
　　　　　　　２０１９（平成３１）年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

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し 副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　月曜日
北日本 2 叙勲（１日） 瑞宝双光章 元井口村立井口小校長　新屋栄太郎氏

22 わが家のアイドル 城宝初和ちゃん　１歳　 砺波市千代

24 ９種の桜次々開花 庄川峡桜まつり

25 最高賞に𠮷田さん 散居村フォトコン

25 １００歳おめでとう　３１日 堀　勝治さん（砺波市柳瀬）

30 県内から２人再入選 伝統工芸木竹展　林哲三さん(砺波市)

30 金婚夫婦 【砺波市】３組

31 黒部、立山、砺波、小矢部で停電 ３１日は砺波市で約４３０戸が停電

富山 7 月曜川柳　乱反射 小倉　慶子(砺波)

14 文芸喫茶 となみ野川柳会　２月句会

16 中高年の疲労回復を 砺波の和田さんジム開設

17 「砺波の人びと」写真集発行祝う　山田さん撮影 砺波市出身の作家・写真家山田和さん

17 斉藤、石附さん優勝 砺波市グラウンドゴルフ協会第１０回新春大会

17 百歳 堀勝次さん(砺波市柳瀬、31日生まれ)

20 桜、新時代の成長願う 庄川水公園　嵐山保存会が植樹

20 庄川峡桜まつり開幕 ７日まで

20 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 元井口村立井口小校長　新屋栄太郎氏

22 となみ１３００年住みよさの秘密６４ 地区と行政のバランス力　第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑦

北陸中日 10 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 元井口村立井口小校長　新屋栄太郎氏

11 お花見　多彩 「庄川峡桜まつり」コシノヒガン満開

読売 25 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 元井口村立井口小校長　新屋栄太郎氏

 ２日　火曜日
北日本 6 重要物流道路を初指定 災害時に国が優先復旧  県内北陸道など４２０キロ

6 来社（1日） 砺波支社

9 富山銀行人事 砺波長兼砺波チューリップ長兼庄川長兼営業統括部企画役

21 名所巡る地図１５年目 地区の魅力住民が紹介　砺波　太田

23 坂本監督(富山出身)新作「もみの家」 砺波でクランクアップ

24 奥田小など表彰 文科相　読書活動に尽力　砺波市のボランティアグループ「おはなしポケット」

27 「令和」に夢と希望 新元号発表県内その時…　午後０時４０分ごろ　午後３時

富山 26 執務始め　新年度スタート 公共施設再編の元年　夏野砺波市長

27 映画「もみの家」クランクアップ 富山の温かさ作品に出せた

28 楷書を１０分で投稿 砺波の藤井さん

29 重要物流道路を初指定 国交省　災害時に復旧を優先

読売 30 温泉育ちの野菜カレー 庄川峡観光協同組合　レトルト開発

 ３日　水曜日
北日本 11 「点数稼ぎの勉強法」 鈴木さん(砺波出身)刊行

17 市公共施設再編計画 市長「年内にも対象例」

17 新旧ツインタワー　共演はその年限り ２１年チューリップフェア

17 移住定住促進へ法被作製しPR 砺波

25 コンクリート擁壁に指挟み骨折

25 コンサル会社を指名停止 雄川コンサルタンツ

27 起訴求める署名　遺族が７９０７人分提出 えびす食中毒

富山 3 本社来訪(２日) 砺波総局

15 地鳴り 元日には流通も一斉に休業を　北清俊一 ６２歳(砺波市)

19 くらしの日記　小鳥の声 紫藤道子　８４歳(砺波市狐島)

23 判断基準を市民に説明 夏野砺波市長　公共施設再編で方針

23 名刺で砺波の魅力を発信 散居村や庄川峡、コスモス

23 移住促進取り組み　ガイドブック作成 砺波市、法被も製作

24 児童が走り方学ぶ 砺波で教室

26 砺波で擁壁に指挟まれ骨折

26 砺波市の１社指名停止 雄川コンサルタンツ

28 えびす食中毒　署名７９０７人分提出 遺族、検審へ起訴求める

28 となみチューリップフェア　梅と蘭で特設花壇 来月１日の改元に合わせ
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北陸中日 12 眼科屈折検査全幼児に実施 砺波市３歳６ヵ月健診

12 砺波市PR名刺新たに１３種作製 市職員が使用するシティプロモーション名刺十三種類を新たに作製

13 「令和」チューリップでも祝福 砺波のフェアで来月

24 焼肉えびす遺族追加署名 元社長らの起訴求め７９０７人分

読売 29 新元号ちなむチューリップ 砺波、来月展示

29 ユッケ食中毒事件遺族らが署名提出 検審に新たに７９００人分

朝日 23 元社長らの起訴求め署名提出 ユッケ事件　遺族、検察審に追加分

毎日 22 「元社長ら　起訴相当」 焼き肉集団食中毒７９０７人署名提出　検察審に

 ４日　木曜日
北日本 2 来社(３日) 本社

14 県内美術館・博物館の催し(４／４～４／１０) 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

富山 2 富山政治 期日前投票の中間集計

2 県議選の候補アンケート 新幹線開業から４年、あなたの地元はよくなった？

3 本社来訪(３日) 砺波総局

3 改元日に新元号花壇 チューリップフェア　夏野砺波市長来社

23 トルコバザールや花壁画（ヤロバ市と姉妹３０周年記念） ２７、２８日となみらいフェス

28 となみ１３００年 住みよさの秘密６６ 「三郡の境」利点あり　第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑨

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

13 イベント 庄川峡桜まつり（７日まで）

14 来訪(３日) 富山支局

読売 26 来訪(３日) 富山支局

朝日 21 来局 富山総局(３日)

 ５日　金曜日
北日本 2 県議選候補者 県政への評価 最高 自民８．５点　最低 共産３．３点

27 １００歳おめでとう ４日 加藤杖子さん（砺波市鹿島、４日生まれ）

27 交通指導員委嘱 砺波署管内

28 教育と保育 一体的に 太田と北部 認定こども園移行

28 広告 となみ野バスツアー 実施日４月２９日

32 日展富山会初代理事長 齋藤さん「若手を育成」

34 小学英語ノウハウ磨け 県内 教科化へ準備 片山学園初等科 授業 標準の５倍

富山 2 県議選候補者アンケート 松村謙三氏が最多６人

13 コント 砺波・たぬき

20 子育て２拠点始動 太田、北部認定こども園

21 目の異常を早期発見 砺波市、全幼児に屈折検査

22 チューリップ見に来て ラジオたかおか プリンセスがフェアＰＲ

26 となみ１３００年 住みよさの秘密６７ 庄東の絆、優しい団結 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑩

