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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 23 特大の盆 テーブルに変身　庄川木工協同組合 ３日からまつり　来場者の休憩用に

23 会長に小幡さん 砺波　市地区自治振興会協議会

23 インドの雰囲気 感じ一服楽しむ 砺波　茶悠会が沙羅茶会

24 読者のひろば 新人がやってきた　　砺波市　黒田 和也（会社員　38歳）

25 フェア後半へ花追加 砺波　チューリップ高温続き開花進む

25 飯田会長を再任 砺波　庄川町商工会

25 プレミアム商品券　来月21、22日発売 砺波商議所・町商工会

30 ガラスとチューリップ鮮やか 富山駅自由通路 花びらでカーペット

31 砺波・小杉・福岡で野火 砺波市狐島の日石硝子工業若林工場

富山 1 県産チューリップ３種　ＥＵで初の品種登録 県農林水産総合技術センター園芸研究所（砺波市）

20 富山贔屓　県民に聞きました 出村 幸世さん 団体職員　（砺波市）

22 〃 川崎 和夫さん　庄川水記念公園施設長（砺波市）

23 〃 水上 溥子さん　自営業（砺波市）

35 入隊式で防火誓う 砺波・鷹栖少年消防ク

35 独自の小菊３割に 砺波・権正寺営農組合　今年の出荷１万本目標

35 「最大のお盆」テーブルに ３日開幕の庄川木工まつり

35 新会長に小幡氏 砺波市地区自治振協

36 「新品種 開発したい」 チューリップの父　水野豊造のひ孫和幸さん

36 花びらの造形彩り 富山駅 ガラスの床

38 事件・事故 砺波で野火

39 地鳴り 姉の三回忌空は晴れ渡り　　西川　良子62歳（砺波市）

北陸中日 14 チューリップ一面「カーペット」彩る 富山駅新幹線改札口

15 工場敷地の草焼く 砺波市狐島の日石硝子工業若林工場敷地内

16 巨大盆 漆塗りテーブルに 日本最大級　庄川木工まつり向け作業

読売 31 スイセン咲き誇る 砺波市五谷の「夢の平スキー場」

　　２日　土曜日
北日本 12 改組新第１回日展富山展 開幕記念座談会　新たな船出へ　下　体当たりで心表現を

19 チューリップフェア入場者 砺波市長会見　新幹線効果で１割増

20 読者のひろば 北陸新幹線で上京　砺波市　石崎弘毅（会社員　６２歳）

21 きょう公開生放送 砺波　チューリップフェア会場　エフエムとなみ・TST

21 若手漆芸家の意欲作 砺波　畔地・森田さん二人展

21 竹の糸で布作品 砺波　染色家・亀村さん（福野出身）展

25 改組新第１回日展富山展 藤森さん作品に注目　永原北電会長

25 砺波の「赤紙」歴史教科書に 教員ＯＢら編集

富山 27 夜高の法被を展示 砺波・苗加苑

27 ２０周年でバンド演奏 砺波・デイサービス青空

27 園児らこいのぼり掲揚 砺波市東野尻公民館

28 となみチューリップフェア 大規模１１万本入れ替え　好天続き初の試み

28 〃 庄南小６年生おもてなし　あいさつ、お茶運び

28 〃 入場者昨年比１万４千人増　市長新幹線効果「出ている」

28 春の叙勲受章者に伝達 県庁

30 軽装で仕事快適に 県内でクールビズ開始　

北陸中日 5 発言 身を切る議会拍手送りたい　貝渕文夫　６６　富山県砺波市

16 見ごろの花仲間入り となみチューリップフェア入れ替え作業

16 「新幹線効果で割引券使用増」 砺波市長会見　

17 昭和３０年代日本ジオラマで表現 砺波市美術館　石井さん人形展

読売 26 若鶴蔵祭り 蔵元で利き酒楽しんで　城端線利用促進も狙い

朝日 28 チューリップフェア外国人客が大幅増加 砺波

毎日 22 チューリップカーペットに 富山駅・きょうまで

　　３日　日曜日
北日本 1 チューリップフェア入場者３万３０００人 県内行楽日和♪　ＧＷ後半スタート

1 顔　ｆａｃｅ 山本稔さん。砺波市栴檀山地区のせんだん山水仙そば祭りの実行委員長

16 軟式野球　第３２回全日本少年県大会 大会結果
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16 軟式野球　高円宮賜杯学童大会砺波市予選会 大会結果

