砺波署

22 砺波・夢の平コスモス荘 旬の山菜、野菜を安く　直売所オープン

22 末永さん優勝 第４回健康麻将となみ大正蔵杯

北陸中日 15 となみチューリップフェア開幕 会場いっぱい花と笑顔

15 スイセン鑑賞と山菜定食どうぞ 砺波・栴檀山地区

26 咲き誇る２５０万本 となみチューリップフェア開幕

読売 29 新幹線北陸への旅　ＹＯＬに特設ページ 春を彩る２５０万本

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館
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朝日 25 チューリップフェア フラワーヒル６年ぶり

33 北陸新幹線で見に来て 砺波チューリップ公園

毎日 26 ２０万本で北陸新幹線 となみチューリップフェア開幕

26 ギャラリーだより 2015となみチューリップフェア特別展「人形展 昭和のこどもたち」

　２５日　土曜日
北日本 1 改組新第１回　日展富山展が開幕 日本の美 新たな息吹

2 となみ政経懇話会　４月例会 植田氏（医学ジャーナリスト）が講演

27 砺波の田中さん　中山間地で球根栽培 チューリップ摘んだよ　地元園児５人が体験

27 山野草生け花１００点 散居村館できょうから

27 地域ニュース　砺波 伝統家屋に多彩なアート

29 女性部長に紺田さん 庄川町商工会

富山 5 コンビニ百貨店　砺波に北陸１号店 三越伊勢丹ＨＤ

5 砺波に北陸３号店 リンガーハット秋本社長が意向

5 ファミリー層開拓 ラスパ白山

25 くらしの日記 孫の通園　　　浦　外喜夫　　６５歳（砺波市庄川町小牧）

32 ボトルキャップ50ｷﾛ　ワクチン接種へ寄託 砺波・庄川町商工会女性部

33 砺波市チューリップ球根振興事業 新規生産者の摘花　幼稚園児手伝う

33 読書実践の大臣表彰報告 砺波市庄川小

37 地鳴り コント　　　（砺波・越中之助）

北陸中日 15 北陸文芸　　歌壇　　岩田 記未子選 一席　砺波市　　　源通ゆきみ

15 〃　　　　　　俳壇　　松本 松魚選 三席　〃　　　　　　〃

20 チューリップ摘花 お手伝い 砺波の畑で栴檀野幼稚園児

読売 32 高齢者叙勲（５月１日） 瑞宝双光章　南本友一氏（元県砺波農業改良普及所長）砺波市高波

　２６日　日曜日
北日本 5 社説 砺波地区「認知症ケアパス」　早期受診に活用したい

5 県内外建築家６人設計の住宅を紹介 砺波で展示

15 県高校春季大会 柔道、バスケットボール、バレーボール、ラグビー

22 読者のひろば 花いっぱい春盛り　砺波市　島田栄（農業　６６歳）

28 タピ・ドゥ・フルー 砺波駅前に花びら地上絵　駅舎は光のアート

28 「満開宣言」の中 会場で公開挙式 となみチューリップフェアの砺波チューリップ公園

28 高波地区歩き砺波の春堪能 「ＫＯ・ＲＡ・ＲＥ」

28 ４００㍍の菜の花見頃 砺波　矢木の国道３５９号

28 記者ぶろぐ 広報４月号 人気の理由

30 改組新第１回日展富山展 革新続ける精神強調　記念座談会 新体制や未来像語る

富山 18 砺波・矢木 フラワーロード 菜の花満開　今後もヒマワリ、コスモス

19 ミニチュアを寄贈 金沢工大生が砺波・曳山会館

22 チューリップ満開 砺波フェアに１万９千人　６０万枚華やか地上絵

23 地鳴り 「かがやき」で長男の結納に　石崎弘毅　６２歳（砺波市・会社員）

24 砺波・久泉で田植え てんたかく水田青々　県内きょう夏日か

北陸中日 12 花々に誓う永遠の愛 チューリップフェア　会場で結婚式

13 県高校春季柔道選手権大会 大会結果

20 砺波・常設展示へ 曳山会館１/５０リアル　木目、畳まで正確 金沢工大生が模型寄贈

読売 28 今年のプリンセス活動開始 チューリップフェアで表彰

　２７日　月曜日
北日本 11 第３回高岡ねがいみち駅伝 男子は富山大原が栄冠　女子はＪＡとなみ野

11 種目別成績と優勝ひとこと 駅伝女子①たまきちっこ、個人ラン①山本佳奈（砺波市）

11 野球　第３回太陽スポーツ・TSTとなみ杯砺波地区少年大会 大会結果

14 春季県高校野球　第４日 氷見5-4砺波工

15 チューリップ杯ビーチボール 砺波で１２５チーム熱戦

21 第３５回魚津しんきろうマラソン 種目別成績

21 県高校春季大会 バレーボール、柔道、バスケットボール、卓球

23 キャップ２万個など寄付 砺波　庄川町商工会女性部

23 読書活動の優秀実践校表彰を報告 砺波　庄川小

25 花のバージンロード歩く 砺波　フラワーウエディング ドレスも花びらで彩り

28 県太鼓打ち競技会 河合さん（砺波）大人の部Ｖ　ジュニアは斎藤さん（出町中）

29 クマ出没情報　２６日 砺波市　庄川町小牧

30 改組新第１回日展富山展 全５部門初の解説会　一線作家が見方説明
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富山 15 第８７回春季県高校野球第４日 氷見5-4砺波工

