
　　　　　　　２０１３年（平成２５）５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 3 北日本四政経懇話会　5月例会 となみ政経懇話会

3 市町村の19施設特典 置県130年で9～12日

5 生コン7月値上げ 標準品1割強材料費上昇が影響

11 革新重ね時代と歩む 日展富山展パネルディスカッション　

24 乗ろうよ城端線 となみ野市民会議のぼり旗90本制作

24 「感性伝わる具象追及」 日展富山展　洋画家・藤森さん特別解説

24 各界挙げ画業支援 藤森さん後援会

24 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　1組

25 死亡ひき逃げ3ｶ月情報提供呼び掛け 砺波で検問

26 県内最古の六地蔵 砺波・比賣神社本殿土台　14世紀南北朝期石造物11点発見

富山 1 富山駐屯地の施設拡張 防衛省　機能強化で検討　県支援議連が要望

17 会長に脇本、徳永氏 県商工会青年女性部連合会

18 パネルコンテストモカろんが最優秀 チューリップフェア

18 本吉会長を再任 砺波市児童クラブ連合会

19 全国3位を報告 高岡の女子ソフト5児童

19 中世の石像11点出土 砺波・比賣神社　地蔵やこま犬…地域の財力、信仰示す

19 補導員に委嘱状伝達 砺波署の少年警察ボランティア委嘱状伝達式　少年補導員26人に委嘱状

19 市と連携、認知症予防 となみ野脳トレクラブ総会

19 新会長に舘氏 砺波市納税貯蓄組合役員会

22 死亡ひき逃げ3ｶ月で検問 砺波署

22 県高校春季大会 バレーボール、ラグビー

22 ソフトテニス春季選手権 一般女子②岩崎彩・佐藤来海

22 第55回一般男女バスケットボール選手権 男子　1回戦　砺波ク、3回戦　庄西ク、準々決勝　庄西ク

22 第11回県中学生オープンソフトボール大会第2日 準々決勝　庄川、準決勝　庄川

24 ここは眺望絶佳　美味礼賛、どうぞ　私のおすすめ　とやま百選 高田大さん　ホテル支配人（砺波市）、宮坂信次さん　会社員（砺波市）

28 地域密着　広がる拠点 砺波教室

北陸中日 12 花交換し見頃維持 となみチューリップフェア

13 改修中に石造物発見 砺波・比売神社で11点　14世紀に製造か

13 国道156号で情報収集 砺波署　1月の死亡ひき逃げ

読売 27 情報提供求め検問 砺波の死亡ひき逃げ

　２日 木曜日
北日本 19 自民系会派一本化 砺波　市議会

〃 会長に舘さん 砺波市納税貯蓄組合

富山 21 １８人が自民会結成 砺波市議会

〃 ロビー展 柴田智美恵さんの折り紙アート展（富山銀行庄川支店）

毎日 21 カメラ探訪　　富山県砺波市 一目１００万本の別世界　　チューリップ公園は花盛り

　３日 金曜日
北日本 24 きょう準々決勝 春季県高校野球　砺波工-国際大付

27 大切な人と絆深めて 砺波「チューリップチャペル」　フェア会場に新設し人気

27 砺波署少年警察ボランティア 県警本部長感謝状、県警本部長委嘱少年補導員、公安委委嘱少年指導委員

28 絵画と彫刻3人が競演 砺波

28 文部科学省後援第354回全珠連検定試験合格者 珠算準2級　斉藤真尋、島田龍太郎（庄川小）、暗算2段　牧野馨（庄東小）、1級　橋爪美邑（砺波南部小）

29 砺波市美術協がチャリティー展 砺波市美術協会

34 優良自営者ら表彰 県農業教育振興会

富山 1 黄色いゲレンデ 連休後半は行楽日和　夢の平、スイセン見頃

2 社説 富山駐屯地の強化　災害援助体制の充実にも

14 とやま展覧会ガイド 洋画2013年ｉｎ庄川展

15 来場者もてなし チューリップフェア　砺波・庄南小6年生

15 優良農業自営者らを表彰 県農業教育振興会

16 チューリップ足湯楽しんで きょう庄川水記念公園に　砺波・元気道場

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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17 「こいのぼり」合唱 砺波・北部苑で園児