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ６日　土曜日
北日本 27 きょうもにっこり 砺波市連合婦人会長　今井智子さん

27 仕事への取り組み助言 新社会人のつどいに１８０人　事務所経田　経田博子代表（砺波市）

34 県展受け付け　来月２７、２８日 県内審査員　洋画　林清納

富山 5 チューリップフェア　来月臨時列車を運行 ＪＲ西

21 地鳴り 「亭主関白」は風前のともしび　犀川寮明　７１歳(砺波市)

21 コント 砺波・越中之助

25 奄美の食材知って　砺波・庄川 １２日のマルシェで販売

25 県展、６月１日に開幕 県内審査員　洋画　林清納

25 農地の状況を視察 砺波でパトロール

26 歓迎のチューリップ準備 フェアへ砺波の実行委

28 県西部誘客へ観光法人 初の民間主導　来月１００社参加目指す　

30 となみ１３００年 住みよさの秘密６８ 「石碑と防災」考える　第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑪

北陸中日 17 再読！週刊ＮＥＷＳ 【２日】えびすの集団食中毒事件

 ７日　日曜日
北日本 16 心身の鍛錬や技術向上目指す 砺波市スポ少

16 野球　 太陽スポーツ・TSTとなみ杯砺波地区少年大会

16 軟式野球 全日本少年大会砺波市大会
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16 バドミントン チューリップ杯オープン

19 みんなのＶＯＩＣＥ「新元号への思い」 砺波市６０代女性　山ざくら

22 味わい深い素描６０点 北日本新聞砺波支社カルチャー教室の「素描教室」作品展

22 国道沿いにチューリップ となみチューリップ街道実行委員会

22 耕作放棄地の現状確認 砺波市農業委員会

28 坂田さん(小矢部)準大賞　 日本篆刻展　会員出品　河原孤舟

28 記者ぶろぐ 増山城の"マドンナ"

31 城端線 運転見合わせ 枕木と敷石に隙間

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 古来の文化を見直す時代に　黒田　和也４２歳(砺波市・会社員)

20 動脈硬化の予防策学ぶ 砺波ハートセミナー

20 創作活動に１７人意欲 砺波・発明クラブ開講

20 １２競技１４少年団７４０人、努力誓う 砺波で結団式

22 フェア会場きれいに ２２日開幕　砺波チューリップ公園

22 準大賞に坂田さん(小矢部)　 日本篆刻展　優秀賞に県内３人　　会員推薦賞　河原　孤舟

26 城端線の列車６本に遅れ ６日

 ８日　月曜日
北日本 15 市民ミュージカル上演へ 市民ミュージカル「黄昏のラプソディ」

15 ものづくりの楽しさ学ぶぞ 砺波市少年少女発明クラブの本年度開講式(砺波図書館)

20 春の風情感じて一服 高瀬神社で北日本となみ野茶会　表千家の埴山宗文さん(砺波市)が席主

富山 4 新富山県議　４０人の顔ぶれ 砺波市

9 地鳴り 新旧の広辞苑何よりの宝物　紫藤道子　８４歳(砺波市)

9 コント 砺波・たぬき

16 防犯カメラ効果学ぶ 砺波・柳瀬地区講演会

17 愛知・安城市と文芸誌の交換 砺波市文化協会

18 中学女子清原に栄冠 第11回高岡少年少女フェンシング大会(７日・砺波市の県西部体育センター)

19 高岡南部地区野球連盟リーグ戦 １３チームで熱戦　砺波信用金庫

北陸中日 10 無投票当選の皆さん 砺波市

朝日 20 無投票当選者 砺波市

毎日 16 無投票当選者 砺波市

 ９日　火曜日
北日本 21 採掘跡斜面に階段　５年かけ周辺環境を整備 庄川の金屋石を語る会

21 １８地区でごみ拾い 市民ごみゼロ運動

21 チューリップ公園フェア前に清掃 ボランティア２５０人

26 未成年は飲酒駄目 県内各地で小売酒販組合啓発

26 チューリップフェア　プリンセスがＰＲ 本社金沢支社

富山 15 地鳴り ２年前の植樹祭　両陛下が富山に　松本えみ子(砺波市)

15 地鳴り 富山で映画ロケ エキストラ参加　吉田　恵(砺波市)

24 金屋石採掘場跡に登山道 砺波　語る会が５年で整備

24 デイに移動スーパー 砺波　利用者、買い物難しく

26 組織力向上呼び掛け 砺波会議所青年部

30 となみ１３００年 住みよさの秘密６９ 「短い時間」で密度濃く　第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑫

北陸中日 15 婚活支援　団体に補助 砺波市　謝礼や燃料費など対象

読売 30 となみ野少年野球　チーム紹介① 庄東

朝日 22 ベルマークだより 【３月の運動】◇預金を積み立て　砺波東部小　◇預金でお買いもの　砺波北部小

 １０日　水曜日
北日本 2 県議選当選者　来社 県発展へ意気込み　砺波市・自民③　瘧師富士夫氏

3 車体の長さ制限撤廃 高岡砺波スマートＩＣ

5 ＣＫサンエツ人事 サンエツ金属（７月１日）

20 青パト新車導入 五鹿屋地区

21 稚アユ元気よく 庄川沿岸漁連大門漁協　庄川に１０万匹放流

21 北信越大会へ役員候補選ぶ 商議所青年部

21 春の頼成の森を散策 砺波市の県民公園頼成の森

26 荒木会長を再任 県高校長協会（９日）　県高等学校野球連盟　林誠一（砺波高校長）

27 コンサル会社を指名停止 高岡市（９日）　雄川コンサルタンツ（砺波市）

富山 2 高岡市が１社指名停止 高岡市（９日）　雄川コンサルタンツ（砺波市）

2 高岡砺波スマートＩＣの改良に着手 特大車も利用可に

3 ページ



3 課題解決に全力 県議選当選者　本社で抱負　農家の所得増意欲(瘧師富士夫氏)