15 県高校春季大会 柔道、ラグビー、バスケットボール、バレーボール

16 砺波で舞獅道一煌流 獅子頭お披露目　燃え盛る炎イメージ

17 絵画や古布服展示 庄川美術愛好家

17 栴檀野親睦ゲートボール大会 福岡ビクトリーが優勝

17 第２６回砺波市グラウンドゴルフ協会長杯大会 中居、村岡さん制す

北陸中日 11 春季県高校野球　 氷見5-4砺波工

11 県高校春季大会 柔道

11 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）サッカーリーグ 大会結果

11 県一般男女バスケットボール選手権大会 大会結果

読売 14 第８７回春季県高校野球大会 氷見5-4砺波工

15 砺波でフラワーウェディング 花びらドレス永遠の愛誓う

朝日 19 ユッケ食中毒発覚から４年 遺族 風化を危惧　早急な立件求めて働く

19 第８７回春季県高校野球大会 氷見5-4砺波工

毎日 20 第８７回春季県高校野球大会兼第１３２回北信越地区大会県予選 氷見5-4砺波工

２８日　火曜日
北日本 3 かがやき 新高岡停車 県西部６市期成同盟会　増便・定期化も要望

13 北日本文芸　　　歌壇　佐佐木幸綱 選 人　　砺波市　山森　和子　佳作　藤井　哲夫　入選　　吉田 晃子

13 〃　　　　 　　　　俳壇　中坪 達哉　選　　　　　 佳作　砺波市　中邨　宗承　源通ゆきみ　小野田裕司  二俣れい子　藤井哲尾

13 〃　　　　 　　　　柳壇　松岡 　緑朗 選　　　　　人　砺波市　吉川　博　佳作　倉田　外丸　

17 春の褒章　　黄綬 おおみ設計社長　近江　吉郎さん（65）砺波市東保

19 ポリオ撲滅へ　公開講演会 砺波ＲＣ

21 アイスで庄川活性化 女性グループ「エメポロ」あす発売

26 農地防災などで国に提案活動 砺波で全国対策競技会

27 ｋｉｎｅｔ2016 富山で合同企業説明会

富山 3 新高岡停車の維持要望 かがやき　県西部の同盟会

3 富山駅自由通路に花のじゅうたん 市が３０日

28 県内から１団体、１０氏 黄綬　近江　吉郎氏（65）砺波市東保

29 地鳴り いかに今が大切かを知る　　　藤井　昭道42歳（砺波市・会社員）

北陸中日 17 春の褒章　県関係者　道一筋 １０人１団体 黄綬褒章　元県検知器氏事務所協会長　近江 吉郎さん（65）

読売 32 春の褒章　１団体１０人に 黄綬褒章 近江 吉郎65　おおみ設計代表取締役（砺波市）

33 ユッケ食中毒４年 遺族ら少しずつ前へ

毎日 26 春の褒章　県内から　１０人、１団体 黄綬褒章 近江 吉郎65　おおみ設計代表取締役 砺波市

朝日 31 黄綬褒章　砺波・近江吉郎さん=建築士 長く残る建物「妥協できない」

　２９日　水曜日
北日本 21 春の叙勲　県内受章者 旭日双光章　元砺波市議会議長　山岸銀七さん（70）　砺波市市谷

23 鮮やか芝桜１万株 砺波・新屋敷住民がおもてなし

23 園児が花摘み体験 砺波

24 耕作放棄地で薬草栽培 砺波・栴檀山　試験的にトウキの苗２０００本

24 読者のひろば 春に誘われて旅へ　砺波市　横井君子（主婦　７３歳）

28 きょうから出町子供歌舞伎曳山祭 元気な演技見せるぞ　本番前に「稽古上げ」

28 会長に木村氏 県高校教育研究会　副会長＝松倉泉（砺波工業高校長）

