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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  １日　土曜日
北日本 2 叙位叙勲（３１日） 従六位 元砺波市立出町小校長 山本弘氏（８８）=砺波市宮森

2 来社 ３１日 砺波支社

3 県内で４市目の景観行政団体に 氷見市 

3 北日本四政経懇話会 ４月例会 となみ政経懇話会

13 県の新規採用教職員 小学校ほか

13 省庁・団体人事 富山地方法務局ほか

17 砺波市 ２認定こども園・民営化保育園オープン 「子育てするなら砺波」 多様なニーズに対応

27 天位に渡辺さん（砺波） 富山 ふちゅう曲水の宴 短歌入選作を発表

28 民具館と四季彩館共通入場券を発売 砺波 市花と緑と文化の財団

29 熱々の中華振る舞う 南砺 県中華料理生活衛生同業組合

29 ざっくばらん エアロビクスインストラクター 嶋之内 千春さん（砺波市 ３８歳）

29 地元食材使った自慢の料理提供 砺波 となみ野おもてなしご膳

36 砺波の公園に女性遺体 砺波市杉木の住宅街の公園で

富山 3 本社来訪（３１日） 砺波総局

25 ２４事業所連携となみ野ご膳 地物ふんだん、きょうから提供 市観光協企画

25 砺波市カローリングクラブ 協会に変更、体協加盟へ 新会長に河合氏

26 教育の道へ 一歩 県教委 新採３１０人に辞令

26 富山労働局人事（１日） 砺波公共職業安定所長ほか

27 叙位叙勲（３１日） 従六位 元砺波市立出町小校長 山本弘氏（８８）=砺波市宮森１２２

29 事件・事故 砺波の公園に焼死体

北陸中日 20 叙位叙勲（３１日） 従六位 元砺波市立出町小校長 山本弘氏（８８）

20 来訪（３１日） 砺波通信局

21 ３１０人子どもの道照らせ 新規採用教職員に辞令交付

21 春の色 乱れ咲き 砺波 四季彩館で季節展示

21 ファイル１１０番 公園で女性焼死か

読売 22 脊椎・脊髄病の専門外来 今月から 砺波総合病院にセンター

22 チューリップの切手 フェアに合わせ販売 日本郵便北陸本社

22 叙位叙勲（３月３１日） 従六位 山本弘氏（元砺波市立出町小学校長）

23 春告げる淡い黄色 砺波市高道の県花総合センター

  ２日　日曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生３７ 第３部 審判前夜⑦ 討論会 有志の熱意 背く議会

18 読者のひろば 健康を維持したい  砺波市 横井君子（主婦 ７５歳）

19 女性や風景描く 富山 林さん洋画教室作品展

20 園舎も新たに第一歩 砺波 あぶらでん保育園開園

20 少年野球１４チーム優勝争う 南砺 第５回太陽スポーツ・TSTとなみ杯砺波地区少年野球大会

21 「カローリング協会」に変更 砺波 砺波市カローリングクラブ

24 とやまｗｅｂｕｎランキング ３月２５～３１日 ⑥砺波・寺尾温泉７月に“復活”

25 不要携帯で五輪メダル 県内自治体も回収

富山 12 ニュース・アイ ３月 佳作 「唐島にかかる虹」杉村洋子・砺波市東石丸

19 くらしの日記 うれし恥ずかし 柴田照子 ６７歳（砺波市鷹栖）

21 しいたけ栽培 親子で挑戦 砺波で菌打ち込み

21 園児、新しい施設に期待 砺波、あぶらでん保育園

23 東アジアホープス卓球大会県予選会 大会結果

25 地鳴り チューリップ日に日に成長 紫藤 道子 ８２歳（砺波市）

読売 26 病院の実力～富山編１１０ 脳腫瘍 下垂体腺腫 内視鏡で切除

  ３日　月曜日
北日本 3 行政経験に期待感 県OB首長３人に

22 茶席・ライブ 催し多彩 桜まつり開幕

23 自然感じる遊戯室　子育てセンター併設 砺波　南部認定こども園　６日開所へ内覧会

23 べるもんた車内でフェア開幕をPR 砺波　プリンセスチューリップら

23 情感たっぷりにしなやかな舞 砺波　「喜代の会」おさらい会

29 酒気帯び容疑　砺波で衝突の女逮捕 大谷優子容疑者

富山 1 呉西５市と関係構築を 氷見市　５市との不協和音
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18 ６日開所へ３００人見学 砺波・南部認定こども園