17 看護専門外来を開設 県西部初　高岡市民、砺波総合病院に

17 刺しゅう画鮮やか 砺波で上田さん

17 こいのぼりを掲揚 砺波市東野尻公民館と東野尻幼稚園

22 きょうから4連戦 サンダーバーズ　4日・13時（砺波市）

22 きょう準々決勝 春季県高校野球

22 8月17、18日に科学五輪 県と県教委のとやま科学オリンピック実施委員会

北陸中日 19 砺波の祭り　担い手に光 市教委が編集　魅力、心意気、伝える冊子

19 優良自営農表彰や事業計画を了承 県農業教育振興会

20 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

20 あんだんてWｅｅｋｌｙ アート　庄川木工まつり

　４日 土曜日
北日本 1 人も花も満開 大型連休後半スタート

3 とやま科学五輪参加しやすく 4会場開催に

11 春季県高校野球準々決勝 砺波工逃げ切る　砺波工4-2国際大付

13 軟式野球　第30回全日本少年県大会 1回戦　出町中4-2城端中

14 県高校春季大会　ラグビー 3位決定戦　高岡一32-17砺波

14 サッカー　高円宮杯U-18県リーグ T3リーグ第3節　砺波6-0魚津工、砺波工7-0片山学園

19 木のおもちゃ作り体験 庄川木工まつり　チューリップ足湯も登場

23 現代的切り絵で新風 初入選の平野さん　心象風景を表現　砺波市庄川中学校の美術部22人も団体鑑賞

25 暴れ川との戦い　今も とやま置県130年　そして未来へ-1-　予算確保で石川と対立　分県独立

富山 1 晴天の県内行楽地歓声 大型連休後半入り　チューリップフェア4万2000人

8 子供歌舞伎、フェアで喝采 チューリップ公園特別上演

8 子ども消防士「消火完了」 消防防災フェスティバル 放水体験 山本楓さん（6） 砺波南部小１年
11 富山こども新聞 子ども役者堂々と　砺波で出町子供歌舞伎

20 庄川木工の技に触れ 砺波・庄川水記念公園でまつり　ろくろ体験や即売　家族連れら楽しむ

21 庄川、砺波東部4強 第34回砺波市春季学童野球大会第1日

24 富山商、富山一、新湊、砺波工4強 第85回春季県高校野球兼第128回北信越地区高校野球大会県予選会第5日

25 地鳴り 祖父に憧れた亡き父の思い出　石崎弘毅　60歳(砺波市・会社員)