富山 7 介護保険料 月５５１４円 全国平均 １０年後は８千円超に　６５歳以上

15 春の叙勲　県内から４３人 旭日双光章　山岸銀七さん（70）　砺波市市谷　元砺波市議会議長

24 砺波・田中営農組合 摘花　チューリップで園児

25 新屋敷環境保全推進協・女性グループ シバザクラ満開を案内

25 市域越え初の合同訓練 高岡戸出、砺波消防署隊員

27 薬用作物トウキ砺波で栽培 栴檀山、安川農地を有効活用

28 きょうから出町子供歌舞伎 砺波　東曳山が稽古上げ

29 地鳴り 歯は大切だとつくづく実感　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

北陸中日 17 春の叙勲　県内在住者４３人 旭日双光章　山岸銀七（70）　元砺波市議　砺波市

17 子供歌舞伎準備よし！ 砺波・出町地区最後の通し稽古

17 栴檀山地域活性で薬草トウキを植栽 砺波の委員会

18 園児と高齢者がコンサート交流 砺波市福祉センター

18 とやま季節の音色 散居村ブルー　マジックアワー幻想的

読売 30 春の叙勲　４９人に栄誉 旭日双光章　山岸銀七　７０　元砺波市議（砺波市）

朝日 26 展覧会 ２０１５となみチューリップフェア特別展　昭和のこどもたち
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27 春の叙勲県内から４３人 旭日双光章　山岸銀七（地方自治）　７０　砺波

　３０日　木曜日
北日本 1 情感込め堂々演技 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭

9 改組新第１回日展富山展 審査透明化若手伸びる　開幕記念座談会 新たな船出へ　上

10 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

10 花通信 県花総合センターのハナズオウなど　砺波市高道

11 情報かわらばん となみ野

11 県内朝市夕市 砺波市

28 読者のひろば 利用したい城端線　砺波市　小西文子（主婦　７１歳）

35 昭和天皇実録 異例の人気 宮内庁２４年かけ編さん　初回２巻１カ月で９万部

富山 1 砺波で出町子供歌舞伎 堂々の熱演

22 一面黄色３０万本 夢の平、スイセン見頃　砺波 ２、３日にそばまつり

28 となみチューリップフェア ＧＷに新幹線効果　来場３万人に手応え

29 地鳴り あふれる活力頭が下がる　山田敏江　７２歳（砺波市）

北陸中日 17 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

17 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド イベント　せんだん山水仙そば祭り、庄川木工まつり

26 子供歌舞伎「うまいっ」 砺波・曳山祭開幕

読売 31 小さな千両役者 出町子供歌舞伎曳山

      　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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