19 庄川峡桜まつり開幕 寒風の中、開花待ち

19 キンキマメザクラ観察 砺波・頼成の森

19 チューリップフェア前に砺波市民が清掃 第１３回砺波市民ごみゼロ運動

24 酒気帯び運転容疑　バスと衝突、逃走 砺波署、女逮捕

北陸中日 11 元気で大きくな～れ 砺波市南部こども園　内覧

11 つぼみ　ぷくっ 庄川峡桜まつり始まる

朝日 13 酒気帯び運転容疑で逮捕 大谷優子容疑者

  ４日　火曜日
北日本 23 大正琴演奏に磨き 最終合同練習

23 シイタケ育って 雄神集会センターで開催

23 フェアに向け市内きれいに 市民ごみゼロ運動

23 男女275人が熱戦 チューリップ杯バド

29 砺波で男性はねられ重傷 自転車　長森文雄さん

29 砺波の女性遺体　死因は焼死 杉木の公園

富山 22 安全・安心へ決意新た 交通指導員　各地で委嘱

25 県ラージボール卓球選手権 男子単　シックスティ②服部（砺波市卓協）

26 市長　新戦力に期待 仕事始め　辞令交付式

27 事件・事故 車と衝突、自転車の男性重傷

27 〃 遺体の女性は焼死

27 地鳴り 暖かくなると何でもやりたい　河合泰83歳（砺波市）

27 〃 昔ながらの農業に汗かく　犀川寮明69歳（砺波市）

日経新聞 35 経済と観光の活性化　魅力ある地域づくりに向けて 北陸新幹線２周年

  ５日　水曜日
北日本 2 来社 砺波支社

18 交通指導員委嘱 砺波署管内

18 「代かき」再現ビデオ収録 砺波　石野さん 福祉施設で活用

19 切妻屋根をモチーフ 砺波　チューリップ公園 新「北門」が完成

19 来場者５万５５８６人外国人大幅増 １６年度　四季彩館

19 ロータリー奨学生励ます 砺波　ファティン・アミラさんの慰労・激励会

19 「頑張ってほしい」 夏野市長がエール

27 聖火リレー どこ駆ける 「全１５市町村通過」浮上

富山 3 本社来訪 砺波総局

21 すこやか育児 江村彩香さん　砺波市若草町

24 医療最前線５６ 不退転の決意で経営　砺波総合病院①　院長 伊東 正太郎さん（６３）

24 切り妻屋根の新北門完成 砺波チューリップ公園

24 入館者が過去最高 昨年度の四季彩館

27 地鳴り 思慮不足の核兵器条約　大西一史６７歳（砺波市・自営業）

北陸中日 16 来訪 砺波通信局

読売 13 四季彩館 最多の5万5586人 昨年度入場客 外国客も大幅増

13 新たな北門完成 砺波チューリップ公園

  ６日　木曜日
北日本 2 来社 本社　砺波支社 市長、副市長、企画総務部長

18 県内美術館・博物館の催し ４／６～４／１２

18 花通信 県花総合センターのトサミズキなど　砺波市高道

19 情報かわらばん となみ野

19 朝市 夕市 チューリップ朝市

21 卓球　県ラージボール選手権 男子　シックスティ②服部一幸（砺波市卓協）

25 読者のひろば 防火のシンボル　広島県　大森優（通信大学生４０歳）

29 転用調査など 農地パトロール 砺波　農業委員会

29 柔和な表情の木彫り人形 砺波　牛島辰馬さんの個展

34 全国舞踊コンクール群舞ジュニア部 可西舞踊研が１，２位

34 記者ぶろぐ 民間主体の活性化期待

35 自転車で転倒の男性重傷 村中良一さん 左脚を折る重傷

富山 3 本社来訪 砺波総局 市長、副市長、企画総務部長

3 「花の大谷」を強化へ 夏野砺波市長　子育て、防災も注力

25 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会３月例会
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25 〃 川柳　となみ野川柳会３月句会

27 農地転用申請の地区パトロール 砺波市農業委

29 桜を眺めランチ 砺波誠友病院

31 西から東から お役所仕事改革を

33 事件・事故 自転車で転倒、男性重傷

33 地鳴り 会話の大切さ　いま一度考えて　春川正人７０歳（砺波市）

北陸中日 20 来訪 砺波通信局 市長、副市長、企画総務部長

22 おでかけガイド 主な美術館・博物館の催し

読売 28 来訪 富山支局 市長、副市長、企画総務部長

朝日 27 来局 富山総局　市長、副市長、企画総務部長

  ７日　金曜日
北日本 2 来社 砺波支社

22 「人波作戦」で安全呼び掛け 市民ら150人参加

23 認定こども園スタート 市内初 出町と南部で開園式

23 「努力惜しまず精進」 砺波准看護学院入学式

29 遺体は砺波の40代女性 死因は焼死

30 「続日本100名城」に県内２ヵ所 富山城と増山城選定

31 城端線車両 “高岡色”消える 「象徴」惜しむ声も

富山 22 事故防止へ決意新た 砺波 国道で人波作戦

23 ２認定こども園開園 砺波で初、出町と南部

23 砺波平野の歴史学ぶ となみJC公開例会

29 事件・事故 遺体は砺波の46歳女性

30 富山城 増山城 続100名城に 地域・時代の代表選出　日本城郭協会

北陸中日 17 「幼保連携」認定 ２こども園開園 砺波

17 四季彩館入館者 開館以降最多に 16年度、5万5586人

17 ファイル１１０番 遺体の身元判明

26 富山城、増山城 「続100名城」に 日本城郭協会選定

読売 13 Friday とやま 美術館・博物館情報

産経 25 続日本100名城 歴史の宝庫 日本城郭協会

 ８日　土曜日
北日本 3 砺波市議選 あす告示 定数２超か

5 富山経済同友会 新田・麦野氏 昇格内定 地域づくりに意欲

5 中高で公開授業 県金融広報委総会

19 第２８回危険業務従事者叙勲 県内２４人 地域の安全支える 瑞宝双光章 横川良心さん（６１）

20 仲間と集う 東海大同窓会富山支部 （砺波市 坂井勇雄）

22 となみ野の歴史学ぶ となみ青年会議所（JC)の４月度公開例会

22 アルミ製スロープ四季彩館に寄付 砺波 アイシン軽金属

22 課題見つけ解決しよう 高岡 新社会人のつどい 心構えやマナー学ぶ

22 訂正 ７日の「『人波作戦』で安全呼び掛け」の記事

23 ざっくばらん チューリップ四季彩館緑化推進係主任 野口喜朗さん（金沢市・３３歳）

23 輪郭緻密な水彩画 砺波 本社砺波支社 素描受講生が作品展

25 プリンセスチューリップ 布子・若林・島田・堀越さん

25 国道沿いにプランター チューリップ街道実行委

26 ４代続けて調律師 福野の竹田怜生さん 「いい音色出したい」

27 警察術科講師は蛯谷・向さんに 警察術科講師の委嘱状交付式 石動高校教諭 向健之輔さん（５５）

28 とやまのキブン 桃太さん（砺波市出町周辺）

富山 2 ５月に本格人事 林市長会見 １８日、市長室トーク

2 相談委員１０人委嘱 富山行政評価事務所

3 山本篤史氏が出馬を表明 砺波市議選

5 代表幹事に新田・麦野氏 富山経済同友会 初の３人体制に

5 5月に臨時列車「チューリップ号」 ＪＲ西金沢支社

23 砺波の華 １７代目決定 プリンセスチューリップ４人 ２１日開幕のフェアから始動

23 簡易スロープ贈る アイシン軽金属が主催財団に

23 国道沿い 歓迎のプランター 街道実行委、６００個設置

24 危険業務従事者叙勲 県内から２４氏 瑞宝双光章 横川良心氏（６１）

26 柔道講師に２人委嘱 県警 

27 地鳴り 健康考えてバランス良く 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）
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別３ とやまのはなやぎ チューリップフェア