16 卓球　全日本選手権県予選会 大会結果

16 ラグビー　全国高校７人制大会県予選 決勝　砺波31-21富山工

19 スイセン良しそば良し 砺波・栴檀山で祭り　ゲレンデに２０万本

19 チャリティー展に１４０点 砺波　きょうから市美術協会 色紙・小品を出品

20 チューリップフェア多彩な催し 「花びら流し」鮮やか　となみ元気道場企画

20 〃 復興支援の感謝込め　閖上太鼓保存会（宮城）が演奏

20 〃 八重遅咲きの希少２種開花

20 ボタン描いた水彩画傘寿記念し３０点展示 高岡　砺波・林清納さん個展

24 ＧＷ後半　県内行楽地 海や山 人出どっと

25 新高岡駅観光交流センター 伝統工芸品の販売好調　

富山 16 砺波と鯖江若き力交流 元気道場、活動紹介

17 夢の平、舌も目も満足 砺波　せんだん山水仙そば祭り

18 第２回全国高校７人制ラグビー大会県予選 砺波が全国切符

18 第３６回砺波市春季学童野球大会第１日 出町、庄東が準決勝進出

18 富山新聞社長杯ゴルフ 林さん（砺波）優勝

19 第５７回県陸上選手権第１日 女子　5000㍍競歩②吉田（砺波高）

20 砺波・チューリップフェア 復興支援感謝の演奏　宮城の太鼓グループ、力強く

20 〃 川面に花びら５万枚

23 県内きょうも晴れ 最高気温砺波で２７．４度

北陸中日 15 砺波・せんだん山水仙そば祭り 花畑と旬の味満喫

27 新幹線開業 好天ＧＷ　チューリップ

　　４日　月曜日
北日本 15 中学女子バレー氷見ふれあい杯 白熱したラリー展開

15 バスケットボール　射水カップ・中学生の部 女子③出町（砺波）

18 積み木の高さ競う あすまで庄川木工まつり

18 わが家のアイドル 横山　陸人ちゃん　１歳　砺波市平和町

19 吹奏楽の旋律楽しむ チューリップフェア園内でパレード

19 今季乗船者1000人突破 チューリップクルーズ

19 快速列車の運行開始 JR城端線

33 砺波で男性はねられ重傷 砺波市庄川町天正

富山 1 チューリップフェアに４万５千人 GW後半 行楽地にぎわう

15 庄川挽物 身近に感じ 砺波で木工まつり開幕

17 子供役者、花と共演 チューリップフェア歌舞伎披露

17 チューリップ遊覧 乗船千人を突破 チューリップクルーズ

17 出町 連覇 第35回砺波市春季学童野球大会最終日

19 デスク日誌 フェアを支える底力

20 事件・事故 砺波で男性はねられ重傷

21 地鳴り チューリップの撮影が楽しみ

北陸中日 15 ろくろ　真剣 庄川木工まつり

読売 22 ほくりくトレンド 喉が欲しがる北陸の地酒

　　５日　火曜日
北日本 15 地域ニュース　砺波 親子ら森林浴楽しむ

16 「私たちの夢花壇」最優秀など決まる 砺波　チューリップフェア

16 仲間と集う 砺波安川の薬勝寺見学会　（富山市　村澤 清人）

17 文部科学省後援第366回全珠連検定試験合格者 【珠算】【暗算】

20 改組新第１回 日展富山展 お気に入りを品定め 出品作品の絵はがき人気

富山 9 すこやか育児 佐伯　真純さん　長女 心望ちゃん（１歳１カ月）＝砺波市鷹栖

9 〃 宮浦　恵子さん　長男 煌大ちゃん（３歳２カ月）＝砺波市鷹栖

13 園内の散策楽しむ 砺波・頼成の森

15 第57回県陸上選手権最終日 女子5000メートル③吉田（砺波高）

北陸中日 7 平和の俳句 【砺波市】上竹　秀幸 55

毎日 22 今週のイチ押シ！ チューリップテレビ

　　６日　水曜日
北日本 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アメリカヤマボウシなど　砺波市高道

11 情報かわらばん となみ野
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11 県内朝市夕市 砺波市

