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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　　１日　金曜日
北日本 29 砺波駅前で空中滑降 砺波商議所青年部　３０日、５月１日に企画

29 外国人の誘客強化を 砺波　市戦略会議観光振興計画案を提出

29 心込めた一服病院で振る舞う 砺波　砺波高茶道部

29 市消防団長に瘧師県議就任 砺波　双葉が協力事業所

29 最優秀設計に三上・押田ＪＶ 砺波　新砺波図書館

29 庄川地域特産のおんせん野菜追加 砺波　ふるさと納税返礼品

29 ざっくばらん 庄川峡観光協同組合職員 安達和博さん（砺波市 ５１歳）

34 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市３組

富山 21 あおい病院でお点前 砺波高茶道部

21 砺波市消防団団長に瘧師氏 任期は４月１日から３年

21 消防団協力事業所双葉に表示証交付 砺波市

21 ５年後観光入り込み１０％増の１９６万人目標 砺波市の戦略プラン案

21 水戸の共同企業体、最優秀 新砺波図書館設計業務の公募プロポーザル

22 新採３１３人に辞令　県教委が交付式 新採教員の皆さん

北陸中日 16 新規採用教職員３１３人に辞令交付 新採教員の皆さん

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 県西部６市で観光パンフ 高岡御車山など紹介

27 県産チューリップ海外ＰＲ 輸出再開目指す　コスト削減、栽培機械化へ

　　２日　土曜日
北日本 20 地域交通安全活動推進委員・交通指導員 砺波署管内

21 貸しスペース　集いの場に 庄川にＦスポット開所　まちづくり協が本格運用

21 西岡さん家族新装１万人目 チューリップ四季彩館

21 「庄の里」５周年祝う 砺波  となみ三輪病院

21 野村会長を再任 砺波  砺波市社会福祉協議会

富山 3 他のまちと知恵比べ 夏野砺波市長

3 ４月の特例交付金県分は１億７９４５万円 砺波市　１１５１万円

3 普通交付税は３１１億７０３８万円 砺波市　１２億３８６０万円

3 本社来訪（１日） 砺波総局

22 交通指導員　各署で委嘱式 砺波署・砺波市

23 庄川活性化の拠点開所 市、若者の館を無償で譲渡　まちづくり協議会

23 四季彩館１万人 改装後、入場倍増ペース

23 野村会長を再任 砺波市社協

23 「庄の里」５周年祝う 認知症介護サービスを行うグループホーム「庄の里」

26 朝どれシロエビのおすすめ調理紹介 イオンとなみ

27 地鳴り 孫の発育に感心しきり　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 19 チューリップ展の入場者１万人到達 砺波・四季彩館

19 利賀ダム 中止ならどうする 国、県、５市が５年ぶり検討会

　　３日　日曜日
北日本 15 野球　全日本少年軟式大会砺波市大会 決勝　出町中学校7-0庄西中学校

15 卓球　東アジアホープス大会県予選会 女子③山本結瑞（砺波ジュニア）

20 読者のひろば ヒスイ海岸に感動　砺波市　別所武（無職　７７歳）

22 砺波カイニョ倶楽部 民家の落ち葉清掃協力

23 １５チームはつらつ 砺波　地区少年野球開幕

26 天窓からのぞく猫 注目 庄川美術館日本画展開幕 ６５人の個性競演

26 記者ぶろぐ 若手の力やる気生かせ

富山 25 砺波カイニョ倶楽部 散居景観維持へ汗　メンバー１４人民家で清掃活動

25 砺波出身遠藤さん郷土で水墨画展 庄川水資料館

25 ストレスチェック学ぶ 砺波・松本建設

北陸中日 5 発言 努力の米作りしっかり成果　上野亮平　73　富山県砺波市

23 散居村保全へカイニョ清掃 砺波の市民団体

　　４日　月曜日
北日本 21 シバザクラ駅に彩り 砺波　東野尻自治振興会ホームに１８００株

21 ２２日のフェア開幕ＰＲ 砺波　プリンセスチューリップべるもんた乗客に
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21 庄川峡の春楽しむ 砺波　水記念公園桜まつりにぎわう