別９ 砺波市 ３００万本のチューリップがお出迎え

北陸中日 12 新代表幹事に新田、麦野氏 富山経済同友会 初の３人体制に

16 砺波市議選も選挙戦の見通し ９日告示

16 北海道移住の足跡 図録に 砺波郷土資料館

16 県警術科講師 ２人に委嘱状 県警 

16 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章  横川良心 ６１ 

17 チューリップフェアへ着々 国道沿いを彩るプランター設置

17 「プリンセス」お披露目 ４人、魅力発信へ意気込み

読売 24 危険業務叙勲２６人 瑞宝双光章 横川良心 ６１ ３等陸佐（砺波市）

25 ２０人が事前審査 砺波

25 富山経済同友会 代表幹事３人に 新田・麦野氏が就任へ

25 今年のプリンセス お目見え ２０１７プリンセスチューリップ

25 フェア会場設置用スロープ８台寄贈 アイシン軽金属

朝日 24 砺波市議選も選挙戦見込み 砺波市議選

24 代表幹事３人に 富山経済同友会

25 県内２４人が受章 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 横川良心（防衛）６１

毎日 25 危険業務従事者叙勲 県内から２４人受章 瑞宝双光章 横川良心 ６１

25 砺波市議選あす告示 任期満了に伴う砺波市議選

 ９日　日曜日
北日本 3 砺波市議選きょう告示 １人不出馬 定数１超か

18 ７７４人活躍誓う 砺波市スポ少結団式

18 県内外の小学生熱戦 サッカー ＦＣたかおかＪｒ．が交歓会

18 中学の部 朝日が栄冠 黒部名水柔道

18 軟式野球 全日本少年大会砺波市大会 ①庄西中

18 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 大会結果

18 卓球　ねんりんピック県予選 女子シングルス　ハイシックスティ③清水絹代（砺波ビタ）

25 チューリップフェア会場清掃 市民ら350人

25 魚や野菜 布で表現 市美術館 宮脇さんアップリケ展

28 庄川美術館 洋画家73人 個性光る スパークリング展開幕

富山 1 砺波市議選１人超か きょう告示

2 砺波市議選 立候補予定者 一面に本記

2 北陸から「名城」選出 郷土の宝守る意識高めたい

20 アップリケ温かく 砺波市美術館で宮脇さん展

20 歓迎の気持ち込め清掃 チューリップ公園 開幕前に300人

20 １年間の健闘誓う 砺波市スポーツ少年団本部結団式

25 事件・事故 窃盗未遂容疑で男逮捕

北陸中日 21 ファイル110番 洗濯物を盗もうとした疑い

読売 32 アップリケ 美術の域に 砺波市美術館　宮脇綾子の軌跡70点展示

 １０日　月曜日
新聞休刊日

 １１日　火曜日
北日本 1 砺波は１超１９人 市議選告示

3 砺波市議選 立候補者 定員１８ 立候補１９

3 本社が号外発行 砺波市議選が告示

23 サッカー ＦＣたかおかＪｒ.交歓会 大会結果

23 サッカー 第２２回蜷川カップ少年大会 大会結果

23 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓ ＸＥＢＩＯ県リーグ 大会結果

23 テニス 県春季中学生選手権 女子単①長山真凜（庄西）

23 バスケットボール 県一般男女選手権 大会結果

23 砺波市協会第16回春季大会 砺波市庄川河川敷公園

27 伝統の組子技術 パリへ 砺波の河島さん制作

29 21日開幕へ生育順調 砺波チューリップ公園 遮光ネット取り外す

31 仮店舗オープン 新鮮な野菜豊富 道の駅 庄川

31 チューリップ朝市開幕 砺波 再会を待ちわびた女性らでにぎわった

富山 1 １人超、１９人出馬 砺波市議選

2 砺波市議選立候補者 届け出順
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24 遮光ネット、撤去開始 砺波チューリップ公園

24 朝採れ野菜や山菜並ぶ 改装中の道の駅庄川 仮店舗開業

24 チューリップ朝市 第２日曜に開始 砺波チューリップ公園で

24 １１月「民謡の世界」安城の保存会参加 砺波市文化協総会

24 独自の県外研修企画 砺波市公民館連絡協議会の総会

27 栄冠へ全力プレーを 砺波寿野球

31 地鳴り 生涯未婚率上がっている  角栄一６５歳（砺波市）

31 コント 砺波・たぬき

北陸中日 5 発言 三寒四温の中 ゆっくり春へ 農業 島田栄６８ 富山県砺波市

21 砺波市議選 １人超の選挙戦に

読売 33 砺波市議選 １９人立候補

朝日 24 砺波市議選候補者 砺波市議選は１９人が立候補

毎日 24 立候補者 砺波市議選１９人立候補

  １２日　水曜日
北日本 22 ６月に地区研修会 公民館連絡協議会総会

22 プリンセスが一日署長 砺波署

23 文化活動尽力の３人を表彰 砺波市文化協会 総会にて３人を表彰

23 未成年の飲酒防止呼び掛け 砺波市小売酒販組合が毎年実施

23 水墨画の力作２６点 高峰美術会の会員展 砺波市表町のギャラリーみかん堂

29 県PTA広報紙コンクール審査 最優秀 小学校は福野

富山 20 伊勢さん一日砺波署長 プリンセスチューリップ 安全運転呼び掛け

23 医療最前線５７ 病院経営に看護の視点　砺波総合病院②　副院長　松原直美さん（５９）

25 １６奉仕団体にギフト券 イオンとなみ、２６万円分贈る

27 地鳴り 街頭指導する人 表彰してほしい　犀川寮明６９歳（砺波市）

北陸中日 15 アップリケ 母のぬくもり 砺波・「宮脇綾子の世界展」

朝日 24 展覧会 宮脇綾子アプリケの世界

  １３日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し 4/13～4/19

16 花通信 県花総合センターのアンズなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市　夕市 ちょっとよってかれま　夢の平コスモス荘旬菜直売所

20 読者のひろば 桜の下で青空教室　砺波市　上野亮平（無職 ７４歳）

22 ギフトカード贈る イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン

23 体育振興へ決意新た スポーツ推進委協総会

23 料理の勉強頑張る 総合カレッジSEO入学式

富山 27 砺波市が２社指名停止 富士通ゼネラル（川崎市） 沖電気工業（東京）

31 地鳴り 早朝に時鐘 書き写す 紫藤道子　８２歳　（砺波市）

32 パナ国の認定返上 砺波の工場、違法残業で

北陸中日 17 消防救急無線入札 談合２社指名停止 砺波市

17 庄川野菜 仮店舗で販売 道の駅改装 ６月中旬まで

18 おでかけガイド 主な美術館・博物館の催し

26 パナ ３種類の認定返上 砺波の工場 違法残業疑いで

毎日 26 「女性活躍」パナ返上 違法残業受け 厚労省の認定３種

産経 22 パナソニックが厚労省の認定返上 ３種類の認定を返上

  １４日　金曜日
北日本 3 来月７日「ふるさとの日」式典 県が参加者募集

5 福祉基金助成先を決定 富山第一銀行の「富山ファーストバンク社会福祉基金」

20・21 改組新第３回日展富山展 県関係出品者 洋画

30 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

33 利き酒や特産品販売 来月１３日若鶴蔵祭り 城端線利用で割引券

33 チャイルドシート着用啓発 砺波 全席シートベルト着用の啓発キャンペーン

33 金岡さんネットV グロスは山崎さん 小矢部  レディスメルヘン杯

36 髙田さん（高岡）光風賞 光風会展 森松さん（福光）は奨励賞

36 チューリップの大花壇見に来てね 金沢でフェアＰＲ

富山 3 「順位が大事」「投票率読めず」 砺波市議選 各陣営、支持拡大図る

25 城端線利用で割引券 来月１３日の若鶴蔵祭り 実行委が来社

25 １年生 砺波市砺波南部小 福田莉理子さん
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26 会長に吉倉、村上氏 中学、小学校教育研究会