10 人事 サンエツ金属（７月１日）

19 くらしの日記 笑って健康に　犀川寮明　７１歳（砺波市苗加）

22 青色巡回車で防犯 砺波・五鹿屋地区

22 砺波でごみゼロ運動 第１５回砺波市民ごみゼロ運動

23 伝統のえんじゃら　唄い継ぐ 砺波・南般若　児童７人、夏祭りへ稽古

23 稚アユ、今年１回目の放流 庄川、解禁までに１２３万匹

23 ジャケットで砺波発信 市観光協　ボタンダウンポロ製作

24 荒木会長を再任 県高校長協会（９日）　県高等学校野球連盟　林誠一（砺波高校長）

25 連休前に河川点検 富山国道事務所

28 となみ１３００年 住みよさの秘密７０ 一緒に物事をする知恵 第３章　つながりの巻　合村国の肖像⑬

読売 30 となみ野少年野球チーム紹介② Ａリーグ　砺波東部

30 写真入り名刺で砺波の魅力ＰＲ 市職員に配布

31 鮮やかな赤　ボケの花見頃 砺波　県花総合センター

24 催し 季節展示「季節を彩る花々　～春～」　チューリップ四季彩館

 １１日　木曜日
北日本 3 「令和」時代全力を 県選管　４０人に当選証書　過去最多９選(米原氏)

4 富山けいざい　短信 ７０歳以上対象にタイヤ無料交換(イエローハット砺波店)

16 県内美術館・博物館の催し(４／１１～４／１７) 松村外次郎記念庄川美術館

16 とやま四季彩々 川面に桜映える(砺波市庄川水記念公園)

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市　県内 砺波市

25 えんじゃら節伝承 南般若えんじゃら民謡教室

25 両陛下ご結婚６０年を祝う 越中一宮高瀬神社(藤井秀嗣宮司)

30 前川さん(木，南砺)都知事賞 現代工芸美術展　本会員・審査員出品(織田定男)

30 １０月に「湾ウオーク」 県ウオーキング協　増山城戦国ロマンコースウオーク(砺波市６月)

30 作農(南砺)熊木さん(砺波)入賞 光風会展絵画部門　光風奨励賞　熊木博章、全員出品絵画　宮崎悦郎(砺波市)ほか

30 となみチューリップフェア２２日開幕 ネット外し開花着々

30 今年の見どころ「黄小町」ツリー プリンセスＰＲ

富山 3 新時代　富山の飛躍誓う　 新県議４０人に当選証書

23 トイレ紙で大腸がん検診呼び掛け 砺波市

24 曲線美の建具奉納　 南砺　髙瀬神社に南部さん

25 ７０歳以上対象にタイヤ無料交換 イエローハット(砺波店)

25 チューリップフェア来て 砺波・プリンセス来社

28 となみ１３００年 住みよさの秘密７１ 集まれば「気づき」あり　第３章　つながりの巻　合村国の肖像⑭

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 チューリップフェア　もうすぐ 大花壇遮光ネット撤去作業が始まる　メイン会場

朝日 25 チューリップフェア 砺波で２２日開幕　令和花壇も登場

読売 26 となみ野少年野球　チーム紹介③ Ｂリーグ　庄川

26 チューリップ　開幕へ着々 フェア遮光ネット取り外し

 １２日　金曜日
北日本 12 全国舞踊コンクール群舞部 可西舞踊研２部門２位

16・17 とやまの桜　２０１９　平成最後　咲き誇る 庄川水記念公園・砺波市

20 わが家のアイドル 中野光莉ちゃん　１歳１０カ月　 砺波市三郎丸

22 (広告)第５回　改組新日展富山展 富山県民会館

23 きょうイベントで奄美の特産品販売 道の駅庄川

23 看護の道へ第一歩 砺波准看護学院入学式

23 会長に平井さん 砺波市老人クラブ連合会

28 プリンセス４人決定 砺波チューリップの魅力ＰＲ

富山 15 コント 砺波・越中之助

22 新会長に平井氏 砺波市老人クラブ連

23 会長に白石、牧野氏 県中小学校教育研　県小学校教育研究会会長　牧野和則氏（砺波市砺波東部小校長）

23 新部長に飯田氏 庄川町商工会青年部

23 専門知識習得の決意 砺波准看護学院入学式

26 １９代目　砺波の華決定 プリンセスチューリップ　２２日開幕のフェア案内

28 となみ１３００年 住みよさの秘密７２ 歴史が元気を生む 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑮

北陸中日 5 テーマ特集　下　新元号に思う 昭和から平成　押印の思い出　上野亮平(砺波市)
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13 プリンセスチューリップに４人 「笑顔を届けたい」

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 砺波の魅力　笑顔で発信 プリンセスチューリップに４人

毎日 22 春彩るチューリップ　砺波２２日からフェア プリンセスらＰＲ

 １３日　土曜日
北日本 25 協働事業実施に５団体 ２０１９年度の市まちづくり協働事業

25 目玉は柚子ポーク丼 ２７、２８日に「となみらいフェス」 旧市町の名物コラボ

25 会長に飯田さん 庄川町商工会青年部

28 ３部門で最優秀賞 県小・中学校ＰＴＡ広報紙コンクール

30 男性医師重体 自転車で転倒か 砺波市三島町、医師、白石浩一さん（５５）

富山 13 地鳴り 運転している時 気が大きくなる 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

13 地鳴り 農作業の時期迎える 犀川寮明 ７１歳（砺波市）

22 庄川ゆず＋たかはたポーク＝丼物 市町合併１５周年 ２７、２８日販売

23 奄美の新ジャガ人気 砺波 道の駅庄川でマルシェ

23 古い雑誌１冊１０円 砺波図書館で販売

28 となみ１３００年 住みよさの秘密７３ 昇太師匠「城主になりたい」 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑯

28 砺波、自転車の男性転倒し重体 砺波市三島町、医師白石浩一さん（５６）

北陸中日 15 イベント おいしく 砺波食材使い柚子ポーク丼 ２７、２８日「フェス」販売

15 「紙の動物園」きょうから 砺波市美術館 チューリップフェア特別展

22 全面広告 ＧＷ１０連休！あなたはどこへ！？ 富山

読売 26 となみ野少年野球 チーム紹介⑤ Ｃリーグ 砺波北部 出町

 １４日　日曜日
北日本 19 仲間と集う 東野尻小昭和２０年度卒同級会（砺波市 河合泰）

23 絵本で親子の絆育む 砺波ファーストブックの会 発足１０年  赤ちゃんに読み聞かせ

29 夜明けの幻影 砺波の会社員愛甲さん撮影  氷見で「だるま太陽」

30 ６市連携 後見人養成 とやま呉西圏域 高岡にセンター開設  講座・研修 市民参加受け皿拡大

富山 7 地鳴り 白壁に桜吹雪  映える姫路城  黒田和也 ４２歳（砺波市）

22 紙の動物にぎやか 秋山さんクラフト展 砺波市美術館

24 河合会長を再任 砺波市カローリング協

27 ほたるいか ＳＬ「中越弁慶号」の清掃活動

読売 29 自転車で転倒 重体 １２日午後６時１０分頃

毎日 26 毎日書道展北陸展 令和と３０周年 豪華に  第１回実行委 委員長に上野さん

 １５日　月曜日
新聞休刊日

 １６日　火曜日
北日本 2 来社(１５日) 砺波支社

3 県内自治体　１９年度予算 魚津のみ税収減　「貯金」２億円　県内最小

21 春季県高校野球　 きょう組み合わせ抽選

23 声の交差点 家庭菜園を楽しむ　武部幹夫(砺波市)