14 陸上　県中学校体育連盟記録会 大会結果

　 14 サッカー　高円宮杯Ｕ－18県リーグ 大会結果

14 テニス　県春季選手権 大会結果

17 親子で里山散策 砺波　砺波青少年自然の家

22 富山の野尻さん初入選で奨励賞 第８９回国展　

24 兵士見送った「たすき」発見 砺波・宮村公民館　無事願う千人針も

富山 7 となみチューリップフェア ４万人来場　目標の累計３０万人確実

北陸中日 11 チューリップフェア 工作ロボで遊ぼう　砺波工業高がブース

　　７日　木曜日
新聞休刊日

　　８日　金曜日
北日本 1 ＧＷ期間の北陸新幹線 ３９万人利用在来線比３倍　県内観光地人出１４．７％増

4 「北陸のシェアトップ１００」 県内から３２社４０品目

18 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ ２部　エヌスタイル2-2庄西中

18 卓球　中部日本選手権ジュニアの部 大会結果

18 卓球　県ラージボールダブルスオープン大会 大会結果

28 わが家のアイドル 南部篤弘（なんぶ　あつひろ）ちゃん　２歳　砺波市中野

29 児童が田植え挑戦 砺波　またやってみたい　砺波東部小５年生

34 チューリップフェア北陸全体の宣伝に 夏野砺波市長

34 会長に山形氏（魚津） 県高校教頭会

37 ＧＷ好天新幹線で人どっと 来県観光客に聞きました　富山の自然・食「最高」

富山 2 社説 チューリップ輸出　ＥＵ品種登録をステップに

3 全国広報コンクール 県内から７年ぶり立山町が映像入賞　砺波市以来

25 青空の下汗流す 砺波東部小田植え体験

25 朝採れ山菜、野菜人気 砺波・せんだん野直売所開業

26 高円宮杯Ｕ18サッカーリーグ 大会結果

26 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 大会結果

26 県春季テニス選手権 大会結果

26 全日本卓球選手権県予選 大会結果

26 第１３回県中学生ソフトボールオープン大会 大会結果

26 第２８回県小学生春季ソフトボール大会 大会結果

26 県中体連記録会 大会結果

26 県高校教頭会長に山形氏 副会長　尾崎秀一（砺波高）他

29 地鳴り 友人に誘われ海釣り始める　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

30 ＧＷ人出新幹線効果 県内各地、前年超え　チューリップフェア３２万人　過去１０年で最多

30 チューリップフェア 城端線利用４割増　夏野砺波市長が来社

北陸中日 31 ＧＷの県内 新幹線効果くっきり

読売 25 ＧＷ印鑑線利用３９万人 開業効果各地で差　

29 兼六園など「千客万来」 北陸ＧＷ新幹線効果

毎日 22 新幹線、好影響か ＧＷ期間中　「立山」９万人、チューリップ３２万人…客足増

　　９日　土曜日
　　９日　土曜日北日本 3 政治　行政　とやま かがやき停車　県西部 県議・市議 継続・増便を要望

23 木の温もり伝わる新屋外トイレ完成 砺波　市陸上競技場

24 仲間と集う 東野尻小昭和29年卒同級会　　砺波市　嶋村信之

25 27人37事業所３団体を表彰 県安全運転管理者協会

31 救難信号！？ 通報したのは、砺波や南砺市などの愛好家でつくる砺波登高山の会員

31 車にはねられ84歳女性死亡 高岡

富山 28 砺波・東野尻で３世代田植え 苗植え「うまく育って」

31 ３団体、37事業所 27個人を表彰 県安全運転管理者協

35 車にはねられ84歳女性死亡 高岡の市道交差点

北陸中日 30 横断中の84歳はねられ死亡 高岡の市道交差点

読売 19 84歳はねられ死亡 高岡市泉が丘の市道交差点

朝日 31 新幹線時代 開業効果 ＧＷにぎわう　イベント来場者15％増

31 110・119 高岡で女性はねられ死亡

毎日 24 事件・事故 高岡で乗用車にはねられ、女性死亡
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　１０日　日曜日
北日本 21 宮城の被災地にチューリップ トナミ球根研究会