21 稽古の成果披露 砺波　日本舞踊・辰巳流喜代の会

21 ２人を表彰 砺波　市文化協会

富山 14 ２人を功労者表彰 砺波市文化協会

14 シイタケ児童ら栽培着手 砺波・雄神公民館

15 庄川峡９種咲き誇る 砺波・水記念公園一帯 桜まつり開幕

15 砺波市民ごみゼロ運動 ４６６０㌔拾い集める

17 シバザクラ彩る ＪＲ城端線活性化へ　砺波・東野尻駅住民植え込み

17 チューリップフェアに来て べるもんた車内でＰＲ

21 地鳴り 「雑談力」を身に付ける　角栄一　６４歳（砺波市）

21 月曜川柳   乱反射 源通ゆきみ（砺波）    荒山誠一（砺波）

北陸中日 16 山と川と桜と散策 庄川峡まつり開幕

　　５日　火曜日
北日本 16 仲間と集う 中野希生会（砺波市　藤井成正）

18 １８地区住民が清掃・草むしり 砺波　チューリップフェア控え

19 生育早まるチューリップ 砺波　フェアへ高温対策強化

19 トルコ協 オランダ協 日中協 ３交流協初の懇親会 砺波　日中協７年ぶり盤錦（中国）訪問

19 ロビー展 県信用組合出町支店

19 ７月に５０周年事業 砺波　商議所青年部

24 庄川の間馬さん分析 高岡古城公園で発見の桜「タカオカコシノヒガン」 起源は徳万（砺波）周辺か

25 砺波でクマ目撃 ４日午後２時５０分ごろ、砺波市安川の市道で

富山 23 高岡城馬場のコシノヒガンザクラ「砺波・徳万から献上」 郷土史愛好グループ間馬さん新説

23 テロ未遂後逃走想定で招集訓練 砺波署

24 １０月に５０周年式典 砺波会議所青年部

26 ２２日開幕のチューリップフェア 「初日の開花５割超」　夏野砺波市長が見通し

　　６日　水曜日
北日本 18 読者のひろば 身近な山散策する　砺波市　高田建一（会社員　５８歳）

21 駄菓子店でにぎわいを 砺波の主婦川越さん　駅前商店街空き店舗活用１８日オープン

21 連絡協会長に杉森さん 砺波　砺波市公民館連絡協議会

26 大澤幹事長を再任 日本工芸会富山支部

富山 3 立体的展示にこだわり チューリップフェア 砺波市長が来社

20 砺波の３国際交流協会協力 トルコ、オランダ、日中の市友好交流協会

21 新会長に杉森氏 砺波市公民館連絡協

21 砺波で農地パトロール 砺波市農業委員会

25 砺波市・徘徊ＳＯＳシステム 協力事業所１００カ所に　認知症高齢者を捜索

27 地鳴り 経済は生き物いつどうなるか　河合泰　８２歳（砺波市）

北陸中日 19 ルーツは 生涯学習センター所長間馬さん推論

読売 34 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ　源通ゆきみ

　 34 〃 俳句　砺波市　源通ゆきみ

　 34 〃 川柳　砺波市　源通ゆきみ

34 特別支援学級５０１に増へ 保護者らの理解で 人材確保も急務

　　７日　木曜日
北日本 1 改正公選法成立　参院選から適用 県内市町村「必要性見極める」

16 県内美術館・博物館の催し 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スノーフレークなど　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

22 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市　中嶋一雄）

25 となみチューリップ街道 国道沿いに１万４６００本

27 水島さん（和田舞踊研ＯＢ）１位 全国舞踊コンクール

30 長澤さん（南砺）初入選 光風会展

33 とやまの桜２０１６ 庄川水記念公園　砺波市庄川町金屋

富山 26 春の全国交通安全始まる 砺波市

27 となみチューリップフェア２２日開幕 プランター７００個設置　街道で来場者出迎え

　 27 低所得高齢者向け給付金 砺波市 受け付け開始　県内で最も早く

北陸中日 19 砺波旧中越銀本店装飾を公開 和洋調和 明治の華

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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　　８日　金曜日
北日本 5 富山で初の新人研修 佐藤工業　１５日から２週間　技術系の２５人

26 高齢者見守り　輪広がる 砺波　市徘徊ＳＯＳ　協力事業所１００ヵ所に

27 粋集めた行燈完成 となみ夜高まつり若衆有志「夜行会」　町内の垣根越え製作

32 虚偽の報告で３社指名停止 砺波市　下水管工事

富山 20 砺波市、３社指名停止 ７日、根尾建設（同市矢木）、ミヤマサ建設、富山環境整備

21 荒井さん絵本原画４００点 砺波市美術館　あす開幕

　 21 フラワーロード開花 チューリップが開花

21 徘徊ＳＯＳ、１００カ所 砺波　節目の「川なべ」に認定証

22 夢実現へ第一歩　県内各地で入学式 砺波准看護学院

北陸中日 18 施工不良隠ぺい３業者指名停止 砺波市が処分

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 少人数学級　２１校新編制 小３対象選択制　県教委効果検証へ

27 下水道工事　記録改ざん 砺波市　３社を指名停止処分

日本経済 35 自治体トップに聞く 人口減対策　次の一手は　砺波市長（富山県）夏野修氏

　　９日　土曜日
北日本 19 第２６回危険業務従事者叙勲　県関係３１人 瑞宝双光章 元砺波広域圏事務組合消防監　瀬川和夫さん（６５）砺波市庄川町青島

19 〃 瑞宝単光章 元県警部　柴田建明さん（70）　砺波市宮丸

20 読者のひろば 木増やしユズ増産　砺波市　上野亮平（無職　７３歳）

22 ＪＲ砺波駅前でもチラシで呼び掛け 砺波　未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅を呼び掛けるキャンペーン