26 平成最後の舞台へ猛稽古 出町子供歌舞伎曳山祭り　２９、３０日　御祝儀舞も披露

27 庄川挽物ＨＰを一新　 江戸末期からの歴史紹介

27 稚アユ大きくなってね 大門小児童　庄川に３２００匹放流

27 グラウンドゴルフ 砺波市協会春季大会（１４日、市総合運動公園）

27 大火４０年　節目の訓練 消防団福光方面団

32 南大路一賞に桑嶌さん（富山）　第９６回春陽展 会友・再入選　稲垣朋子（砺波）

富山 19 くらしの日記 お世話になった旅　沖田千鶴子（砺波市）

24 砺波で消防訓練 表彰も伝達

27 ベテラン奮闘　球春火ぶた 砺波地区寿野球

30 となみ１３００年 住みよさの秘密７４ 山城の持つ吸引力 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑰

北陸中日 17 稚アユ放流　大きく育て 庄川で射水・大門小

 １７日　水曜日
北日本 3 中小経営モデル企業　ＩＡＡＺＡＪを指定　 県２８社目　ＩＡＡＺＡＪホールディングス（砺波市）

15 声の交差点 孫の自立を応援　小西文子　７５歳（砺波市）

15 声の交差点 私が生まれた日　村中正敏　８８歳（砺波市）

18 富山第一初戦は高岡龍谷 春季県高校野球　２０日から熱戦

18 会長に林砺波高校長 県高野連
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22 ６人３団体表彰 市防犯協会

22 自然・祭礼写した近作並ぶ 今堀顕さん（砺波市）作品展

23 屋外の違法広告チェック 市役所で出発式

23 住宅火災延焼想定し訓練 消防春季訓練

26 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 大花壇　テーマは「魔法」

富山 2 中小企業経営モデルに ＩＡＡＺＡＪ　県庁で指定書交付

24 青少年の家でカフェ料理 砺波　食の魅力で少子化対策　　レストランが協力

25 「ロングサラダ」「サラダかきもち」節目記念　復刻版いかが 砺波の北越　今月下旬販売

25 わらび学園にリハビリ器具 県信用組合協会

25 花よめさん特別展　図録にまとめ発行 砺波郷土資料館

27 春の王座へ４６チーム 県高校野球大会、２０日開幕

27 新会長に飯田氏 砺波市トルコ友好協

27 五輪おじさん山田さん追悼 南砺　道の駅いなみ　正力悟さん（砺波市）談話

30 となみ１３００年 住みよさの秘密７５ 「物語」が関心を生む　第３章　つながりの巻　合村国の肖像⑱

北陸中日 12 高岡商は新湊と初戦 春季県高校野球　組み合わせ決定

読売 30 高岡商　初戦は新湊と 春の高校野球県大会　富山第一は高岡龍谷

朝日 29 夏は７月１０日開幕 高校野球　２０日から春季県大会

毎日 26 球児の夏　７月１３日から 県高野連総会　富山大会の日程発表

日本経済 15 パナソニックの半導体　部品調達　市場連動に 委託先と契約見直しで

 １８日　木曜日
北日本 1 県内５９社　本社アンケート　来春採用「増」５割 人手不足・働き方改革に対応

7 化石基に全身骨格復元 北海道「むかわ竜」立ち上がる（むかわ町　姉妹都市）

13 北日本歌壇の集い 高岡会場　中井溥子(砺波市)　

14 県内美術館・博物館の催し（４／１８～４／２４） 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 声の交差点　 種もみ農家の努力　砺波市　上野亮平(７６歳）

24 斉藤会長を再任 県中体連　副会長　榊泰晴(砺波市庄川中学校長)

28 後輩に"砺波魂"伝授 砺波高校創立１１０周年記念講演会　綿貫民輔元衆議院議長

28 名刺に名所デザイン 職員用、魅力ＰＲ

29 国際交流３団体　意見交わし親睦 トルコ協会長に飯田さん

29 きれいな庄川守ろう 庄川河川敷でごみ拾い

29 飛越能　自慢の食紹介 市がポスター　新高岡駅利用促す

34 大阪だより　 チューリップアート　集いに１５団体１５０人　近畿県人会も参加

34 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 改元祝うディスプレー　開幕まで４日

35 県小・中学校長会長 飯野氏(小学)阿尾氏(中学)　協会長には白江氏　

富山 15 地鳴り 五輪相の更迭　遺憾で憤った　砺波市　北清俊一（６２歳）

15 地鳴り ブラックホール　輪郭撮影に驚嘆　砺波市　嶋村了吉（５５歳）

15 地鳴り 朝ドラみて　涙こぼれる　砺波市　小倉慶子（７４歳）

24 「砺波魂」で困難克服を 砺波高　綿貫氏が記念講演

26 小学校・飯野氏　中学校・阿尾氏、小中学校・白江氏　 県校長会

27 八倉巻、有澤　２氏が新任 県中体連役員

30 となみ１３００年 住みよさの秘密７６ となみ創生、個性に合わせ　第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑲

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

13 イベント ２０１９となみチューリップフェア

15 「となみんウエア」充実 ジャケット新発売

読売 29 広告　２０１９となみチューリップフェア 笑顔咲く　彩りの春

朝日 30 「謎の恐竜」復元　全身骨格公開へ 世界初　東京で７月（むかわ町　姉妹都市）

日本経済 35 トップに聞く 北陸コカ・コーラボトリング社長　井辻秀剛氏

 １９日　金曜日
北日本 20,21 改組新第５回 日展富山展 伝統と革新の心

26 全面広告 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ

27 仲間と集う 小矢部園芸高校平成２４年卒クラス会　（砺波市 窪田信雄）

28 わが家のアイドル 田辺佳子ちゃん １歳 砺波市野村島

30 自転車には鍵掛けを 砺波署

31 ヤマメ 大きくな～れ 砺波市漁業協同組合の川開き

31 園児がチューリップ花摘み 高波地区球根組合 フラワーシャワーに歓声
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31 フレッシュテニス 砺波オープン 大会結果