22 一流講師が吹奏楽指南 砺波

22 読者のひろば 始まった除伐作業　　　砺波市　高田　建一（会社員　５８歳）

富山 2 オランダ見本園に出品 県が県産チューリップ３品種

22 被災地に花びら絵 トナミ球根研　宮城の園児と製作

23 地鳴り かつて体験した空間に出合う

北陸中日 14 水辺の生物見てごらん 庄川水資料館

　１１日　月曜日
北日本 19 砺波・「別所の郷 山菜まつり」 採れたて山の幸人気

19 50人盤上で熱戦 砺波　文化祭囲碁大会

24 改組新第１回　日展富山展 県内作家と生徒トーク 創作活動へ思い新た

25 読者との絆は財産 本紙販売店 永年勤続347人表彰

富山 16 県ジュニア柔道体重別選手権 女子52㌔級①荒木千尋（砺波工高）

17 採れたて 山菜人気 砺波・東別所でまつり

17 ロビー展 滝場由夫さんの夜高行燈ミニチュア展

18 大地震に備え訓練 砺波・深江防災会

19 あす看護の日 富山でフェス 特別賞　蔦野恭子（砺波総合病院）

19 第２回近市町バスケットボール大会中学の部最終日 ２位リーグ　庄西（砺波）

　１２日　火曜日
北日本 16 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ ２部リーグ　大会結果

16 柔道　県ジュニア体重別選手権 大会結果

19 １７０人決意新た 砺波市の「春の全国交通安全運動市民集会」

20 段ボールの家できたよ 砺波市美術館で園児

20 日本酒の良さ発信 砺波　若鶴酒造 ２３日多彩にイベント

24 改組新第１回日展富山展 藤森さん色紙応募続々　プレゼント企画好評

25 砺波市防災士連絡協が発足 会長に平木さん
富山 21 段ボールの家作る 砺波市美術館で園児

21 交通安全誓う　無事故へ一丸 砺波

21 会長に平木氏 砺波市防災士協が設立

22 ２３日・若鶴酒造と砺波の実行委 城端線で蔵祭り来て　割引券贈呈、利用促す

22 わが町朝市夕市 砺波市

22 高円宮杯県ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ ２部　大会結果

北陸中日 7 発言 戦術の考案はプロ棋士に分　会社員　石丸秀幸　55　富山県砺波市

17 砺波で子ども造形体験開幕 段ボールの家できた！

読売 29 公立小中学 冷房設置に差 普通教室 富山、高岡はゼロ

　１３日　水曜日
北日本 19 高齢者と交流深める 砺波　中野幼稚園

富山 25 地鳴り 乗客に優しいオートマチック　藤井昭通　４２歳（砺波市・会社員）

北陸中日 17 一日砺波警察署長に プリンセスチューリップ

読売 32 チューリップ姫署長になる 砺波署から「一日警察署長」を委嘱

　１４日　木曜日
北日本 1 きらめく散居村 砺波

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 県内朝市夕市 砺波市

23 砺波市議会 議長に村岡氏 副は川岸氏

23 〃 議員定数２減を可決

23 江守会長を再任 砺波市議会・自民会

24 庄川泉源２６日開設 「金屋石」使った足湯どうぞ　清流温泉の魅力ＰＲへ

25 地域ワイド 陶芸・装飾品２２０点

30 県内強風被害 南砺・砺波で大麦１０㌶倒伏　収穫量への影響懸念

30 とやまのキブン ｔａｋｅさん（砺波市般若周辺）

富山 28 高齢者の見守り強化 砺波市民生委員児童委員協議会総会

29 砺波・庄川泉源２６日オープン 庄川清流温泉に足湯　木工や金屋石あしらう

29 市町村議会（１３日）　砺波市 議長に村岡氏 副は川岸氏

4 ページ



29 〃 プレミアム商品券　来月２１日から発行

33 地鳴り 冬乗り越えた山菜はご褒美　石川祐惠　６７歳（砺波市）

北陸中日 18 ３品種ＥＵで初登録 県研究所来年度にも　赤い糸、春の火まつり、なごり雪

18 議長に村岡氏　副議長川岸氏 砺波市議会

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

読売 29 議会だより 砺波市

朝日 29 ニュース短信 砺波市議長に村岡氏

　１５日　金曜日
北日本 3 地方創生活発に議論 砺波市議会正副議長来社

5 ＣＫサンエツ 伸銅や配管・めっき 砺波工場に設備

27 「学遊塾」が開講県内の気象学ぶ 砺波　砺波市民大学　３０人参加

28 地域ワイド 盛り上げようとなみ夜高まつり

29 砺波・チューリップ四季彩館の水木さん 世界的園芸技術を習得

36 ハチ駆除中７５歳転落死 砺波 民家の屋根から

36 ストップ特殊詐欺被害 砺波の男性９９万円被害

富山 23 正副議長「市政発展を」 砺波市議会本社総局で意欲

23 砺波で市民大学開講 砺波市民大学「学遊塾」

27 地鳴り 家族同様に育てた金魚　浦外喜夫　６５歳（砺波市）

28 砺波でハチ駆除の男性が転落、死亡 １４日午前７時５０分ごろ、砺波市中野の民家

28 融資保証金名目で９９万円だまし取る 砺波の男性被害

29 ふるさと納税 昨年度の県内　申し込み４倍金額２倍　３９５２件　１億４５４９万円

北陸中日 31 ハチの駆除中に屋根から転落死 砺波、７５歳男性

読売 28 柔道 県ジュニア体重別選手権

28 陸上競技 第３２回県中学春季記録会

29 ハチの駆除中転落死 １４日午前７時５０分頃、砺波市中野の民家

30 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　１６日　土曜日
北日本 15 新高岡駅から北陸新幹線に乗ろう！ 北陸新幹線新高岡駅「かがやき」停車実現期成同盟会の活動

33 中野放水路発電所が稼働 庄川沿岸土改連４ｶ所目の小水力

33 会長に白山さん 砺波市ＰＴＡ連絡協議会

33 金谷理事長ら再任 砺波、小矢部、南砺市でつくる砺波たばこ販売協同組合

33 麦秋苑春季囲碁大会 （15日、砺波市福祉センター麦秋苑）

33 故山田さん生徒 多彩な書 砺波　ギャラリーみかん堂

33 津沢地区に料亭「砺中」 小矢部

35 アジサイ爽やか 砺波　チューリップ四季彩館台湾誘客で企画展

36 となみ野アート 北日本新聞砺波支社藤井治紀展始まる

36 愛鳥ポスター入賞者を表彰 県庁

38 ストップ特殊詐欺被害 富山など４市　息子や孫かたる不審電話相次ぐ

富山 27 山田さんしのぶ書展 砺波で教室生ら

27 トッペ行燈で盛り上げ 県信組庄川支店ミニチュア展示へ

29 台湾テーマにアジサイ展示 砺波・四季彩館

29 「看護の日」認知症考える 砺波総合病院

30 中野放水路発電の運用開始 砺波　用水落差６㍍を利用

30 「着実に対策具現化」 砺波市議会正副議長が抱負

北陸中日 18 砺波で小水力発電運用開始 庄川沿岸用水土地改良区連

19 いなせな法被気分盛り上げ となみ夜高祭りへ２０枚展示

読売 30 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

　１７日　日曜日
北日本 1 顔　ｆａｃｅ 中谷穂高さん。砺波市の京坂若連中裁許

7 日曜特番　とやま 小矢部アウトレット７月に開業　地元早くも雇用で好影響

21 城端線気持ち良く利用を 砺波・沿線住民ＪＲのＯＢ会３駅で夏の花植え

21 認知症の悩み聞く 砺波総合病院

22 デッサンの基本学ぶ 砺波　庄川美術館ワークショップ１５人が参加

22 読者のひろば チューリップの国　奈良県　久保佳恵（保育士　４８歳）

22 仲間と集う 高岡山岳会　（砺波市　端保八郎）

23 ざっくばらん 図書武典さん（砺波市・３５歳）

23 バッグや小物革工芸ずらり 砺波　５教室合同作品展
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28 来月の庄川観光祭 京坂の大行燈復活　地元の若連中２年前から準備