27 地鳴り 栄光のメダルは新品の素材で 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

北陸中日 13 となみチューリップ迫力大花壇見に来て 関係者ら本社でＰＲ

読売 21 Ｆｒｉｄａｙ とやま 美術館・博物館情報

23 石川の断層帯も被害想定 県が調査 防災意識向上へ 市町村ごとにまとめる方針

26 活断層リスク再点検 地震の可能性「格付け」 国内の主な活断層帯と３０年以内の地震発生確率

毎日 22 ギャラリーだより となみチューリップフェア特別展「宮脇綾子アプリケの世界」

 １５日　土曜日
北日本 2 票固め 支持拡大に懸命 砺波市議選あす投票

26 新聞エコバッグ教室 砺波市坪北公民館

27 21日からとなみチューリップフェア 希少品種 見に来て四季彩館で特別展示

27 花に囲まれポーズ 県花総合センター

27 栽培100年目 花壇華麗に プリンセス 本社でＰＲ

27 熊本地震救護活動 平時の備えが重要 砺波総合病院で報告会

27 交通事故防止へ 砺波署に宣誓書 利賀ダム工事事務所

30 砺波の魅力伝えるぞ 「チームまち記者」発足

富山 1 砺波市議選、あす投票 定数18に対して19人が立候補

23 チューリップ春爛漫楽しむ 30周年展 春季特別企画展

25 100年の節目彩る300万本 21日からとなみチューリップフェア

28 熊本地震から１年 派遣者が活動報告 砺波総合病院

北陸中日 18 砺波市議選 あす投開票 今回から二減となった議席を争う選挙戦

19 チューリップ300万本 フェア遊びに来て 本紙支局でPR隊

19 北門建て替え完了 砺波チューリップ公園

19 原種系と県内種 60品種を紹介 チューリップ四季彩館

19 フェア前に350人 公園の清掃に汗 二日に続いて二回目

19 園児の手形花びら 桜の絵 県花総合センター 開園30周年記念展示

読売 26 花総合センターで春の草花特別展示 砺波 フラワーアニバーサリー ～花束を君に～

26 チューリップフェア プリンセスがPR 読売新聞富山支局を訪問

27 砺波市議選もあす投票 砺波市議選は16日、投開票される

朝日 24 砺波市議選 あす投開票 砺波市議選が16日、投開票される

毎日 22 砺波市議選 あす投開票 砺波市議選は16日、投開票される

 １６日　日曜日
北日本 1 修錬の美 ファン堪能 県民会館 日展富山展始まる

3 砺波市議選きょう投票 大勢判明は午後11時ごろ

28 SL「弁慶号」きれいに 砺波チューリップ公園 フェア前に清掃

28 強風で飛べず きょう競技 チューリップバルーン

28 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 日本一 700品種花壇

富山 1 砺波市議選きょう投票 16日投票が行われ、即日開票される

2 6月10日から とやま帰農塾 県、参加者募集

2 期日前投票９５７４人 砺波市議選

23 藤井、田畑さん優勝 砺波市パークゴルフ協会 県PG選手権砺波予選

23 砺波で活動開始 「まち記者」暮らし発信

23 蒸気機関車を清掃 チューリップフェア前に

23 きょうに競技順延 砺波のバルーン

23 ホームヘルパーが研修会 砺波地区ホームヘルパー連絡協議会

24 砺波市議選立候補者 定数18-19

北陸中日 17 素材に命 人形展 砺波・庄川水資料館「木の精」19点

26 「中越弁慶号」 輝きいぶし銀 城端線120年 開業当初に活躍

朝日 19 砺波市議選も 16日投票、即日開票される

19 チューリップフェア21日から 砺波で栽培始まり100年を記念

 １７日　月曜日
北日本 1 現職16人全員当選 砺波市議選 投票率65.78％

3 議論の深堀り期待 問われる全市的視点

3 砺波市議選 開票結果 選管最終

17 テニス　稲浪杯ダブルス大会 大会結果

17 水泳 県障害者スポーツ大会 大会結果

25 山下さんが会長 砺波　市身体障害者協会
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25 蔵に調和した生け花学ぶ 砺波　四季の会代表に立野さん