31 きょうもにっこり 井波彫刻師　音琴冰春さん（砺波市・５９歳）

32 とやま元気っ子 となみミュージカルキッズ 演技や歌に一生懸命

34 県内の製造者に酒類鑑評会優等賞 金沢国税局

34 若崎さん（富山）新日春賞 小野美恵子さん（砺波）が初入選

34 見どころいっぱい となみらいフェス ２７、２８日砺波駅前

34 となみチューリップフェア 見どころチェック！ 水車苑に新スポット

35 電動のこぎりで手の指けが 砺波市庄川町金屋の温泉旅館

36 県西部観光法人名は「水と匠」 砺波に古民家の宿

富山 1 県内好天 ５、６月並み陽気 白き峰に苗青々 砺波で田植え

4 優れた新酒出品２３業者を表彰 国税局の鑑評会

17 地鳴り 人の心に灯をともす人に　紫藤道子　８４歳（砺波市）

24 「大きくなって」ヤマメ稚魚放流 庄川で川開き 砺波の園児

25 自転車に鍵かけて 砺波駅で啓発活動

26 赤や黄色華やか ２１日に高波でまつり 園児が花摘み

26 砺波のチューリップ楽しんで ショーやイルミネーション ２７、２８日に駅前でフェス

26 災害対応のトイレ 砺波チューリップ公園の東門付近

28 ８０社参加 ６市と連携 来月設立の県西部観光社 観光資源深掘りし誘客

28 事件・事故 電動のこぎりで指切り重傷

30 となみ１３００年 住みよさの秘密７７ つながって生きる伝統 第３章 つながりの巻 合村国の肖像⑳

北陸中日 13 酒類鑑評会表彰式　２８社３１人に優等賞 金沢国税局

17 チューリップ摘めたよ 砺波・高波幼稚園児が体験

17 となみらいフェス ２７日から来てね！ 本紙支局でＰＲ

読売 30 旧砺波、庄川 丼でコラボ ２７、２８日 となみらいフェスで販売

30 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

31 企業主体 観光法人を設立 県西部６市 来月、産業活性化向け

毎日 26 砺波の魅力をみらいフェスで ２７、２８日

26 大雪で折れた桜 香合に 高岡・射水神社 砺波の木工芸家、荒木さん制作

日本経済 31 富山西部 官民で誘客 観光振興組織、来月に設立

 ２０日　土曜日
北日本 3 砺波にも採穂林　無花粉スギ「立山　森の輝き」 県　挿し木苗　生産体制強化

3 次世代人材育成・確保特別委　県議会 「人口減少問題」に改称　

5 国内初のライン導入 北陸コカ・コーラ　コーヒー品質アップ

17 前回１万３７１８人参加　富山マラソン２０１８ プレーバック２０１８　フルマラソン男子　荒山博樹(砺波市)

22 虫歯予防呼び掛け 東となみロータリークラブが種田保育所を訪問

23 岸渡川沿い　ピンク 砺波新屋敷　「新屋敷芝桜まつり」

23 朝日さん(砺波)最高賞 県チューリップ切り花品評会

29 こどもの日中心に　８８航路小学生無料 庄川遊覧船

29 コンサル会社を指名停止 入善町（１９日）　雄川コンサルタンツ（砺波市）

富山 3 砺波に採穂林整備 県水と緑の森会議　無花粉スギを増産

5 高品質へ国内初の設備 北陸コカ　砺波工場で竣工式

19 地鳴り ２週間遅れで枝垂れ桜満開　 黒田和也 ４２歳（砺波市）

24 芝桜２万株彩る 砺波　きょう新屋敷まつり

24 チューリップと園児　愛らしく 県花総合センター

24 市町村議会(１９日) 総合病院の中期修繕計画を策定　市議会全員協議会

25 森さんに栄冠 健康麻将軍第１回となみ散居村チューリップ

25 中村男子が優勝 第１０回油田カローリングクラブ競技大会

28 来月１～５日　子どもは無料 庄川遊覧船

30 となみ１３００年 住みよさの秘密７８ 令和の夏「盆踊り復活」 第３章 つながりの巻 合村国の肖像㉑

北陸中日 7 砺波工場　新ライン完成 北陸コカ・コーラ　２月から稼働

15 芝桜　８００メートルの花道 きょうから　砺波で新屋敷まつり

15 おやゆび姫　チューリップに 砺波で特別展

日本経済 35 北陸コカ、新ライン稼働 ペット入りコーヒーに活用

 ２１日　日曜日
北日本 16 砺波工　接戦制す　春季県高校野球開幕 安田チーム最多３打点

17 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ（春のミラクル開花します。）
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18，19 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ（笑顔咲く　彩りの春）

20 広告 となみ野周辺　観光おでかけマップ（となみチューリップフェア、夢の平コスモス荘）

21 仲間と集う 中野いぬい会（砺波市　藤井成正）

23 わたしの桜百景　春色満開 百景賞　砺波市の庄川水記念公園

26 飛行　きょうのみに 熱気球イベント

26 健康づくり先頭に立って 健康づくり関連のボランティア３団体へ委嘱書交付式

27 会長に今井さん 砺波市女性団体連絡協議会

32 となみチューリップフェア 見どころチェック！ 最新の県オリジナル品種

32 列車やバスでとなみ野満喫 本社ツアー

33 高齢者講習・認知機能検査空き情報 砺波自動車学校

34 伝統・革新　ファン堪能 一般公開　見て触れて「美」実感　　改組新第５回　日展富山展

富山 2 登壇 陸上自衛隊第３８２施設中隊長兼富山駐屯地司令　赤松保氏

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

17 くらしの日記 そばを打つ　柴田照子　６９歳（砺波市）

19 となみ青年会議所　理想の地域考える 南砺で公開例会

19 新会長に今井氏 砺波市女性団体連絡協

21 島田、福澤さんがＶ 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

21 熱気球イベント中止 「チューリップバルーン２０１９」中止（２０日）

21 全日本少年軟式野球砺波市大会 砺波市野球場

24 となみ１３００年 住みよさの秘密７９ つくりあげる過程大事　第３章 つながりの巻 合村国の肖像㉒

25 ８２歳の車、店に突っ込み２人軽傷 北海道むかわ町(姉妹都市)

北陸中日 5 発言 春もたけなわ　農作業にも力　島田栄　７０歳(砺波市)