23 特殊詐欺防止で感謝状 砺波　砺波署

23 庄川出身・遠藤さん水墨画展 砺波　庄川水資料館で

23 素描受講生が力作発表 砺波　本社砺波支社カルチャー教室１５周年

25 ４人 魅力発信します 砺波　２０１６プリンセスチューリップ

25 東京・浅草寺でフェアをＰＲ プリンセスチューリップ

26 奨励賞に桑嶌さん（富山） 春陽展

富山 22 竹村さん一日署長 砺波の事業所訪問　プリンセスチューリップ

23 詐欺防止で署長感謝状 砺波郵便局の西井さん

24 危険業務従事者叙勲　県内から２８人 瑞宝双光章　消防功労　瀬川和夫（６６）＝元砺波広域圏事務組合消防監、砺波市庄川町青島

24 〃 瑞宝単光章 警察功労　柴田建明（70）＝元警部、砺波市宮丸

26 砺波・プリンセスチューリップ １６代目の４人「魅力知って」　２２日からフェア

27 地鳴り 自然の力を借りて楽しむ　西川良子　６３歳（砺波市）

特 5 祭あり、文化あり、世界遺産あり チューリップ爛漫

            特 9 砺波市 四季の花いろいろ　庄川温泉と散居のまち

北陸中日 18 危険業務叙勲 県関係３１人受章

19 華やかに　砺波・プリンセスチューリップ 選出の４人「フェア遊びに来て」

読売 32 危険業務叙勲 県関係３１人

32 「砺波の良さ発信したい」 プリンセスチューリップが抱負

朝日 24 県内２８人が受章 危険業務従事者叙勲

毎日 22 危険業務従事者叙勲 県内から２８人受章

日本経済 36 危険業務従事者叙勲受章者 富山

　１０日　日曜日
北日本 15 ７００人活躍誓う 砺波市スポ少結団式

23 火災への対応確認 砺波　消防団など春季訓練

26 となみ夜高まつり ＰＲ用行燈完成祝う

29 風車 砺波チューリップ公園を清掃

富山 3 ユニーが出店延期 ピアゴ「意欲は変わらず」　高岡店開業も見直し

26 荒井さんの絵本原画で魅了 砺波　チューリップフェア特別展

26 フェア会場を清掃 砺波チューリップ公園

27 訓練と表彰式 砺波市消防

27 １年の健闘誓う 砺波市スポ少結団式

28 ＰＲ用の夜高行燈完成 砺波の若衆２年半かけ製作

28 古民家の「枠の内」再利用 サンエー建工、砺波で見学会

31 地鳴り 利用促進へ芝桜を植栽　犀川寮明　６８歳（砺波市）

北陸中日 5 発言 今年の中日は捕手争い注目　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

5 ミニコント 砺波・越中之助

22 桜の次はチューリップも 「となみフェア」金沢でＰＲ
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読売 28 荒井良二さんの原画３００点 砺波市美術館 絵本と並べて展示

毎日 24 「書の新しい風を」 毎日書道展北陸展

　１１日　月曜日
新聞休刊日

　１２日　火曜日
北日本 18 サッカー　蜷川少年大会 白銀賞③FCとなみ

18 グラウンドゴルフ 砺波市協会第１５回春季大会

22 元気なＲＣ目指す 砺波　砺波市文化会館で

23 会館の完成祝う 砺波　東中地区

25 チューリップ公園朝市 新規４店加え再開

28 日本現代工芸美術展 高田さん（富山）現代工芸賞

28 記者ぶろぐ 歌舞伎山車復活見たい

29 坪池会長を再任 県高校長協会

富山 24 安川営農のキャベツ　砺波 ＪＧＡＰ認証給食に初出荷　安全や環境保全評価

24 なかんだ会館で落成式典 砺波市東中

24 砺波市連合婦人会が研修 市役所で

25 朝市にぎわい開幕 砺波　朝食味わい体操で汗

26 花飾り手作り教室体験 イオンモールとなみ 写真、書も展示

27 第３０回砺波地区寿野球定期リーグ戦 福光、小矢部など白星発進

28 イオンでイベント 砺波

28 会長に坪池氏再任 富山県高校長協会

29 地鳴り ブドウ４株を今年は植える　河合泰　８２歳（砺波市）

　１３日　水曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い　高岡会場 砺波市　安念智栄子、中井溥子

18 読者のひろば よそ見をせずに　砺波市　横井君子（主婦　７３歳）

18 仲間と集う 鷹栖１５会（砺波市　川嶋陸司）

19 押し花の幻想的な作品 富山　砺波市高道の東昌子さんが講師

19 ロビー展 森のサンタ

21 伝統工法伝えたい 砺波建築高等職業訓練校　６年ぶり７人入学

21 学校給食食材出荷組織連絡会が発足 ＪＡとなみ野地産地消や食育推進

21 会長に山田さん選ぶ 砺波　砺波市スポーツ推進委員協議会

23 希少チューリップ間近で 砺波　１７日高波まつりで見頃

25 県ＰＴＡ広報紙 地区の部高岡市連絡協 最優秀に福野小・戸出中

富山 21 となみ駅前商店街にぎわい復活を 空き店舗に１８日開業

21 給食の地産地消推進へ連絡会発足 ＪＡとなみ野本店

21 スポーツ推進委員を委嘱 砺波市

25 県親善交流ゲートボール大会 １２日・砺波市高道体育館

読売 30 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、　砺波市　西能さとみ

　１４日　木曜日
北日本 11 首都圏 富山ゆかりの地へ　スポット　⑫ 県産チューリップＰＲ

14 県内美術館・博物館の催し 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ハナカイドウなど　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

18 ４７チーム対戦相手決定 春季県高校野球　２３日開幕

20 ほくりん会が小品展 富山

23 ３基本方針を承認 砺波　市総合計画審

23 市地域包括支援センター 砺波　１９日から認知症カフェ

23 屋敷林保全へ手入れ 砺波　カイニョ支援隊２５人

23 交通安全に貢献２１団体を表彰 砺波　市老人ク連

28 砺波で新生活スタート 総合カレッジＳＥＯ　新設の調理科で入学式

28 〃 建築高等職業訓練校　６年ぶり７人入校

29 軽乗用車の女性重傷 １３日午前８時１５分ごろ、高岡市上伏間江の県道交差点で

富山 4 となみチューリップフェアで臨時列車 高岡-砺波間

27 屋敷林手入れ 砺波　支援隊、高齢者宅訪れ

27 ３基本方針了承 砺波市総合計画審

27 ９月にクラブ大会 砺波・老人ク連総会
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27 自衛官募集相談員 砺波で５人に委嘱