28 最終日も競技中止 立ち上げのみ 砺波チューリップバルーン

28 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 大好評 ミニ列車登場

富山 1 現職16、新人1人当選 砺波市議選 共産元職も議席確保

15 被災バルーン 応援感謝 砺波訪れ、姿披露

15 新会長に山下氏 砺波市身体障害者協

15 スパークスV 砺波市ミドル交友会親善春季・第42回富山新聞社優勝旗争奪ゲートボール大会

17 11人が県初、新記録 県障害者スポーツ大会水泳競技会

20 砺波市議選当選者 定数18

北陸中日 11 砺波市議 18人決まる 砺波市議選確定得票

読売 31 砺波新市議決まる 砺波市議選開票結果

31 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

31 全力プレー誓う となみ野少年野球開会

朝日 33 砺波新市議 18人決まる 砺波市議選開票結果

毎日 22 砺波市議選も 開票作業は深夜まで続いた

 １８日　火曜日
北日本 3 新市議１８人に当選証書 砺波

20 交通安全で２１団体表彰 となみ・そくさい安全２１運動

21 前田さん夫妻の遺志継承 実行委 熱意に奮い立つ

21 地域発信へ２代目看板 庄川町五ケ 特産の種もみデザイン

21 青年部長に井上さん 砺波　庄川町商工会青年部

21 ６部門で２００人が熱戦 砺波　第２６回砺波オープンフレッシュテニス大会

26 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 香りの違い楽しむ

28 富山 風速２４．５メートル あいの風鉄道乱れる

富山 3 砺波の１８人にも付与 任期は５月１日から４年間

3 本社来訪 砺波総局

22 新部長に井上氏 庄川町商工会青年部

23 河合会長を再任 砺波市老人クラブ連合会

毎日 22 砺波市議選 新議員決まる 開票結果

  １９日　水曜日
北日本 13 上野サイエンスの杜から① 国立科学博物館長 林良博  初の世界巡回展受け入れ

20 ４７チーム対戦決まる 春季県高校野球 ２２日開幕

23 人呼んで〝大沢野の円空〟 木彫趣味の平﨑さん 仏像作りに夢中

25 園児がヤマメ放流 砺波 市漁協 庄川で川開き

25 ステンドグラス１５０点 砺波 「グラススタジオＪＩＮ」の砺波教室１０周年記念作品展

30 花を継ぐ【上】砺波チューリップ１００年 フェア支える助っ人 ボランティア 来場者の満足心掛け

30 となみチューリップフェア見どころチェック！ 思い出の１枚撮影

31 小６中３全国学力テスト 県内１万７８４３人挑む 県内 学校別成績公開せず

32 被害者向けに来月和解説明会 えびす事件 フーズ社

富山 28 園児、ヤマメ放流 砺波市漁協 庄川で川開き

29 庄川河川敷を美化 砺波 市民らによる清掃活動

29 ロビー展 キャップアート「ゆずかちゃんとゆずたくん」

29 〃 稲垣環さんプリザーブドフラワー展

30 医療最前線５８ 砺波総合病院③ 泌尿器科部長 江川 雅之さん（５４） ダ・ヴィンチで安心を

31 ４７チーム 春の王座へ 春季県高校野球大会 ２２日に開幕

31 イベント協力など今年度の方針確認 となみ元気道場

31 県一般男女バスケットボール選手権 大会結果

北陸中日 19 高商 初戦は富山工 春季高校野球組み合わせ

19 マスマス大きくなって 砺波 園児ら庄川でヤマメ放流

読売 29 はてな？ 砺波市  野田節子 ７０

30 よみうり文芸 短歌  西能さとみ  俳句  西能さとみ

30 高岡商 初戦は富山工 春の高校野球県大会 富山第一は小杉と

31 学力テストに１万７６２３人参加 今年度の全国学力・学習状況調査

朝日 35 富山大会７月１３日開幕 春季県大会 組み合わせ決まる

毎日 26 「夏」開幕は７月１３日 県高野連春季総会 

26 ２２日開幕 ４７チーム出場 春季県大会 対戦相手決まる
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  ２０日　木曜日
北日本 4 県内５製造者と６責任者に優等賞 金沢国税酒類鑑評会

4 副会長に安宅氏 北陸経済連合会

5 事業支援・地域活性化目指す 県信用組合 第一勧信と連携

14 県内美術館・博物館の催し ４／２０～４／２６

14 花通信 県花総合センターのミツバツツジなど　砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市　夕市 ちょっとよってかれま　夢の平コスモス荘旬菜直売所

17～20 百年前の夢が、咲いたよ。 全面広告

24 読者のひろば 食事も接客も満足　砺波市　北島嘉孝（ケアマネージャー ４５歳）

26 ことしは新企画に力点 砺波 青年サークル「となみ元気道場」

27 健康と福祉 交流拠点に 砺波「ゆずの郷 やまぶき」きょうオープン

30 花を継ぐ【中】砺波チューリップ１００年 試行錯誤し 販路開拓  台湾へ輸出普及へ「花育」ＰＲ

30 となみチューリップフェア見どころチェック！ 花の大谷スケールアップ

30 県小中学校長会 中学会長に牧田氏 小学会長は清田氏

31 連続窃盗の追起訴内容認める 県西部で起きた連続窃盗事件

32 県内で強風 泊で２３㍍ 砺波２０．４㍍

富山 4 副会長に安宅氏 北経連

5 酒類鑑評会表彰 優等賞たたえる 金沢国税局

28 違法看板を撤去 砺波 チューリップフェアへ

29 健康、福祉、交流の拠点 「ゆずの郷 やまぶき」竣工式 砺波・庄川、きょう開所

29 カギかけ運動推進 砺波市防犯協

31 小学校長会 清田氏 中学校長会 牧田氏 小中校長協 杉浦氏 新会長に３氏

31 東京で観光物産ＰＲ 県信用組合 第一勧業信用組合と協定

35 コント 花見 （砺波・越中之助）

36 工具盗事件の被告追起訴内容認める 地裁高岡支部公判

北陸中日 11 酒類鑑評会優等賞 金沢国税局が表彰 吟醸の部 金沢酵母吟醸の部

17 庄川の温泉、景色満喫 「ゆずの郷 やまぶき」完成

18 おでかけガイド イベント ２０１７となみチューリップフェア

18 〃 主な美術館・博物館の催し

読売 30 となみ野少年野球チームの紹介 上 庄東 出町 砺波北部

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 24 県高校ラグビー組み合わせ決定 ２３日開幕・春季大会

　２１日　金曜日
北日本 5 富山支店の開設記念しセミナー 今村証券 県内は高岡、砺波支店と合わせて３店舗体制

11 自慢の一こま 砺波市庄川町青島

20 会長に尾栢さん 砺波市女性団体連絡協議会

20 小牧ダム建設 浅野の業績学ぶ 氷見で庄川中２年生

21 水野さん「紫雲」最高賞 県切り花品評会 四季彩館来月５日まで展示

21 庄川峡の景観楽しんで チューリップ期間中 遊覧船を増便

21 咲き誇る花に笑顔 高波の観光圃場 地元園児が摘花体験

21 「ご膳」提供店までタクシーで送迎 となみ観光交通

21 庄川河川敷きれいに 砺波　河川敷で清掃活動

26 花を継ぐ【下】　若手が「希望の光」 手塩かけ栽培に奮闘

26 軽トラ荷台で本格庭づくり ２８、２９日 砺波市美術館

26 オランダ総領事「今後も交流を」 砺波で歓迎レセプション

29 保護者１７２人分 メアドが流出 砺波庄西中 教諭が誤送信

富山 20 全面広告 ２０１７となみチューリップフェア

23 パトロール開始 砺波・出町防犯組合

23 氷見・薮田出身の浅野総一郎 庄川中生、偉業学ぶ

23 新会長に尾栢氏 砺波市女性団体連絡協

25 チューリップフェアへ 笑顔広がる 庄川でクルーズ

25 チューリップフェアへ 笑顔広がる 園児が摘花体験

27 新会長に林氏 県高体連が総会 砺波高校長を選任

30 １７２人分アドレス誤送信 砺波・庄西中 教諭が保護者に

31 球根栽培１００年 ３００万本で歓迎 チューリップで「花の大谷」

北陸中日 5 テーマ特集 花見報告会 思い出の夜桜 美しさは今も 上野亮平７４　富山県砺波市
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18 会長に林砺波高校長 県高校体育連盟総会