12 初日は熱気球中止　 チューリップバルーン　砺波で、きょうまで

13 県高校春季ラグビーフットボール大会 ２０日・砺波総合運動公園

読売 26 北陸コカ・コーラ　製造ラインを更新 北陸コカ・コーラプロダクツ砺波工場

27 砺波工など２回戦進出 春季高校野球県大会開幕

28 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ（笑顔咲く　彩りの春）

朝日 27 大会開幕　１２試合熱戦 春季県高校野球

毎日 24 ４６チーム　熱戦開幕 来月５日まで　春季県高校野球大会

24 県高校春季ラグビーフットボール大会 ２０日・砺波総合運動公園

24 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ（笑顔咲く　彩りの春）

 ２２日　月曜日
北日本 5 社説　時代またぐ魅力堪能を チューリップフェア

12 経営と地域振興に情熱 センダン電子会長　武田修さん

18 水橋　富山商破る 春季県高校野球　第２日

18 ビーチボール１３７チーム熱戦 砺波チューリップ杯

18 １８ホールで腕競う ターゲット・バードゴルフ県大会　　山岸銀七会長再任

19 ニュース先読み　４月２２日（月）～２８日（日） となみチューリップフェア　！ここがポイント

19 仲間と集う 若神組十三日講(砺波市　中嶋一雄)

23 ２４品種５０万本彩る 高波チューリップまつり

23 碓井さん(高岡)最優秀賞 北日本民謡舞踊南砺大会　大賞の部　嶋田洋子(砺波)

23 犯罪ない出町地区に 防犯組合がパトロール

23 １０月に余暇作品展 砺波市身体障害者協会　

26 ふわり熱気球　空彩る 砺波平野に４２基　フェアＰＲ

26 庄川峡の眺め満喫 遊覧船増便

27 傷害容疑で氷見の男逮捕 砺波市内の路上

富山 7 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

8 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ(注目のスポット５選　園内マップ)

9 広告　 ２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ(会場イベント)

17 チューリップ絨毯　華麗　砺波・高波 まつり開幕　２４品種５０万本見ごろ

17 田上、豊川さんⅤ 栴檀野ＧＧクラブ第２０回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

19 富山一、高岡一、砺波　富山東コールド勝ち　２回戦 第９１回春季県高校野球大会２日目

20 ３００万本　きょう開幕 となみチューリップフェア

20 気球、空に咲く 県内外４２チーム

20 チューリップクルーズ出発 砺波・庄川遊覧船

20 事件・事故 妻に傷害疑いで男逮捕　砺波市内の路上

22 となみ１３００年 住みよさの秘密８０ 柔らか発想で「幸せ」に　第３章 つながりの巻 合村国の肖像㉓
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北陸中日 1 飛んだ♪飛んだ♪　チューリップの里を 砺波で熱気球大会

読売 17 富山第一が快勝 春季高校野球県大会

朝日 17 新会長に米田氏　理事長は加藤氏 県学校吹奏楽連盟　来年１月２５、２６日「県アンサンブルコンテスト」砺波市文化会館

 ２３日　火曜日
北日本 1 となみチューリップフェア開幕 ３００万本　咲き競う

23 花３０００本でおやゆび姫 県花総合センター特別展「おやゆび姫」(砺波市)

23 空き店舗でギャラリー 作品展示に貸し出し　砺波の川堰さん

23 泳げ！屋根より高く 庄東センター園児がこいのぼり掲揚

23 ガードパイプ補修 砺波市新栄町町内会

23 部長に坂井さん 庄川町商工会女性部

28 となみチューリップフェア開幕 高さ５メートル　巨大ツリー！

31 砺波で工場全焼 安芸技研(砺波市狐島)

富山 1 砺波チューリップフェア開幕 平成から令和へ　３００万本が彩り

3 土木は４１１憶３５００万円 県今年度当初予算分　箇所付け発表(庄川左岸県西部４市　農村地域防災減災事業)

3 ８月、初の親子教室　小学生の参加促進 とやま科学五輪(小学校、中学校、魚津、富山中部、高岡、砺波の各高校)

22 カギかけ運動や詐欺防止活動推進 砺波・防犯協が総会

22 庄川河川敷を清掃 砺波のセントラルＬＣ

23 「令和」の子ども　健やかに 砺波の空高く泳ぐ　園児と高齢者が掲揚

23 高橋、坪本さんＶ 砺波市五鹿屋パークゴルフ同好会設立記念大会

24 新部長に坂井さん 庄川町商工会女性部

24 震災の職員派遣「感謝」　 砺波・チューリップフェア交流促進を誓う　北海道むかわ町長ら訪問

24 ガードパイプのペンキ塗り替え 砺波・新栄町

25 砺波北部が優勝 第３回フラワーカップミニバスケットボール石川大会

28 となみ１３００年 住みよさの秘密８１ 「水徳」に思いをはせる　 第３章 つながりの巻 合村国の肖像㉔

28 砺波で工場全焼 けが人なし

北陸中日 1 ３００万本　新時代に花添え チューリップフェア

14 ”お花の国”輝き増す となみチューリップフェア

読売 27 ３００万本　色鮮やか 砺波、チューリップフェア開幕

毎日 22 可愛さ満開チューリップ 砺波で３００万本、フェア開幕

 ２４日　水曜日
北日本 1 県内初の夏日 南砺２６．３度　砺波２５．３度

5 新社長に聞く 北陸コカ・コーラボトリング（高岡市内島）井辻秀剛氏

5 富山けいざい　短信 高校で金融授業　金融教育研究校　砺波市庄南小学校に感謝状

富山 2 県内の農作物鳥獣被害額　過去最少の６６３４万円 昨年度　イノシシ、カラス減少　来年度砺波市を追加

2 「若者交流活発に」 米・ケリー総領事が訪問　となみチューリップフェアなど観光名所を伝える

11 人事 砺波信用金庫(５月１３日)

15 地鳴り 県内の名所や京都で花見　角栄一　６７歳(砺波市)

22 こいのぼりと演奏楽しむ 砺波の北部苑

23 ５年生４１人が入隊　防火の意識高める 砺波南部消防ク

23 少年補導員２６人に委嘱状 砺波署

25 フェア会場で奉仕活動 砺波庄南小　児童があいさつ

25 基本ステップ学ぶ 新設講座「はじめてのフラ」　イオンモールとなみスタジオ

28 となみ１３００年 住みよさの秘密８２ 和太鼓でハートに火　第３章 つながりの巻 合村国の肖像㉕

北陸中日 5 テーマ特集　石川・富山あのとき  上　 高校サッカー　北陸勢の決勝　上野亮平　７６歳(砺波市)