27 さーちゃん一座公演 砺波市の市福祉センター「苗加苑」で

31 ２３日から４７チーム激突 春季高校野球大会 組み合わせ決まる

32 県民「１０人に１人」認知症 富大地域連携推進機構が分析

33 地鳴り くれぐれも左右を確認し　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 17 カイニョお手入れ２５人が汗 砺波

17 春の高校野球対戦決定 春季県高校野球大会組み合わせ

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 30 春の高校野球 春の高校野球県大会組み合わせ

30 屋敷林の手入れ支援 散居村の景観保全に

朝日 25 ７月１４日に開幕 高校野球富山大会

毎日 22 春季県高校野球大会　対戦相手決まる ２３日開幕４７チーム熱戦

　１５日　金曜日
北日本 3 陸自富山駐屯地拡張住民が防衛省に要望 上田信雅前砺波市長ら

18 読者のひろば 地域の宝を大切に　砺波市　島田栄（農業　６７歳）

21 砺波郷土資料館 ＤＶＤに再現映像収録

21 刑法犯前年比６９％増 砺波　砺波市防犯協会

21 来春オープンの庄川健康福祉施設 砺波　名称を募集

21 風景や花鳥題材の水墨画 砺波　表町のギャラリーみかん堂で

26 日彫展 古川さん（南砺）初入選

27 根尾建設を１カ月指名停止 下水道工事で虚偽の報告

27 砺波でクマ目撃 １４日午後３時ごろ、砺波市宮森新の県道で

富山 3 富山駐屯地拡張「着実に」 協力会 防衛副大臣に要望

21 農具理解へ砺波郷土資料館 戦前の米作り再現、収録　５年かけＤＶＤに

21 レジ袋売上金を寄贈 三喜有、小矢部市に１５万円

21 砺波建築高等職業訓練校が再開 ６年ぶり入校生　伝統工法継承へ７人決意

21 カギかけ運動を推進 砺波市防犯協総会

25 デスク日誌 ジンクス吹き飛ばせ

27 地鳴り 用事を毎日つくること　犀川寮明　６８歳（砺波市）

27 コント 砺波・越中之助

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 26 募集 頼成の森　緑に親しむ集い

　１６日　土曜日
北日本 3 県産チューリップ５品種 最高峰の国際博覧会出品　球根輸出再開の弾みに

22 物語の世界観２０００本の花で表現 砺波　県花総合センターで特別展

23 こいのぼり４５本迫力 砺波　市社会福祉庄東センター前

23 認知症に理解深める 砺波　砺波市地域包括支援センター

27 ２２日からとなみチューリップフェア フレーム切手２種販売　日本郵便北陸支社

27 〃 過去最多７００品種３００万本会場彩る

30 創刊１０周年の歩みたどる 同人誌・綺羅 本社で「絵と短歌」展

30 会長に吉田氏 県中教研

富山 23 こいのぼり晴天泳ぐ 砺波・庄東センター

23 胸像の名校長、孫が講演 砺波・出町小、創校１４３周年祝う

27 ２２日からチューリップフェア プリンセス、本社でＰＲ

27 フレーム切手を砺波市長に寄贈 日本郵便

27 アリスの世界演出 県花総合センター

27 初誕生 駒村悠斗ちゃん　砺波市杉木

28 新会長に吉田氏 県中学校教育研究会

北陸中日 23 チューリップの季節もうすぐ 砺波・県花センター　アリスの世界

23 〃 ２２日からのフェアＰＲ

読売 26 となみチューリップフェア ２２日から

　１７日　日曜日
北日本 17 第３回健康ビッグマージャン 成績　個人　⑧金田壮一（砺波）

23 急勾配に善意の手すり 砺波・井栗谷 前田孝則さん　「山間地は助け合い」

23 健康ボランティア市が３０人に委嘱書 砺波　新たな推進員やヘルスボランティア

30 鮮やか熱気球ふわり チューリップバルーンフェア 砺波野の空彩る

30 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　ミニ新幹線で小旅行
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富山 24 庄川地域の人口問題探る 砺波のまちづくり協が解説

25 健康づくりに関わるボランティアを委嘱 砺波市

26 チューリップ熱気球と競演 砺波

26 島田さん齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

29 地鳴り 苦痛の連続もまた行きたい　犀川寮明　６８歳（砺波市）

29 〃 野菜作りの準備が整う　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 14 心和ます春の花 スイセン晴天に映え　砺波・夢の平スキー場