19 チューリップに親しんで 園児が花摘み 砺波

19 チューリップに親しんで クルーズ出発式

28 保護者アドレス １７２人分を誤送信 砺波・庄西中

読売 27 Ｆｒｉｄａｙ とやま 美術館・博物館情報

28 となみ野少年野球のチーム紹介　下 砺波東部　庄南　庄川　

29 メールアドレス誤送信 市立庄西中学校の教諭

31 広告 ＴＯＮＡＭＩ ＴＵＬＩＰ

毎日 22 消防車 地元の愛で修復 砺波 県内最古の「チャンドラ号」

23 色鮮やか３００万本　チューリップ祭  きょから富山

 ２２日　土曜日
北日本 1 球根栽培１００年目の彩り となみチューリップフェア開幕

3 となみ政経懇話会 ４月例会 講師 上智大総合グローバル学部教授 前嶋和弘氏

28 条例違反の看板など撤去 砺波 違反屋外広告物のパトロール

28 防犯功労の８人３団体表彰 砺波 砺波市防犯協会

29 シバザクラ見に来て 砺波 岸渡川沿い１４００㍍ きょうから「芝桜まつり」

29 手や体使い影絵 多彩な表現に歓声 劇団かかし座公演

29 ざっくばらん 砺波市教育委員会学芸員 中島良江さん（砺波市・２８歳）

29 球根栽培の歴史たどる チューリップフェア併催 郷土資料館 水野豊造の功績紹介

29 フェアの見どころ紹介 会場から生放送 きょうエフエムとなみ

29 中国総領事に魅力紹介 砺波 鄧偉中国総領事がチューリップ四季彩館を訪問

34 超絶技巧に感嘆 改組新第３回日展富山展 作品解説会

富山 1 栽培１００年目咲き誇る春 となみチューリップフェア開幕

2 「孫とおでかけ」拡大 県内６市５０施設に 異世代交流 高齢者の外出機会増

23 シバザクラ ２万株咲く 砺波・岸渡川沿い 新屋敷、きょうからまつり

23 隊員、五つの誓い 砺波南部少年消防ク ５年生４６人入隊

26 チューリップ圃場に卵 砺波でキジ親鳥、５個温め

27 地鳴り 高速バスを初めて利用  藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

北陸中日 1 砺波の春色 １００年目 チューリップフェア開幕

21 となみチューリップフェア開幕 笑顔ならんだ

21 丹精ピンク満開間近 砺波 きょうから芝桜まつり

読売 29 赤白黄 色とりどり チューリップフェア開幕 砺波での栽培１００年

29 〃 球根出荷 ピーク時の３割

29 〃 「チューリップの父」紹介  郷土資料館

朝日 28 とやまチューリップ１００年物語 上 「平和な世に花は必要」 戦時中も作り続けた先駆者

28 ３００万の花に包まれ となみチューリップフェア始まる

毎日 24 春咲き誇る チューリップフェア開幕 　砺波 海外から観光客も

 ２３日　日曜日
北日本 20 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８リーグ 試合結果

21 春季県高校野球開幕 きのうの試合

21 県高校春季大会 ２２日 バスケットボール 剣道 弓道

25 フェアを見学 花かごも作る 砺波 チューリップファン倶楽部

25 安全教育に注力 砺波 砺波市児童クラブ連合会

25 防災への貢献誓う 砺波 南部少年消防ク入隊式

30 揺られて乾杯 「地酒列車」初運行 あいの風鉄道 

富山 21 島田清、齊藤さんV 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

22 県高校春季大会 ２２日 バスケットボール 弓道　剣道

23 第８９回春季県高校野球大会第１日 大会結果

24 滑川で３０日県大会開催 ボーイスカウト県連盟

24 列車に揺られて富山の地酒堪能 あいの風鉄道が運行

北陸中日 5 発言 男尊女卑的な考えは排除を 春川正人 ６９（富山県砺波市）

17 春季県高校野球が開幕 大会結果

17 県高校剣道春季大会 大会結果

18 砺波チューリップフェア 開花ピタリ大変なんです 遮光ネットで調整

28 日本酒に風景 最高 あいの風「地酒列車」運行

読売 1 編集手帳 全国有数の栽培地、富山県砺波市

22 地酒で乾杯 出発進行！ 県内１７銘柄を飲み比べ あいの風とやま鉄道
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23 ＠記者席 手だて尽くし見頃調整

23 不二越工 サヨナラ勝ち 春の高校野球県大会開幕

朝日 23 とやまチューリップ１００年物語 中 「アフターケアで勝負」 輸出再開 台湾で気配り開花

23 大会開幕 １２試合熱く 春季県高校野球

毎日 22 ４７チーム熱戦開幕 来月６日決勝 春季県高校野球大会

 ２４日　月曜日
北日本 16 県高校春季大会 ２２、２３日

16 バスケットボール　県一般男女選手権 大会結果

17 県内外１３３チーム熱戦 チューリップ杯ビーチボール

17 ３７人が腕前競う ターゲット・バードゴルフ県大会

17 テニス 砺波オープンダブルス大会 閑乗寺高原夢木香村テニスコート

20 高波分団の新屯所完成 ２３日完工式

21 散居村の花畑描いたよ 砺波 高波チューリップまつり

21 上野さん（高岡）大賞 散居村フォトコン

21 県内神社の歴史紹介 青島公民館の第１回教養講座

21 防犯パトロール出発式 砺波　出町防犯組合

26 県太鼓打ち競技会・大人の部 河合さん（砺波）３連覇

富山 2 社説 チューリップフェア チューリップフェア　世界見据えた１００年の祭典に

14 愉快な日々　秘密の花園 にっこり笑うチューリップ

20 入賞者を表彰 砺波、散居村フォト

21 高齢者の川柳色紙人気 砺波・藤崎さん 南高木サロンで披露

21 ７００人が消防訓練 砺波市の消防春季訓練

21 脇田、酒井さん優勝 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第２８回市協会長杯大会

24 プリンセス 笑顔で花添え チューリップフェアに２万５千人

24 １３品種８０万本 花のじゅうたん 砺波・高波でまつり

25 地鳴り 山代温泉訪ね お地蔵に願う　西川良子６４歳　（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