富山 12・13 とやま清流マラソン出場者 富山、石川関係分　男子、女子

23 花を植え、ごみ拾い 砺波・城端線の３駅

23 来月６、７日の庄川観光祭 京坂の大行燈２７年ぶり登場　高さ６㍍、屋形船テーマに

23 人形作る思い石井さん語る 砺波での作品展

23 新会長に深松氏選任 砺波署協議会

27 地鳴り 自信を持って地域の宝ＰＲ　別所武　７６歳（砺波市）

北陸中日 13 砺波市美、石井さんが思い 母親　人形目線で制作

読売 30 少年野球 となみ野リーグ　Ａリーグ 大谷2-9出町

　１８日　月曜日
北日本 3 県産チューリップ７月申請 ＥＵで初の品種登録へ　輸出目指しブランド発信

7 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子、中井溥子

16 北日本新聞朝間野球 砺波市大会　４チーム対戦決まる　

19 米原会長を再任 砺波市の婚活支援組織「となみおせっ会」

19 会長に深松さん 砺波署協議会

20 北日本民謡舞踊黒部大会 入賞者（県大会出場）大賞の部＝嶋田洋子（砺波）

21 ざっくばらん 荒木靖也さん（砺波市・６１歳）

21 元取山から景色楽しむ 高岡　日本山岳会富山支部

富山 14 笑顔で健脚競う 宮下典子さん（砺波市）　初の参加 次に意欲

19 能作の器で若鶴の酒 クルン高岡でコラボ

19 ３年目へ誓い新た となみおせっ会

21 第５７回県一般男女バスケットボール選手権最終日 男子１・２部入れ替え戦　砺波クラブ75-62ピエローズ

21 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ ２部　庄西中2-0富山北部中

21 第１３回県社会人ラグビーリーグ 第１節　砺波ＲＦＣ18-0富山ＲＦＣバーバリアンズ

北陸中日 17 南砺の赤祖父湖でヘラブナ釣り大会 中島さん重量の部Ｖ

　１９日　火曜日
北日本 3 中枢都市圏認定へ会議 県西部６市　「多極ネット型」で連携

3 ３月利用開始の「高岡砺波」「南砺」スマートＩＣ「苦戦」 地元市利用増へ周知強化

14 ４００人が１５種目挑戦 富山で県障害者陸上競技会

14 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ ２部リーグ　庄西2-0富山北部

14 バスケットボール　チューリップカップ大会 女子①出町中

14 バスケットボール　県一般男女選手権 大会結果

14 ラグビー　県社会人リーグ 砺波ＲＦＣ18-0富山ＲＦＣバーバリアンズ

14 グラウンドゴルフ　懸高旗争奪大会 大会結果

17 地域ニュース 砺波　サイクルリーダー１２人委嘱

17 〃 砺波　会長に井上さん　砺波人権擁護委員協議会

17 砺波・五鹿屋幼稚園児 田んぼに「ウサギ」楽しみ　稲で地上絵を描く

24 工芸・深山さん（富山）南京市協会賞に 亜細亜現代美術展

24 大賞に永沢さん（砺波） 北陸現代詩人賞

25 １２月に県高文祭「らいちょう」発行 県高校新聞研究会

富山 21 園児がＯＥＫ楽しむ 砺波で北國銀演奏会

21 砺波・五鹿屋幼稚園児 田んぼにお絵かき

21 新会長に井上さん 砺波人権擁護委協

22 わが町朝市夕市（19～25日） 砺波市

25 地鳴り 意外に目立った新幹線の空席　藤井昭通　４２歳（砺波市・会社員）

27 県内自治体プレミアム商品券 地域商店街や子育てに恩恵

北陸中日 16 連携中枢都市へ西部６市が会議 夏めど事業案

18 砺波の園児 白や赤の苗植え 田んぼにウサギ描けたかな？

朝日 31 証言アウトレット誘致　番外編 トップの判断２氏に聞く　静観 上田信雅・前砺波市長（74）

　２０日　水曜日
北日本 11 シニア世代の靴選び サイズ合わせ快適に

19 トッペ行燈作り楽しい 庄川小４年　来月の庄川観光祭で展示

19 地域住民と協力 砺波　庄川小５年

21 クロスランドおやべ 7月3～12日に「０２空中カフェ」 ６市から10店参加

富山 21 来月６，７日庄川観光祭 庄川小４年生

23 デスク日誌 砺波の新たな特産に

毎日 22 全国農業コンクール　県内から３代表 ガイアとなみ・紫藤さん
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　２１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

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

28 富山の妖怪紹介 高志の国文学館

28 貢献の８人を表彰 県技能士会連合会

富山 29 砺波 遠くの所有者に代わり シルバー人材空き家を点検

30 第１５回県障害者スポーツ大会陸上競技会 村中さん５０㍍で全国新

31 県内民話の妖怪パネルや模型展示 高志の国文学館

31 初誕生 嵐吐羽（あらし　とわ）ちゃん　砺波市山王町

33 地鳴り かえるの合唱聞きながら　小倉美央　７歳（砺波市・小学生）

33 〃 コント（砺波・越中之助）

34 砺波でクマ目撃 ２０日午後４時半ごろ、砺波市正権寺の国道３５９号で

北陸中日 5 テーマ特集　遠足　下 旅のワクワク前夜が最高潮　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

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 29 県西部６市 人口減対策や活性化 「連携中枢都市圏」へ協力