19 気分上昇 空の花 砺波で熱気球イベント

　１８日　月曜日
北日本 23 高波チューリップまつり 砺波　花のじゅうたん広がる

23 人口減少問題学ぶ 砺波　庄川まちづくり協議会

23 日本画に囲まれ雅楽満喫 砺波　庄川美術館で集い

23 ロビー展 富山銀行旭ヶ丘支店

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４日　こいっぴ絵馬に願いを

29 砺波の河川敷で枯れ草焼く １７日午後４時４０分ごろ、砺波市柳瀬のとなみ野大橋下流側の庄川左岸河川敷

富山 1 暴風 滑川で男性死亡 倒木、損壊３６７件

16 永田、島田さんＶ 栴檀野ＧＧクラブ第１７回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

17 砺波 高波チューリップまつり ２４品種１００万本咲き競う

北陸中日 14 鮮やか 高波観光圃場　チューリップ祭り

　１９日　火曜日
北日本 20 文部科学省後援第３７２回全珠連検定試験合格者 珠算、暗算合格者一覧

21 駅前商店街に駄菓子屋 砺波　空き店舗活用 子どもらでにぎわう

21 チューリップ摘んだょ 砺波　昨秋から球根栽培小幡さんの畑　初収穫前に園児招待

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年　吉江あかねさん

26 となみチューリップフェア 開幕へ準備着々

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３日　「花の大谷」２万５０００本

富山 18 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会３月例会

22 ロビー展 南部進さん作品展　北陸銀行庄川支店

23 となみ駅前商店街空き店舗活用 「あそぶ駄菓子屋さん」開店

25 ２２日、チューリップフェア開幕 遮光ネットの撤去始まる　砺波「初日は５割開花」

27 初誕生 大嶋悠葵（おおしま　ゆうき）ちゃん　砺波市五郎丸

29 事件・事故 窃盗容疑で５４歳女逮捕

29 コント 砺波・越中之助

30 県内暴風被害 住宅５１棟、ハウス９４３棟

北陸中日 17 「帰ったら駄菓子屋集合ね」砺波中心街にオープン 川越さん「長年の夢」実現

17 チューリップ公園遮光ネットを撤去 砺波、フェア２２日開幕

朝日 25 夢気分 咲き誇る３００万本 ２２日から となみチューリップフェア

　２０日　水曜日
北日本 5 副会長稲垣氏ら選任 北経連３人増やし６人に

27 オランダ訪問楽しみ 砺波・中学生使節団　ホームスティし文化体感

27 チューリップの花を摘んだよ 砺波　高波幼稚園児２０人

27 堀田さんの１００歳祝う 砺波　豊町の堀田玉さん

27 認知症カフェで情報交換 砺波　家族ら交流 介護負担軽減へ

27 荒井良二さん（絵本作家）の色鮮やかな原画展示 砺波　市美術館

30 県内から５製造者６責任者に優等賞 金沢国税酒類鑑評会

富山 4 砺波平安閣を全面改装 オークス 会合需要取り込む

4 酒類鑑評会で優等賞２２社２５人たたえる 金沢国税局

27 オランダへ中学生出発 砺波市、使節団派遣壮行会

27 砺波市が初 患者や家族、情報交換 認知症カフェ開設　保健師、専門医の相談充実

27 百歳（１９日） 堀田玉さん（砺波市豊町）

27 チューリップ　園児摘む 砺波・高波

29 スイセン開花「となみ」描く 砺波・夢の平スキー場

北陸中日 13 北陸の酒鑑評会優等賞が決まる 金沢国税局発表

読売 34 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

34 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ、林田英伸

毎日 26 砺波でチューリップフェア ２２日開幕　ＰＲ隊来場呼びかけ
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　２１日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し 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リキュウバイなど　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