北陸中日 5 発言 文科省こそが模範を示して　会社員 石丸秀幸５７　富山県砺波市

13 県高校春季ラグビーフットボール大会 砺波工・砺波

13 県高校弓道選手権大会 大会結果

13 林さん（高岡）家族とゴール ネイチャーラン、県勢トップ

読売 23 新プリンセスが抱負 砺波

朝日 29 とやまチューリップ１００年物語　下 新品種開発、新用途探る

 ２５日　火曜日
北日本 15 県高校春季大会 ２２、２３日

16 フットサル 県リーグ 試合結果

16 ソフトテニス 砺波地区小学生春季大会 大会結果

18 健康づくりへ４５１人に委嘱書 砺波 砺波市健康づくりボランティアの委嘱書交付式

18 ポリオ撲滅へ募金訴え 砺波 砺波ロータリークラブ

19 「タピ・ドゥ・フルーとなみ」花の地上絵 井波彫刻と初コラボ デザインは「竜虎」

19 チューリップフェア花壇コンクール 高波高彩会・源通さん最優秀

19 園児がチューリップ摘み 砺波 農事組合法人・田中営農組合

19 県の魅力 ＳＮＳで発信 砺波 富山大生 チューリップフェア見学

25 売上金を日赤に寄付 砺波 砺波市の庄川町商工会女性部

27 春の富山湾　幻想ショー 氷見 早朝だるま太陽

29 奨学金返還 古里がお助け Ｕターンで補助 若者定着へ一手

富山 20 となみチューリップフェア 富大生感動をＳＮＳに 留学生も母国に発信 日本語学研究室

20 会場全体の７割開花 見ごろ迎えにぎわう

20 平木会長を再任 砺波市防災士連絡協

20 園児、花摘み作業体験 砺波・田中営農組合の畑

25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

26 砺波活性化へ勇往邁進誓う 商工会議所青年部

26 ふるさとフェア出展 県名古屋事務所

27 地鳴り 投票締め切り午後５時も可能 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

27 〃 弟とアユ食べゆっくり過ごす 山下弘子 ８４歳（南砺市）

北陸中日 15 チューリップフェア 私たちの夢 花壇に 砺波で審査 高波高彩会が最優秀 プランターの部は源通さん

読売 26 県高校春季大会 弓道 
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  ２６日　水曜日
北日本 3 植樹祭に向け清掃活動実施へ 県土美化推進県民会議

4 「店舗内店舗」相次ぐ １支店内に２店舗 県内地銀３行

13 改組新第３回日展富山展記念座談会 次世代へ新しさ共有 「今」を２文字で表現

16 読者のひろば ピカピカの１年生 砺波市  武部幹夫（無職 ７６歳）

19 庄川町商工会と交流を一層推進 砺波 商議所青年部

19 山林に延焼想定し訓練 砺波 砺波市消防団と砺波消防署の春季訓練

19 砺波署管内少年警察ボランティア 少年補導員

富山 2 行財政など５議案提出 県市長会議 来月、北信越市長会に

3 植樹祭に合わせ沿岸一斉清掃 県土美化推進県民会議

5 創業の地で研修 新入社員ら３１人 佐藤工業

23 警察ボランティア砺波で２６人委嘱 砺波署の少年警察ボランティア委嘱状伝達式

24 医療最前線５９ 砺波総合病院④ 訪問看護ステーション管理者 岩原裕子さん（５４） 

24 山菜定食いかが？ 砺波のコスモス荘 あすから提供

25 相撲って楽しい となみ野場所へ事前体験会 砺波ＪＣ、全小学校巡回

25 新会長に石川氏 県中学校文化連盟

25 新聞バッグ 作り方学ぶ 砺波・庄川町商工会女性部 新部長に米道さん

北陸中日 14 美化尽力で知事表彰 ２人と１団体に贈る 推進県民会議総会

15 スイセン畑見ごろ 夢の平スキー場 ２９、３０日そば祭り

読売 25 はてな？ 砺波のフェア思い出深く　砺波市・野田節子７０

26 よみうり文芸 短歌  別所武  俳句  林田英伸

26 富山から北海道へ移住者の足跡図録 砺波 「砺波にルーツを持つ人々～砺波から北海道へ」

27 シャクナゲかれんに 春の彩り 見頃は今

  ２７日　木曜日
北日本 3 滑川・砺波高に海洋教育助成金 日本財団などが海に関する学びを支援する

3 臨時便の増便 ＪＲ西に要望 かがやき停車期成同盟会

16 県内美術館・博物館の催し（4/27～5/3） 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シジミバナなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

22 米道さん部長に 庄川町商工会女性部

23 台湾と友好深める植樹 砺波 四季彩館前 紅白のボタン心込め

23 会長に杉森さん 砺波地区公民館連合会

23 仏様の絵添えた色紙や軸など１００点 砺波　原田さん作品展

23 ６月に防災パトロール 砺波市防災士連絡協議会

23 ロビー展 県信用組合出町支店

28 創作は「可能性の扉開く」 洋画 藤森さん（庄川出身）解説

富山 2 社説 富山の合宿誘致　支援拡充でファン広げよう

2 新高岡駅「かがやき」増要望 期成同盟会 ＪＲ西金沢支社で

29 砺波署「不審者注意を」 砺波南部小で教室 １年にブザー贈る

29 新会長に杉森氏 砺波地区公民館連

30 台湾客１万人、球根の輸出再開祝い 砺波・チューリップ四季彩館

30 大花壇に「１００」くっきり 開花状況は９割程度

31 県高校春季大会 ２２、２３日

33 地鳴り 収穫の喜び励みに作業 浦 外喜夫　６７歳（砺波市）

34 「刑事罰ないのおかしい」 えびす食中毒６年 憤りの遺族

北陸中日 13 「かがやき」新高岡 停車継続を要望 期成同盟会、ＪＲ西に

17 観光客１万人達成/球根の輸出再開 砺波と台湾 友好の植樹

17 越中春秋 砺波市ホームページのライブカメラ映像

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 まつり 出町子供歌舞伎曳山祭

26 えびす集団食中毒６年 「人の命奪った事件」

読売 27 チューリップ交流 花開く 砺波市と台湾 友好の進展願い植樹

27 大花壇 浮かぶ「１００」 砺波チューリップフェア

朝日 27 ユッケ食中毒 発覚から６年 被害者遺族 消えぬ不安

毎日 22 「人の命奪った『事件』」 遺族　元社長らの刑事処分望む
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　２８日　金曜日
北日本 3 ４人に高齢者叙勲伝達 旭日単光章を受けた元庄川町議 伹田正夫さん（８８）