7 見どころ満載！富山の観光と産業 砺波市

15 紙の動物　表情豊か 砺波市美術館　サイやゾウなど展示

読売 28 建築探訪　 天井に荘厳な「金唐革紙」　砺波郷土資料館

朝日 28 催し 出町子供歌舞伎曳山祭

29 春　生き生きと　砺波でフェア となみチューリップフェア

29 紙の動物の日々感じて 砺波で企画展

毎日 24 南砺と砺波で今年初の夏日 砺波市で２５．３度

 ２５日　木曜日
北日本 1 名作欄間の下絵発見 砺波市東石丸　井波彫刻師　高桑時夫さん

14 市町村の業務案内 砺波

16 県内美術館・博物館の催し(４／２５～５／１) 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

16 とやま四季彩々 花壇色とりどり　砺波チューリップ公園

17 情報かわらばん となみ野

9 ページ



17 朝市夕市　県内 砺波市

21 仲間と集う 三郎丸いきいきサロン歩こう会部会（砺波市　佐藤章一）

21 仲間と集う いきいきサロンさざ波会（砺波市　沖田信一）

24 蘭の学生見学 チューリップフェア

24 会長に長谷川さん 砺波市防災士連絡協議会

24 広告　第５回改組新　日展富山展　 藤森兼明＝洋画

25 絵本読み聞かせ　大臣表彰を報告 おはなしポケット

25 使用済み切手を寄贈 砺波市庄川町商工会女性部

28 名作欄間の下絵発見　井波彫刻師　高桑さん 初代大島五雲の作

28 湾クラブ総会前に海岸で清掃活動 県土美化推進県民会議　会長表彰　団体　庄川中学校（砺波市）

29 除草作業中に転落　男性重傷 寺田修康さん（砺波市庄川町青島）

富山 3 湾クラブ総会へ　海岸清掃を計画 県土美化推進県民会議　会長表彰　団体　庄川中学校（砺波市）

13 地鳴り 天然のいけす　生態系維持を　嶋村了吉　５５歳（砺波市）

13 地鳴り 苗箱取り出しハウスの中に　犀川寮明　７１歳（砺波市）

23 新会長に長谷川氏 砺波市防災士連絡協

24 砺波の自然、文化満喫　 オランダ留学生　チューリップフェア見学

24 ２年連続で滋野さん最優秀 砺波・私たちの夢花壇

25 呉西の伝統産業　日英パンフ配置 新高岡駅ほか　庄川挽物木地(砺波市)

25 新天皇即位祝い記帳所 来月、県や市町村　砺波市役所（１日）

26 事件・事故 高さ１０㍍から転落、重傷　寺田修康さん（砺波市庄川町青島）

28 となみ１３００年 住みよさの秘密８３ マツガイケは地域の宝　第３章　つながりの巻　合村国の肖像㉖

北陸中日 8 令和切手シート来月発売　 日本郵便　高岡御車山祭をデザイン　通常発売７日から（砺波ほか）　

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

13 まつり 出町子供歌舞伎曳山祭

14 定住増へ　試みと覚悟　朝日町「地域おこし協力隊」 富山県内市町村別の地域おこし協力隊員数　砺波市１人

読売 28 大人の部活　紙芝居で民話語り継ぐ おはなしポケット(砺波市)

29 １０連休　自治体対応は？ 市町村窓口　

 ２６日　金曜日
北日本 3 平成政治を語る１ 綿貫民輔氏 政治家 小粒になった

5 女性部会長に水口氏 青年部は石本氏再任 県商工会連合会

18.19 郷土検定 第１４回　越中富山ふるさとチャレンジ あすより、スタンプラリー県内２８３カ所でスタート！

21 越中富山ふるさとチャレンジ 越中味めぐり特集 県西部

27 地元食材でもてなしご膳 砺波市内の飲食店や旅館、ホテルなど２０カ所

27 栴檀山の山菜豊富な定食提供 夢の平コスモス荘

27 会長に牛古さん 市鳥獣被害防止対策協

27 １００歳おめでとう ２５日 沼玉喜さん（砺波市一番町、２５日生まれ）

27 広告 日展富山展 藤森兼明＝洋画

31 新天皇の即位祝い来月１日に記帳所 県と県内全市町村

32 悲しみ変わらない　えびす食中毒　あす８年 遺族　検審議決に期待

32 政活費執行８５．１％ １８年度砺波市議会 後払い導入後 初の公開　民意と歩む

富山 4 新会長に水口氏 富山県商工会女性部連合会

13 コント 砺波・越中之助

24 スイセン見ながら定食 砺波・夢の平コスモス荘

24 百歳 沼玉喜さん（砺波市一番町、２５日生まれ）

26 イノシシ捕獲、被害増 昨年度 砺波で対策協議会

30 となみ１３００年 住みよさの秘密８４ 発想力でブランド発信　第３章　つながりの巻　合村国の肖像㉗

北陸中日 17 読書活動で大臣表彰 氷見・西部中が報告 市教育長に

読売 24 「紙」技どうぶつえん 「秋山美歩 紙の動物園」が、砺波市高道の市美術館で

 ２７日　土曜日
北日本 2 となみ政経懇話会 ４月例会 富士通理事・首席エバンジェリスト 中山五輪男氏

27 味わい深い織物作品展示 糸と遊ぶ会代表の中川信子さん　北日本新聞砺波支社ギャラリー

32 改組新第５回 日展富山展 「作品に人柄にじむ」 藤森さん（砺波出身）創作姿勢説明

33 １０月２６、２７日「秋の陣」 越中とやま食の王国フェスタ

34 がん考え癒やす場に 庄川出身 河原さん 実家開放 講座や交流会

35 保育所 開園 休み 分かれる 県内自治体 日数限定対応／人手が不足

35 夏・冬休み短く 学校の授業 時数不足 部活動日数に上限

富山 3 平成最後の日に９２歳 綿貫氏に聞く 「自民県連を日本一にした」
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15 地鳴り 改元を機に万葉歴史館へ 北清俊一 ６２歳（砺波市・団体職員）

18 ５月イベント一覧 ４日、７日、２３日

26 閉園の幼稚園 １１月に歩み展 砺波・中野文化協

26 夜の街を巡回 砺波・出町防犯組合

27 入隊式で防火へ決意 砺波・庄南消防ク

27 絵本の読み聞かせ １０周年の節目祝う 砺波

28 市役所に撮影スポット 砺波市も設置

28 共同代表に飯田、太谷氏 砺波・庄川町青年部連絡協

30 改元１０連休 催し多彩 行楽ガイド １日に高岡御車山巡行

32 となみ１３００年 住みよさの秘密８５ 伝統を発展させ守る　第３章　つながりの巻　合村国の肖像㉘

34 広告 となみチューリップフェア

北陸中日 15 再読！ 週間ＮＥＷＳ ４月１９日（金）～２５日（木） ２２日 北陸の春を彩る「となみチューリップフェア」開幕

読売 30 婚礼風習の変遷 図録に 砺波郷土資料館 嫁入り道具など紹介

 ２８日　日曜日
北日本 3 平成政治を語る‥３ 地方議員減　活力失う　自民党県連常任顧問／県議　米原蕃氏

10 北日本文芸 歌壇　近藤令子ほか(砺波市)