17 花恋しい季節へようこそ。 明日開幕！　砺波チューリップ公園（富山県砺波市花園町）

18～19 ２０１６となみチューリップフェア 会場イベント、会場マップ

27 大屋根は「アズマダチ」風 砺波　新図書館最優秀提案　ガラス張りで開放的

27 統廃合含めた適正配置必要 砺波市公共施設白書

27 ざっくばらん 砺波市種田公民館長　藤井雅晴さん（砺波市・６９歳）

27 日本酒の多彩なイベント企画 砺波　来月、若鶴蔵祭り

27 サクラマス大きくな～れ 砺波　園児６０人が稚魚２０００匹放流

27 ３２年の補導員活動に感謝状 砺波署　砺波市出町中央の会社役員、大野實さん（70）

29 修学旅行先で県をＰＲ きょうから石動中（小矢部）１０５人

32 となみチューリップフェア見どころチェック あす開幕　四季彩館は常設展一新

33 義援金受け付け始まる 熊本地震 本社来月３１日まで

33 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 26 大野さんに感謝状 砺波署

27 砺波で共同宿泊学習 小矢部園芸高１年生

27 新砺波図書館の設計 アズマダチ風広々空間

27 ベトナム人研修生３人実習始まる 小矢部・長七製麺

27 南砺市、ゼンリンが防災手引 県内では高岡、砺波、小矢部市に続いて４市目

28 城端線で「蔵祭り」来て 砺波・若鶴　利用者に割引券　来月２８日

29 庄川にヤマメ放流 地元園児が２千匹 砺波で川開き

29 初誕生 水戸椋太郎（みと　りょうたろう）　砺波市高波

北陸中日 11 平和の俳句 砺波市　藤井健治

19 サクラマスの稚魚庄川川開きで放流 砺波、無事故祈る

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

　２２日　金曜日
北日本 3 人口減対策　県議が討論 来月２５日・砺波　傍聴者を募集

21 栴檀山の山菜たっぷり 砺波　夢の平コスモス荘　期間限定で定食開始

21 アピタと災害支援協定 砺波市は２１日、ショッピングセンターのアピタ砺波店と

25 散居彩るピンクの帯 砺波　シバザクラ１万５０００株見頃

26 １３０点出品「初桜」最高賞 チューリップ切り花品評会　砺波　フェアきょう開幕

26 庄川峡の新緑も楽しんで フェアと連携　園児らと出発式

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

27 砺波の納屋全焼 ２０日午後１１時１５分ごろ、砺波市井栗谷

富山 3 来月２５日、砺波で開催 県議会政策討論委　人口減少テーマに

18・19 ２０１６となみチューリップフェア 会場イベント、会場マップ

23 シバザクラ魅力案内　岸渡川沿い１万５千株見頃 砺波・林で新屋敷環境保全推進協　女性グループ、２９日から

23 旬の山菜、定食に 砺波　夢の平コスモス荘

23 砺波市とアピタ災害協定 砺波市は２１日、ユニーが運営するアピタ砺波店と

27 全国研究大会に全力 全国高体連研究大会　第１回実行委員会

28 チューリップクルーズ出航 砺波・庄川遊覧船

30 チューリップ３００万本出迎え 砺波　フェアきょう開幕

31 砺波で納屋全焼 ２０日午後１１時１４分ごろ、砺波市井栗谷

北陸中日 17 庄川峡の風景堪能 チューリップクルーズ出発式

21 砺波・夢の平コスモス荘 栴檀山の恵み　山菜定食が登場

21 砺波で納屋全焼 ２０日午後１１時１５分ごろ、砺波市井栗谷

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

25 災害時食料など提供　アピタと砺波市協定 ２１日、ショッピングセンター「アピタ砺波店」と

27 ２０１６となみチューリップフェア 花の数だけ夢がある　となみ　春色　夢気分

朝日 26 ウィークエンドとやま　展覧会 遠藤満智子水墨画展

26 ウィークエンドとやま　催し みて！あそんで！影絵ワールド

　２３日　土曜日
北日本 1 となみチューリップフェア開幕 １００万本お出迎え

23 受講生３８人の力作紹介 砺波　カルチャー教室１５周年「裏打ちと表装」作品展
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23 味わい深い９０点 砺波　陶芸家・高道さん初個展

25 砺波郷土資料館特別展 匠の技結集 和洋折衷　旧中越銀の建築紹介

25 テロ未然防止チラシを配布 フェア会場で砺波署

25 ＪＡむかわ（北海道）砺波で研修 １１月に交流協会事業

27 女性消防士５年で倍増 県内　対応細やか高まる期待

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 1 砺波チューリップフェア開幕 春告げる３００万本

24 砺波市むかわ町交流協 庄川で総会　発足１年、町長ら来訪

24 優喜乃舞踊団が公演 砺波・庄東センター

24 本と親しむ機会に 砺波図書館 １０円で雑誌、図書販売、庄川図書館 子ども、読んでビンゴ

25 研修会など今年度事業承認 砺波地区公民館連合会の総会

28 砺波署員が協力呼び掛け チューリップフェア会場

北陸中日 1 砺波・フェア開幕 あなたにチュー♡リップ

19 となみチューリップフェア開幕 見物客笑顔も満開

読売 26 春を彩る３００万本 ２０１６となみチューリップフェア

朝日 22 チューリップフェア開幕 「花の大谷」散策して

毎日 22 チューリップフェア開幕 砺波　過去最多の７００品種３００万本　色とりどり咲き誇る

　２４日　日曜日
北日本 1 注目のニュース 春季県高校野球が開幕

17 春季県高校野球開幕 砺波8-6高岡龍谷

17 砺波市ビーチボール協会３０周年 さらなる発展誓う

17 県高校春季大会 ラグビー、バスケットボール、ソフトテニス

17 ５４チームがペタンクで熱戦 第２８回県ペタンク交流大会

23 城端線活性化へ結束 ６市民団体が「連携隊」

23 チューリップフェア会場で公開挙式 城端の山田倫也・彩香さん

23 会場内から生放送 きょうエフエムとなみ

24 ９０回記念国展 櫻井さん（富山）と佐藤（南砺）さん入賞

27 砺波でスイセン見頃 「夢の平」花の園

富山 23 城端線活性化へ連携隊 高岡　市民団体の設立総会

24 第９０回記念国展 佐藤、櫻井さん入賞

24 砺波市パークゴルフ協会県スポレク祭予選大会 斉藤、齊藤さん優勝

25 第８８回春季県高校野球大会第１日 砺波8-6高岡龍谷

26 県境越え美の競演 小矢部で富山石川現代作家展

27 地鳴り 仏壇の中に優しい笑顔　嶋田道子　６６歳（砺波市）

27 〃 チューリップがとてもきれい　安井紀美子　６２歳（高岡市）

27 〃 「ナニらしく」はもう死語のよう　春川正人　６９歳（砺波市）

27 〃 いとも簡単に脂肪は消失　石川祐惠　６８歳（砺波市）

27 〃 中庭に立つ２本の杉　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

28 となみチューリップフェア 初の週末１万７０００人

28 〃 華やかさ一層、公開挙式

北陸中日 17 春季高校野球県大会が開幕 砺波8-6高岡龍谷

読売 24 砺波の魅力世界に発信 プリンセスチューリップに４人

24 小矢部の県境近くで富山・石川の作家展 美の波動　２０１６富山石川現代作家展

25 春の高校野球県大会開幕 砺波8-6高岡龍谷

毎日 22 ４７チーム熱戦開幕 来月７日決勝 春季県高校野球大会

22 砺波平野に新断層 北陸電報告　志賀原発「耐震設計影響せず」

　２５日　月曜日
北日本 1 注目のニュース 県太鼓 河合さん連覇

5 とやまダイジェスト　１７～２３日 チューリップフェア開幕

17 春季県高校野球 滑川・砺波工など３回戦へ

19 魚津しんきろうマラソン 種目別成績

19 県高校春季大会　２４日 バスケットボール、バレーボール、卓球、柔道

20 チューリップ杯ビーチボール 県内外１３６チーム熱戦

24 デッサンの意欲作２６点 砺波市の洋画家、林清納さんが主宰する末広美術会の作品展

25 ゴルフで同窓生交流 旧制砺波中・砺波高

28 県太鼓打ち競技会 河合さん（砺波）大人の部連覇

28 高崎さん（氷見）の叙勲３００人功績たたえる 林豊輝県柔道整復師会長が経歴を紹介
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富山 19 第８８回春季高校野球大会第２日 大門1-8砺波工