　２２日　金曜日
北日本 13 第５４回日本伝統工芸富山展 きょう開幕 入賞・入選者　北日本新聞社賞「欅造拭漆卓」荒木寛二（木工、砺波）他

24 観覧席で迫力満喫を 来月となみ夜高まつり

富山 23 となみ夜高指定席 受け付け始まる 砺波商工会議所
23 ジネンジョ 特産に育て 砺波・安川営農組合が３千本

毎日 24 新・呉東呉西 「チューリップフェア」

　２３日　土曜日
北日本 2 自民　散居村保全へ新組織 座長に橘氏 来月上旬に初会合

3 かがやき高岡停車継続 県西部６市長コメント　夏野砺波市長

15 集英社から上・下巻刊行 本社から挿絵収めた画集も

15 傘寿記念の画集「ガンガーの女」 洋画家林清納さん　色彩躍る集大成

25 庄川・鉢伏明神社奉賛会 鉢伏山に案内看板 散居村一望の魅力発信　三角形の絵馬も販売

26 会長に鴨島さん 伊藤さんが講演 砺波　砺波法人会総会

26 読者のひろば 富山を誇る映画　砺波市　米沢義昭（無職　７５歳）

富山 29 大型案内板を設置 砺波・鉢伏明神社奉賛会が２カ所

29 砺波法人会総会 会長に鴨島氏　伊藤氏が講演

33 地鳴り 恵みの雨で心が落ち着く　小倉慶子　７０歳（砺波市）

33 〃 人それぞれの生き方がある　河合泰　８１歳（砺波市）

34 夕日に映える散居村 砺波平野

北陸中日 16 北陸文芸 歌壇　三井修選　佳作　砺波市　上竹秀幸

16 〃 俳壇　松本松魚選　三席　砺波市　源通ゆきみ

16 〃 柳壇　北村幽犀子選　三席　砺波市　上竹秀幸、佳作　砺波市　源通ゆきみ

19 新高岡停車維持に安堵 ７～９月 かがやき臨時便で地元

読売 27 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ

27 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

29 北陸ＹＰＣ春季写真展 きょうから高岡で

　２４日　日曜日
北日本 1 ボールパーク高岡オープン 野球の〝聖地〟誕生　県内２２年ぶり新球場

23 河合さん（南砺福野高）最優秀 砺波　ユースフォーラム

23 きょう庄川錦葉山草展 砺波市庄川町金屋の庄川水記念公園ふれあいプラザで

24 読者のひろば 距離感が縮まる　砺波市　金子美子（嘱託職員　５４歳）

25 目で舌で日本酒満喫 砺波　若鶴蔵祭り　城端線利用者に割引券も

25 放棄地再生へエダマメ栽培 砺波　農業青年協議会

30 土作りへ堆肥施設増設 ＪＡとなみ野「選ばれる米」目指す

30 県内７ＪＡで総代会・総会 ＪＡとなみ野　タマネギ生産拡大
30 高校将棋県大会 男女混合リーグ戦各組優勝者 吉岡雅浩（砺波１）

32 記者ぶろぐ 残そう「村の行事」

富山 20 ４０年以上無事故の夏野市長ら表彰 砺波市安協

21 城端線での来場者盛況 砺波・若鶴蔵祭り
21 藤井、島田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会
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22 ７農協が総代会 となみ野　堆肥舎製品保管庫を建設