5 青年部会長に石本氏 女性部は徳永氏再任 県商工会連合会

15 北日本文芸 歌壇  人 近藤令子 佳作 坪本幸世 山森和子 ほか

15 〃 詩壇 蓮井信吉

15 〃 俳壇 佳作 中邨宗承 廣橋玉枝ほか

15 〃 柳壇 入選 吉川博

25 春の褒章 県内から５人１団体 黄綬 土地家屋調査士 高野 國範さん（６８）砺波市深江

29 イルミネーション点灯 砺波 タピ・ドゥ・フルー２０回記念 あすＪＲ砺波駅前

29 「自然愛し親しむ」 砺波 庄東小で少年団結団式

29 多彩なジャンルの２００点 砺波 「ＡＲＴ ｉｎ ＫＡＩＮＹＯ－ＥＮ」

29 不審者への対応学ぶ 砺波 砺波署の不審者対応防犯教室

33 鮮やか満開宣言 となみチューリップフェア

35 ゲレンデ一面スイセン見頃 砺波 となみ夢の平スキー場

富山 23 くらしの日記 ダイコン 佐野嘉江 ７２歳（砺波市西中）

25 児童活動推進誓う 砺波花とみどりの少年団結団式

25 北崎さん優勝 第２６回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

30 高齢者叙勲を伝達 県内４氏に

30 春の褒章 県内から５氏１団体 黄綬 高野 國範氏（６８） 砺波市深江１丁目

31 ＧＷ、庄川遊覧船が無料に 庄川遊覧船（砺波市）が５月１～５日

30 地鳴り 新聞投稿に多くの言葉  紫藤道子 ８２歳（砺波市）

北陸中日 18 春の褒章 功績に光 黄綬褒章 高野国範（６８）＝土地家屋調査士

18 元県職員ら４人高齢者叙勲受章 伹田正夫（元庄川町議会委員）

読売 23 ＧＷお出かけガイド 美術館・博物館情報

23 イベント 緑に親しむ集い

23 ほくりく情報交差点 ２０１７となみチューリップフェア

24 春の褒章 栄誉に喜び 褒章受章者  黄綬褒章 高野国範６８ 土地家屋調査士

朝日 27 春の褒章 県内１団体５人 黄綬褒章  高野 国範（土地家屋調査士業）６８

毎日 22 春の褒章 県内５人１団体 黄綬褒章  高野 国範６８ 土地家屋調査士

日本経済 33 春の褒章受章者 富山 黄綬 高野 国範６８ 土地家屋調査士

 ２９日　土曜日
北日本 12 春の叙勲 鍋澤俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ

27 越中富山ふるさとチャレンジ スタンプラリー県内２８５カ所でスタート！
32 軽トラ荷台に滝や庭 フェア会場で１５団体披露
32 春の日差し浴び 心尽くしの一服 チャリティー茶会
32 スマホアプリで魅力発信 市政要覧から動画視聴
32 花を３割入れ替え 入場者３０万人期待 「花の大谷」色とりどりのチューリップに入れ替える

32 デザインイメージ 来月２５日から募集 チューリップタワー

33 魅せるぞ子供歌舞伎 情感豊か「稽古上げ」

36 苗木１００本 県に贈呈 富山トヨペット

富山 2 県内求人倍率１．７５倍 全国５位 求人数は最多

13 春の叙勲 鍋澤俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ、中西彰

21 呉西プロジェクト 私たちの誇り　プリンセスチューリップ　岩城由佳さん

22 輸出に情熱をかけ 砺波のチューリップ　球根栽培１００年

24 ５月イベント一覧 【７日】【１１日】【２０日】

28 働く意味考える 砺波工高で講演会

29 砺波チューリップ公園 新タワー 市民がアイデア ２１年のフェアで披露

29 市勢要覧にAR動画 砺波の魅力が楽しめる

31 子供役者いざ上演 きょうから出町曳山祭り

31 西から東から 浅野は貴重な学習教材

32 緑化推進へ植樹活動 富山トヨペット 田形社長、本社でPR

32 富山駅にチューリップ エキナカデコレーション

33 地鳴り 初の親子の舞い 熱いもの感じる 堀 鶴美 ５８歳（砺波市）

北陸中日 5 大耳小耳 心躍る時季

13 再読！ 週間NEWS ４月２１日（金）～２７日（木）

16 受章者の皆さん 鍋沢俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ

16 叙位叙勲 正六位　元福光町立福光東部小学校長 杉森富美吉氏（９０）

17 スマホと連携 市勢要覧刷新 砺波市
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読売 26 黄色のゲレンデ 第８回せんだん山水仙そば祭り開催

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 叙勲受章者 鍋沢俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ

朝日 22 春の叙勲 県内から５１人 鍋沢俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ

毎日 26 春の叙勲 県内から５１人

日本経済 32 春の叙勲受章者 鍋沢俊夫、舘俊博、八田政幸、山崎かずみ

 ３０日　日曜日
北日本 3 長時間労働是正へ団結 連合富山メーデー７５００人

25 春季県高校野球 第３日 砺波工は一昨年の王者、富山商に３-０で勝利した

26 果敢に一本狙う 南砺少年武道大会

26 県高校春季大会 ラグビー、バレーボール、新体操

26 サッカー 高円宮杯Ｕ－１８県リーグ 試合結果

26 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５） 試合結果

30 チューリップで地上絵 JR砺波駅前広場 市内の児童ら作る

30 イベントや観光地巡る となみ野バスツアー 芝桜まつりなど見学

30 輪踊り華やかに チューリップ公園

30 小規模事業者への支援推進 砺波 庄川町商工会

30 凜とした山野草１１０点 砺波 散居村ミュージアム

31 こいのぼり１００匹揚げたよ 砺波 砺波市東野尻地区

31 特産そば「おいしい」 栴檀山で祭り スイセンの眺めも満喫

34 大作 秀吉像にくぎ付け 高さ３メートル超 連休初日ファン続々

35 児童６人堂々演技 砺波の出町子供歌舞伎曳山祭

35 出合い頭衝突 砺波市太田 平木政信

富山 1 砺波・出町歌舞伎曳山祭が開幕 子供役者 堂々と

14 富山新聞文化センター 主な講座 アピタ砺波スタジオ

15 富山新聞文化センター 主な講座 イオンモールとなみ教室

28 そばとスイセン満喫 砺波・夢の平スキー場で祭り

29 住民ら植え込み手入れ イオンモールとなみで６００人

29 こいのぼり１００匹掲揚 砺波・東野尻で住民

29 山野草の美しさ伝え 総合カレッジSEO

31 第８９回春季県高校野球大会３日 砺波工３-０富山商

31 県高校春季大会 ラグビー、新体操、バレー

31 第５９回県一般男女バスケットボール選手権 大会結果

31 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ県リーグ 試合結果

31 第１４回フットサルリーグ 試合結果

31 県小学生春季ソフトボール大会 ダイヤモンドキッズ

31 中部日本卓球選手権カデットの部県予選会 ①近藤寿紀（出町中）ほか

32 花びらで龍と虎描く タピ・ドゥ・フルー

32 労働条件の改善を 砺波地域協議会

33 事件・事故 南砺で衝突、１人重傷

33 地鳴り 少女殺害事件 とても怖い 春川 正人

33 地鳴り 富山のお花見はチューリップも 柴田 正雄

北陸中日 1 大型連休 彩る地上絵 チューリップフェア盛況

10 ワクワク 盛りだくさん 子供歌舞伎 熱く

10 ワクワク 盛りだくさん チューリップで絵

11 春季県高校野球 砺波工３-０富山商

11 県高校春季大会 バレーボール、ラグビーフットボール

11 県９人制バレーボール春季総合男女選手権大会 砺波倶楽部

読売 23 熱演　大人顔負け 砺波　出町子供歌舞伎曳山祭

23 砺波工など３回戦へ 春の高校野球県大会

朝日 23 第８９回春季県高校野球大会 砺波工３-０富山商

毎日 22 第８９回春季県高校野球大会 砺波工３-０富山商

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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