20 となみチューリップフェア 初の日曜 ２万７千人来場　

21 月曜川柳　乱反射 別所武、川辺久松（砺波）

北陸中日 4 見所満載！富山の観光と産業 砺波市　市長 夏野修

15 春季高校野球 大門1-8砺波工

15 県９人制バレーボール春季総合男女選手権 準決勝　ＹＫＫ2-1砺波倶楽部

15 県高校春季大会 バレーボール、柔道

読売 25 春の高校野球県大会 砺波工8-1大門（７回コールド）

朝日 24 吹奏楽の大会日程が決まる 県学校連盟総会

24 第８８回春季県高校野球大会 大門1-8砺波工

毎日 22 第８８回春季県高校野球大会兼第１３４回北信越地区大会県予選 砺波工8-1大門（７回コールド）

22 県高校春季ラグビー大会 砺波工79-0魚津・富山西・高専本郷・高岡・高専射水、富山工24-12砺波

　２６日　火曜日
北日本 12 サッカー　高円宮杯Ｕ-18県リーグ 試合結果

12 バスケットボール　県一般男女選手権 男子４部準決勝　庄西ク107-54高岡ク

14 仲間と集う 荊波神社・キツネ塚古墳見学会（砺波市　丹川和央）

16 医師制作の絵画・彫塑 砺波　「画ッ展 3人組」開幕

17 チューリップフェア・四季彩館 砺波　観光客１万人超え

17 育児の悩み共有しよう 砺波　わかば子育て広場スタート

17 ポリオ撲滅への協力観光客に呼び掛ける 砺波　砺波ＲＣ

17 テニス　砺波オープンダブルス大会 大会結果

18 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄川小６年　加藤真聡君

23 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 27 台湾観光客１万人突破 チューリップフェアで式典

29 事件・事故 銃刀法違反の疑い

北陸中日 16 ファイル１１０番 ナイフ３本所持した疑い

17 砺波誘客キャンペーン チューリップフェア、四季彩館　台湾人観光客１万人超

朝日 25 チューリップ四季彩館（富山・砺波市） 広がる花畑 年中見頃

　２７日　水曜日
北日本 3 ６会場で８月開催 とやま科学五輪

20 読者のひろば 解体前にいただく　砺波市　黒田和也（会社員　３９歳）

20 仲間と集う 第１２回となみ野吟友会総会大会

23 着物ステージに出よう！ 砺波　６月４日本社砺波支社参加モデル募集

26 となみチューリップフェア 色鮮やか「満開宣言」　例年より３日早く

26 〃 高波高彩会と源通さん最優秀　夢花壇コンクール

26 〃 雨の日来場者におかきプレゼント

26 記者ぶろぐ 引き継がれる志

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

27 医師ら６人派遣 砺波総合病院

富山 1 砺波・チューリップフェア 満開宣言　地上絵くっきり

25 乳幼児らに読み聞かせ 砺波ファーストブックの会

26 影絵ショー親子楽しむ 砺波市文化会館

27 県高校春季大会 柔道、剣道、バスケットボール、ラグビー、バレーボール、フェンシング、ソフトテニス、卓球

29 地鳴り 鳥居の横で呼び止められ　西川良子　６３歳（砺波市）

北陸中日 17 幼児ら絵本に興味津々 砺波　市立図書館で読み聞かせ

読売 32 よみうり文芸 短歌　砺波市　別所武

朝日 33 ユッケ食中毒追求半ば 立件にハードル賠償訴訟も未決着

　２８日　木曜日
北日本 9 庄川遊覧船の子ども料金など無料に 日本旅客船協会

16 北日本文芸 歌壇　地　砺波市　吉田晃子、入選　源通ゆきみ

16 〃 俳壇　人　砺波市　廣橋玉枝、佳作　中邨宗承、源通ゆきみ、宮浦のぶあき、小野田裕司、今井久美子、藤井哲尾

16 〃 柳壇　入選　砺波市　吉川博

24 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

24 花通信 県花総合センターのセンダイハギなど　砺波市高道

25 情報かわらばん となみ野

25 県内朝市夕市 砺波市

30 読者のひろば 物資直送にホッと　砺波市　北島嘉孝（介護支援専門士　４４歳）
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30 仲間と集う 中野女子会　（砺波市　佐藤玉代）