22 古民家を改装砺波で見学会 伸栄製作所

22 最優秀賞に河合さん 砺波フォーラム

23 初誕生 重原葵佳（しげはら　きっか）ちゃん　砺波市東石丸

北陸中日 10 利き酒や模擬店蔵祭りにぎわう 砺波の若鶴酒造

12 砺波で女子高生が海外問題など発表 ユース・フォーラム

読売 31 砺波で「蔵祭り」 砺波市三郎丸の若鶴酒造で

　２５日　月曜日
北日本 1 天地人 ２０万本のチューリップで描かれた地上絵

3 石破氏が来月来県西部６市長と懇談 ６月２７日に県西部を訪れ、６市の市長や商工会議所関係者らと懇談する

18 競技通し交流拡大誓う 県スポーツフェスタ総合開会式に２０００人

18 県高校総体 サッカー　高岡商２-０砺波

18 〃 ラグビー　富山第一49-7砺波工　砺波31-28富山工

18 グラウンドゴルフ　第２４回庄下大会 大会結果

21 ４６人練習の成果発表 砺波高校吹奏楽部

22 夜高行燈製作に理解 砺波　庄川夜高若連中企画３世代４０人が参加

22 ４０人が唄・踊り披露 砺波　となみの民謡まつり

30 ボールパーク高岡 金田さんらプロＯＢ集結　小中学生に野球指導
富山 18 ２分団優勝 40歳以上は３分団  第22回太田地区球技大会・ビーチボール競技

19 民謡まつり、華やか 砺波えんじゃら節保存会

19 苗植えや摘花作業６０人が三世代交流 砺波・若林公民館

23 コント ナイチンゲール記章　砺波・越中之助

25 ほたるいか 砺波市民ごみゼロ運動

北陸中日 15 １４２団体熱戦誓う 県スポーツフェスタ開会式

朝日 33 夢の野球ｉｎ高岡 野球教室に６５０人

毎日 26 全日本クラブカップバレー 【男子】準決勝 高岡鳳凰会2-0砺波倶楽部

26 〃 【女子】準決勝 高岡クラブ2-0砺波クラブ

26 県高校総体ラグビー競技兼北信越大会予選 １回戦 富山第一49-7砺波工　砺波31-28富山工

　２６日　火曜日
北日本 1 県内空き家率１２．８％ 高岡、射水、砺波、小矢部、南砺、舟橋の６市町は条例を制定

1 イオンモールとなみ １００店舗で７月１４日開業　従業員１０００人地元採用

5 イオンモールとなみ 年間来店６００万人目標

5 〃 労働力確保に全力

5 〃 商店街と共存を　地元商業関係者

15 １４４チーム頂点目指す 本社旗争奪県少年野球対戦カード決まる

15 １７チーム対戦決まる 砺波市ナイターソフトボール来月１７日から熱戦

15 柔道　昇段審査会合格者 合格者一覧

17 砺波・鹿島保存会 初の「突き合わせ」へ準備　夜高まつり行燈の台強化

17 補正予算４５０万円など５議案可決 砺波地域消防組合議会臨時会

18 わが家のアイドル 江成穂花（えなり　ほのか）ちゃん　１歳

18 読者のひろば 夕焼けの散居村　富山市　荒川敏雄（無職　７５歳）

18 仲間と集う 鷹栖喜寿の会　（砺波市　寺芳子）

19 新会長に上野さん（福野） 砺波食品衛生協会

富山 1 イオンモールとなみ ７月１４日に開業

1 「となみ・ラモーダ」開設 富山新聞文化センター週５６講座予定

24 ロビー展 藤田満寿美さんのアメリカンフラワー展　富山銀行庄川支店

24 〃 平木浪子さん手作り盆栽展　富山銀行砺波支店

25 大空飛ぶ姿、写真で 富山銀砺波チューリップ

25 砺波平野の散居景観 砺波南部小４年生　用水の役割児童学ぶ

25 新会長に上野氏 砺波食品衛生協会

25 消防ポンプ車配置など可決 砺波地域消防組合議会臨時会

25 議会日程（６月定例会） 砺波市

26 わが町朝市夕市 砺波市

27 全日本９人制バレーボールクラブカップ男女選手権県予選 男子 準決勝 高岡鳳凰会2-0砺波倶楽部、女子 準決勝 高岡クラブ2-0砺波クラブ

29 地鳴り 吹き抜ける風心地良く感じ　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

30・31 イオンモールとなみ７月１４日開業 地域振興に地元期待　「アウトレットと客層違う」

北陸中日 16 ６月砺波市議会 １５日から１６日間
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17 「イオンモールとなみ」 ７月１４日に開店

読売 32 イオンとなみ７月１４日開店 従業員地元採用の見通し

朝日 29 イオンモール７月１４日開店 砺波 ３世代同居に対応　スーパーと１００専門店

日本経済 39 イオンモールとなみ ７月１４日開業発表　親子３代楽しむ施設に

　２７日　水曜日
北日本 15 あす開幕５人展県民会館美術館 実験空間有終の美

18 北日本新聞朝間野球 砺波市大会開幕　市立砺波総合病院決勝へ

18 剣道　県民体育大会 １部　大会結果

18 バレーボール　全日本９人制クラブカップ男女選手権大会県予選会 大会結果

19 自然に触れ農業体験 砺波　若林地区　ラッカセイ植え交流
19 呈茶収益を砺波善銀に預託

21 功労者３人表彰 砺波林業協会

21 夜高行燈見に来て 砺波　庄川夜高若連中看板で見どころ紹介

21 用水の働きに理解を深める 砺波　砺波南部小４年

21 頑張る〝リトル消防士〟 砺波　東般若幼年消防ク　火遊びしません

22 足湯オープン 庄川温泉郷の人気向上へ

27 クマ出没情報　２６日 砺波市

28 印鑑登録に男女性別必要？ 性同一性障害配慮県内は４市

29 ８７歳女性はねられ死亡 高岡

富山 3 県内自治体職員の休暇取得 育児は増加介護は伸びず

20 園児、手品に驚き 砺波・ひまわりサロン

21 「火遊びはしません」 砺波・東般若保育園児

21 庄川清流温泉足湯オープン 砺波・夏野市長ら一番湯楽しむ
21 行燈巡業、看板で案内 庄川観光祭盛り上げ

26 副会長に２氏新任 富山県法人会連合会

28 砺波でクマ目撃 ２６日午後３時４５分ごろ、砺波市庄川町金屋の市道沿い

29 車にはねられ８７歳女性死亡 高岡・熊野の国道８号

北陸中日 14 「火遊びしない」約束 砺波の園児、消防ク入隊

15 夜高あんどんをＰＲ 砺波に看板 祭り見どころ紹介

15 無料の足湯できた 庄川泉源敷地内に

27 横断中の８７歳はねられ死亡 高岡の国道８号

読売 33 ８７歳はねられ死亡 ２６日午後２時４５分頃、高岡市熊野町の国道８号

朝日 31 １１０・１１９ 高岡で女性はねられ死亡

　２８日　木曜日
北日本 17 北日本文芸 歌壇　人　砺波市　藤井哲夫、佳作　砺波市　平岡和代、坪本幸世　

17 〃 詩壇　砺波市　蓮井信吉

17 〃 俳壇　地　砺波市　藤井哲尾、佳作　砺波市　小野田裕司　他

17 〃 柳壇　入選　砺波市　吉川博

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 県内朝市夕市 砺波市

22 北日本新聞朝間野球 砺波市　米原商事2-3一心ＡＷ
22 〃 軟式野球 魚津オールスターズ古希12-7砺波アルテン・エイト

25 砺波・カイニョ支援隊 屋敷林地域で守ろう　ボランティアが手入れ

25 「火遊びしません」園児が誓いの言葉 砺波　幼年消防ク合同入隊式

25 砺波３地区でごみゼロ運動 東山見、青島、雄神の３地区

25 江守会長を再任 砺波市交通安全協会の総会

26 温かみ感じる和紙ちぎり絵 砺波　和田華光教室展

26 パステル画と人形色合い淡く調和 砺波　宮脇・平岡さん展

26 千代田機電に消防団協力事業所表示証 砺波市

27 木工の魅力伝える 高岡　米道さん作品展

28 ふるさと探訪　富山県の近代史　⑱ 安田善次郎と浅野総一郎

富山 24 富山文芸　５月賞 俳壇　一位　砺波市表町　源通ゆきみ

28 千代田機電に表示証 砺波市

29 高齢者に弁当配る 砺波「かっこうの会」

29 園児３５人が「火の用心」 砺波・庄川４保育所

29 砺波・五谷 企業組合が農業参入　観光と連携地域活性化
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29 新議長に田中南砺市長 砺波地方衛生施設組合議会臨時会