10 北日本文芸 俳壇　藤井哲尾ほか(砺波市)

10 北日本文芸 柳壇　𠮷川博(砺波市)

15 県高校春季大会　 ラグビー(砺波総合運動公園)　少人数制リーグ②　砺波

15 パークゴルフ 県民スポーツ・レクリエーション祭大会砺波予選(庄川清流パーク)

19 仲間と集う 旧砺波北部中昭和４４年卒ミニミニ同級会（砺波市　仁木久司）

23 駅前チューリップ尽くし 壁画やファッションショー

23 小規模事業者を支援 庄川町商工会

23 庄南小３９人　防火を誓う 少年消防クラブ入隊式

28 写真　各地に笑顔の花 一生懸命に花の写真を撮る子ども(砺波チューリップ公園)

28 写真　各地に笑顔の花 色鮮やかな花の中で、笑顔を見せる親子(砺波チューリップ公園)

28,29 写真　各地に笑顔の花 色とりどりのチューリップを楽しむ家族連れら(砺波チューリップ公園)

29 「見るよりも分かる」彫刻触って鑑賞　初の試み 改組新第５回日展富山展　齋藤尤鶴さん「風眩し」

29 ６月富山大和で藤森さん(砺波出身)個展 日展副理事長　藤森兼明さん（砺波市）

31 寒さ吹き飛ぶにぎわい １０連休初日　富山の魅力満喫　砺波チューリップ公園

富山 1 チューリップフェア１万人超 改元１０連休　人の波

19 地鳴り 中学の同期生で全生徒憧れの的　紫藤道子　８４歳（砺波市）

20 改元で演目を追加 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭

21 砺波でフェス開幕 チューリップ衣装鮮やか　３万本を背景にショー

21 ７月にトルコ訪問 夏野砺波市長　駐日大使と懇談

24 チューリップツリー歓声 砺波のフェア　フラワー体験ツアー

26 となみ１３００年 住みよさの秘密８６ 事業合わせ　心も合わせ　第３章　つながりの巻　合村国の肖像㉙

北陸中日 1 特報とやま　御車山祭　お稚児さん　海王丸　 改元祝福いっぱい　「２０１９となみチューリップフェア」

11 きょう、あす水仙そば祭り となみ夢の平スキー場

11 チューリップ柄でポーズ となみらいフェス開幕

11 県高校春季バスケットボール選手権大会 男子　砺波　砺波工

11 県高校春季ラグビーフットボール大会(砺波総合運動公園) 少人数制リーグ　②砺波

24 長ーい休み　わくわく 初日、県内観光地にぎわう　「となみチューリップフェア」

 ２９日　月曜日
北日本 16 春季県高校野球　第３日 １６強出そろう　伏木サヨナラ勝ち

17 児童１３０人白熱ラリー 卓球全農杯全日本県予選　

23 ニュース先読み　４月２９日（月）～５月５日（日） ２９日（月）　出町子供歌舞伎曳山祭（～３０日、砺波市）

26 児童ら楽しく田植え 太田公民館

27 そばとスイセン堪能 砺波市栴檀山地区「せんだん山水仙そば祭り」

27 ２１万本　満開宣言 となみチューリップフェア運営本部

27 オランダ友好協会と滋野さんが最優秀　 花壇コンクール

27 子供歌舞伎　仕上げ万全 きょうから出町曳山祭

27 押し花楽しむ　 全国の愛好家が体験ツアー

31 横長の虹出現 県内で「環水平アーク」　撮影　宮脇大樹さん（砺波市）

32 北海道震度４ 震度４＝むかわ松風、むかわ穂別（姉妹都市）

富山 12 地鳴り 友人と兼六園　着物着て花見　水溜靖子　８１歳（砺波市）

12 コント 砺波・たぬき
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18 スイセン３０万本満開 砺波・夢の平　せんだん山祭り　ゲレンデ散策楽しむ

19 福澤さん総合Ｖ 第３０回砺波市グラウンドゴルフ協会長杯大会

20 本番へ万全「稽古上げ」 きょうから出町子供歌舞伎　砺波

21 ベスト１６出そろう 第９１回春季県高校野球大会第３日

22 満開宣言　４万６千人訪れ となみチューリップフェア

24 となみ１３００年 住みよさの秘密８７ 住民増え　獅子舞に力　第３章　つながりの巻　合村国の肖像㉚

北陸中日 9 春季県高校野球大会 （２８日、魚津桃山運動公園野球場ほか）

9 県高校春季バスケットボール選手権大会 （２８日、県総合体育センターほか）

9 県高校春季大会兼県高校弓道選手権大会 （２７日、富山市の県営富山弓道場）

毎日 18 広告　２０１９ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰＦＡＩＲ 笑顔咲く　彩りの春

朝日 17 第９１回春季県高校野球大会 （２８日、県営富山野球場など）

　３０日　火曜日
北日本 11 春季県高校野球　８強決まる　第１シード昨夏王者　高岡商完封負け 散発４安打守備乱れる

11 果敢に一本狙う 南砺少年武道大会(２９日、南砺市城端中学校)

11 テニス 砺波オープンダブルス大会（２８日、閑乗寺夢木香村）

21 がん啓発へ紙芝居で講座 一般社団法人アジアがんフォーラム代表理事　河原ノリエさん（砺波市）

24 高齢者叙勲４月の受章者　県関係分 瑞宝双光章　元井口村井口小学校長　新屋榮太郎さん　８８歳（砺波市）

25 子供歌舞伎りりしく 砺波　出町曳山祭「寿式三番叟」奉納

25 伝統芸能を満喫　本社バスツアー 北日本新聞となみ野バスツアー(２９日、砺波市内)

富山 21 子どもの成長願いグラウンドに１００匹 砺波・東野尻公民館

22 砺波高　創立１１０年で合唱曲 生徒に歌詞募集、ＯＢ制作

23 ベスト８決まる 第９１回春季県高校野球大会第４日

27 令和に継承　子供歌舞伎　囃子で支え 中３・岡本さん　役者に続き鼓デビュー

北陸中日 11 ご祝儀舞　華やかに 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭り

11 マラソン５８３５人完走 魚津しんきろう大会　５㌔男子一般　①荒山博樹（砺波市）

11 県高校春季バスケットボール選手権大会 ２７～２９日　県総合体育センターほか

11 春季県高校野球大会 ２９日・県営富山野球場ほか

読売 27 富山第一　準々決勝へ 春季高校野球県大会

朝日 23 第９１回春季県高校野球大会 ２９日・県営富山野球場など

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
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