32 あすから砺波・出町子供歌舞伎曳山祭 児童７人「稽古上げ」演技確認

32 ソフトテニス　砺波地区小学生春季大会 大会結果

33 経営支援計画事業を活用 砺波　庄川町商工会

33 中国・盤錦市訪問団１０年ぶり来訪 砺波　「熱烈な歓迎に感謝」

36 洋画家・藤森さん後援会 ７月の企画展成功へ一丸

37 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

39 えびす食中毒５年 起訴求め署名活動

富山 25 富山文芸　４月賞 小池光選　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

27 重点事項決める 庄川町商工会

27 砺波・出町あすから本番 子供歌舞伎稽古上げ

27 砺波市長、７月盤錦訪問 中国から友好団、交流促進誓う

34 えびす食中毒５年　今も喪失感 遺族「起訴を」

北陸中日 19 砺波であすから出町曳山祭 本番へ最後の通し稽古

19 県西部６市長ら「連携都市圏を」 高岡で懇話会初会合

20 まつり 出町子供歌舞伎曳山祭

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

22 北陸文芸 歌壇　岩田記未子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

　 22 〃 歌壇　三井修選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

22 〃 俳壇　松本松魚選　一席　砺波市　源通ゆきみ

22 〃 柳壇　北村幽犀子選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

30 えびす食中毒５年 起訴求める遺族「うやむやにされるのか」

朝日 31 ユッケ食中毒５年　県が監視強化 業者は保険加入を

北日本 24 読者のひろば 安心して帰られる　砺波市　小西文子（主婦　７２歳）

26 耐震化の整備基金「積み立て早めたい」 砺波　夏野市長

27 縄文の土偶　見に来て！ 砺波市埋文センター　レプリカ完成常設展示

27 会長に杉本さん 砺波　市地区自治振興会協

31 となみチューリップフェア 外国人客が大幅増　台湾・東南アジア目立つ

33 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

34 とやまのキブン マコトさん（砺波市庄西周辺）

富山 29 少年補導員２６人の委嘱状 砺波署の少年警察ボランティア委嘱状伝達式

29 新会長に杉本氏 砺波市地区自治振興会協議会の総会

29 砺波工高で開校記念式 砺波工高で２８日、開校記念式と記念講話

29 少年消防クに５３人入隊 砺波南部小

29 子育て支援情報　手厚く 砺波市　市のＨＰにバナー　パンフレット作製

29 高齢者給付金を支給 県内市町村先駆け

29 油谷さん優勝 第１５回健康麻将となみ大正蔵杯

31 土偶のレプリカ　２点完成 砺波市教委　埋文センターで展示

33 大花壇　１０万本新たに 砺波・チューリップフェア　職員が入れ替え

33 城端線で来場「３割増」 夏野市長

35 地鳴り 懐に見合った買い物楽しむ　藤井昭道　４３歳（砺波市・会社員）

35 〃 シクラメンの花毎年咲かせる　亀岡綾子　８６歳（砺波市）

35 〃 ボランティアで半日受付の役　犀川寮明　６８歳（砺波市）

35 〃 頂いたワラビいろんな味で　西川良子　６３歳（砺波市）

北陸中日 19 見ごろ　最後まで続きます チューリップフェア　花を大量追加投入

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

25 ＧＷお出かけガイド ２０１６となみチューリップフェア

毎日 24 ギャラリーだより 第６５回記念２０１６となみチューリップフェア特別展　荒井良二絵本原画展

朝日 24 ウィークエンドとやま 展覧会　となみ野散居村フォトコンテスト作品展

　３０日　土曜日
北日本 1 県内７市　合宿誘致へ 東京五輪　競技絞り準備

3 県ドクターヘリ 救急車合流地点が１．４倍　４７５ヵ所民間の協力拡大
11 科学系博物館のこれから 国立科学博物館長　林良博（高岡高出身）
16 国宝瑞龍寺春のライトアップと門前市 桜舞う場面印象的　宮田優さん（２３）砺波市・介護士
20 春季県高校野球 砺波２-９魚津
20 県高校春季大会 ラグビー　準決勝　富山第一７８－０砺波工
21 ソフトボール　県小学生春季大会 ①ダイヤモンドキッズ

   ２ ９ 日   金曜日
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21 テニス　春季ジュニア選手権 女子１４歳以下ダブルス①長山真凛・林果音（砺波市ＴＡ・エアーズ）
24 かわいい看護師「おしごと体験」 イオンモールとなみ
24 ３００人輪踊り　会場華やか 砺波　となみチューリップフェア
25 花眺め　特産そば満喫 砺波　夢の平スキー場で水仙祭り
25 気合込め技繰り出す 南砺　南砺少年武道大会　男子団体②出町Ａ③庄西Ａ・庄川ほか
28 高齢者叙勲４月の受章者 旭日単光章　野村政春さん（８８）　砺波市庄川町青島
29 包丁所持した疑いで高岡の男逮捕 砺波署　２９日
30 母子の別れ初上演 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭

富山 22 ５月イベント一覧 砺波市春季学童野球大会ほか
25 看護師姿で聴診器当て 砺波で「おしごと体験」
25 スイセン眺め　そば舌鼓 砺波・夢の平で祭り　コスモス荘は山菜直売人気
25 買い物客に献血求め となみセントラルＬＣ
25 研修会など今年度事業承認 砺波地区公民館連合会の総会
26 苗木に肥料や除草 砺波・イオンで育樹祭
27 第８８回春季県高校野球大会第３日 砺波２-９魚津
27 ソフトテニスとバレーで交流 高岡で前田杯
27 県春季ジュニアテニス選手権 女子①長山真凛・林果音（砺波市ＴＡ・エアーズ）
27 第１４回県中学生ソフトボールオープン大会第１日 準々決勝進出校　庄西、庄川
27 第２８回県小学生春季ソフトボール大会 ダイヤモンドキッズほか
27 県９人制バレー春季総合男女選手権 砺波倶楽部、砺波クラブ
27 県高校春季大会 ラグビー　準決勝　富山一７８－０砺波工
28 踊りの輪咲き誇る 砺波・チューリップフェア　華やかにもてなす
29 砺波でも男逮捕 砺波署　２９日
29 地鳴り 孫娘と山歩き　大満足の時間　小倉慶子　７１歳（砺波市）
29 地鳴り 今の時代に珍しい子　春川正人　６９歳 （砺波市）
31 子供役者堂々と 砺波　歌舞伎曳山祭が開幕

北陸中日 14 ファイル１１０番 銃刀法違反の疑い
15 中日杯南砺囲碁大会 Ａ級は西坂さん　Ｂ級我妻さんＶ
15 ベスト１６出そろう 春季高校野球県大会
29 子供歌舞伎　曳山で熱演 砺波

毎日 24 第８８回県高校野球大会兼第１３４回北信越地区大会県予選 魚津９－２砺波
24 県高校春季ラグビー大会 富山第一７８－０砺波工

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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