30 県スポーツフェスタ・第２４回県民スポーツ・レクリエーション祭 グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフ、ビリヤード

31 初誕生 吉田陽葵（よしだ　ひまり）ちゃん　砺波市柳瀬

32 砺波の「カイニョ」 高齢者宅の手入れ支援

33 地鳴り 頭上に違和感「自撮り棒」　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

33 〃 野菜と合わせありがたく　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 17 カイニョすっきり 砺波　景観保全へ有志ら剪定

17 散居村 シルエットの夕べ

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 庄川観光祭ＰＲ強化 来月６、７日　案内看板、目立つ場所に

　２９日　金曜日
北日本 1 最後の「５人展」開幕 県民会館美術館 大島秀信さん遺作も

25 砺波・五谷観光企業組合 棚田継承へ若手育成

25 小学生はつらつ 砺波　９７０人７種目に挑戦　小学校連合運動会

26 川の増水に備えて移動トイレ搬出訓練 砺波　庄川河川敷公園

27 タマネギ収穫省力化 ＪＡとなみ野が改良機導入

32 本紙連載小説「田園発 港行き自転車」 藤森さん挿絵展開幕

32 藤森さんに感謝状 県に２１点寄贈

富山 22 米道さん木工芸２００点 高岡・光臺寺

23 人形展５万人 砺波市美術館昭和のこどもたち

23 砺波の祭り、発信強化 砺波市観光協会総会

23 前川さん２年連続大会新 第１１回砺波市小学校連合運動会

25 タマネギ収穫効率化 ＪＡとなみ野改良機械の操作講習

25 第６８回県体剣道１部 成年男子25歳未満②永森（砺波）、成年女子30歳代①島田明日香（砺波）

北陸中日 11 富山・チューリップ 球根出荷量は日本一

14 河川占用物件を増水想定で搬出 砺波市職員ら訓練

14 タマネギ収穫機改良型の講習会 ＪＡとなみ野

15 人形展入場者５万人 砺波　「昭和のこどもたち」

15 淡いタッチ宮本輝小説挿絵 富山で藤森さん原画展

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　３０日　土曜日
北日本 2 となみ政経懇話会 ５月例会　三浦氏（駅弁マイスター）が講演

23 きょうからさつき盆草展 砺波　北部苑

24 「トッペ行燈」見てね 県信組庄川支店　来月６、７日に観光祭
25 五郎さん（射水）優勝 富山   県老人囲碁大会 3位北日本新聞社長賞＝中本正禧(砺波）

富山 26 幼児サッカー大会 第32回キラリカップ ７月４日・砺波（主催）

26 砺波に新教室を開設 イオンモール、受講生募集

33 お茶会で琴に耳傾け 砺波誠友病院

37 地鳴り 作物と話せれば対策できるのに　　河合　泰81歳（砺波市）

北陸中日 16 越中春秋 副産物

読売 30 砺波出身藤森さん 富山で挿絵原画展 高志の国文学館

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

32 よみうり文芸　　短歌　　　田中　譲選 砺波市　西能さとみ

32 〃　　　　　　　　俳句　　　長沼美津夫選 砺波市　林田　英伸

朝日 24 ニッポン２０１５　北陸富山県 砺波市

29 ママさんバレーボール県大会 あす 富山で 庄西クラブ（浄土恵子主将▽砺波市）

　３１日　日曜日
北日本 5 社説 チューリップ・オランダ研修　成果をフェアに生かせ

20 県高校総体 バスケットボール　大会結果

20 〃　　　　　　　　 ラグビー　大会結果

23 代表幹事に出村さん 砺波　カイニョ倶楽部

24 県内作家の意欲作紹介 庄川美術館　版画ｉｎ庄川展開幕

29 １人暮らし高齢者に手作り弁当 砺波市社会福祉協議会とボランティアグループ「ふれ愛かっこうの会」

30 庄川で城郭跡確認 金剛寺地区　砺波市教委身を守る避難場所か

30 住民らマジック大道芸を楽しむ 砺波・みやの森カフェ

富山 22 ３世代で赤米植える 砺波・太田

23 鷹栖が優勝 第１６回北部苑所長杯争奪親善【やすごと】ゲートボール大会
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23 代表幹事に出村氏 砺波カイニョ倶楽部
23 南砺、砺波の歴史に理解 小矢部市北蟹谷公民館のふるさと再発見ツアー

24 県高校総体 バスケットボール　大会結果
27 地鳴り すくすく育ち今年も豊作に  山田敏江  ７２歳（砺波市）

27 〃 待ちに待った野外訓練の日　埜村信子　６８歳（砺波市）

27 コント 大阪都構想　（砺波・越中之助）

北陸中日 11 花の新幹線池を行く きょうまで南砺でフェス

11 全日本小学生ソフトボール大会県予選会 ③ダイヤモンドキッズ

11 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）サッカーリーグ 二部リーグ第七節　速星中３-１庄西中

毎日 24 県高校総体ラグビー競技兼北信越大会予選 準決勝　砺波36-7高岡第一

　　＊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。
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