北陸中日 15 連休うきうき　体験いきいき チューリップアェア会場　子供歌舞伎きりり　

庄川木工まつり　ろくろの体験やカブト幼虫配布

15 富山第一など4強 春季県高校野球

読売 23 新名物「よごっち」大人気 砺波

23 春の県高校野球4強に砺波工など 第85回春季県高校野球大会

毎日 26 富山第一が優勝 高校春季ラグビー

26 第85回春季県高校野球大会兼第128回北信越地区高校野球大会県予選 砺波工4-2国際大付

　５日 日曜日
北日本 4 読者のひろば 当たり前に感謝　　　　　砺波市　　小西　文子（主婦　　６９歳）

〃　 仲間と集う 砺波市シルバー手芸同好会　　（砺波市　　佐藤玉代）

21 栴檀山の魅力発信　　砺波　きょうまでそば祭り スイセン満開　　そばも美味

〃　 県西部　　地域ニュース ジャズの魅力堪能　　　　砺波市「フィールド・ハラー・ジャズ・オーケストラ」の演奏会

〃　 グラウンドゴルフ友好の輪広げる チューリップの里交流大会

富山 14 スイセン眺め　　特産そば堪能 砺波・夢の平

17 親子で林を散策 砺波・頼成の森

〃　 砺波地区小学生春季ソフトテニス大会 低学年男子①高藤・石橋（庄川）他

20 砺波地区寿野球定期リーグ戦 第２節　　　砺波工バーヤンガーズ

北陸中日 14 ＰＴＡ代表らに少年補導員委嘱 砺波署

　６日 月曜日
北日本 4 読者のひろば 老いの繕いの中で　砺波市　石川祐蕙(無職　65歳)

16 氷見北部5年ぶりⅤ 中学女子バレー氷見ふれあい杯　決勝トーナメント1回戦西條2-0庄西

16 バスケットボール　県一般男女選手権大会 男子１部7、８位決定戦　砺波ク78-60籠遊会

16 バレーボール　第38回立山杯中学男子大会 ②庄川

19 ボタンテーマに林清納さん新作 砺波　富貴花水彩　林清納展

20 バスツアーで曳山堪能 県内外128人　庄川峡クルーズも

24 本田君(砺波)大人の部Ⅴ 県太鼓打ち競技会　ジュニアは浜木君(高岡)

24 「県内作家の作品が充実」 永原北電会長が鑑賞

27 ふるさと納税特典　二極化 制度5年で県内自治体　立山・射水　特産品を充実、8市町村　礼状送付のみ　
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富山 18 入賞、入選の44点並ぶ 第13回となみ野散居村フォトコンテストの散居村写真展

19 呉羽山越え80キロ走破 庄川・アユーズ

24 砺波東部Ⅴ 第34回砺波市春季学童野球大会最終日

25 地鳴り 毎年変化する春の田園風景　石川祐恵　65歳(砺波市)

北陸中日 13 県一般男女バスケットボール選手権大会 籠巧会93-67砺波ク、砺波ク78-60籠遊会

朝日 28 君と彩る「こどもの日」 帆開く海王丸/チューリップの楽園

　７日 火曜日
新聞休刊日

　８日 水曜日
北日本 3 砺波市長資産公開 砺波市

11 くらし川柳 砺波市　滋野百合子

18 陸上　県中学校体育連盟記録会 男子800㍍②田矢聖弥(出町)、3000㍍②吉田舜基

20 春季県高校野球 総評　攻撃力の向上を

20 サッカー　高円宮杯U-18県リーグ T3Aリーグ第4節富山1-0砺波工

23 駐車場収益金を預託 砺波　パソコン教室ジェイワンスクール

25 3世代田植えで汗 砺波　幼稚園・老人会から100人

29 チューリップフェア31万人 GW中の県内行楽地好天でにぎわう

29 「PR活動奏功」 夏野砺波市長来社

30 とやま置県130年　そして未来へ-4- 「夜明け」もたらす　鉄道時代

31 砺波の64歳遺体で発見 上市・尻高山登山中滑落か

富山 2 夏野砺波市長が資産公開 砺波市

16 チューリップフェア入場者31万人 昨年より1万２千人増

16 フェア終了　「台湾、首都圏でさらに宣伝」 夏野砺波市長が来社

18 ふるさとまち自慢 砺波市庄川町青島　上　観光祭の夜高行燈　生きがい、誇り後世に

19 世代越えて田植えに汗 砺波・東野尻で110人

31 砺波の男性滑落死 上市の尻高山

北陸中日 16 砺波市長が資産を公開 砺波市

17 わんぱく相撲の出場児童を募集 来月「となみ野場所」　

30 3年ぶり30万人突破 となみチューリップフェア

30 砺波の男性遺体 登山中に滑落か 上市・尻高山
読売 33 尻高山で滑落か　神職死亡 砺波市杉木、神職　林直大さん(64)

33 砺波市長が資産公開 砺波市

朝日 35 ニュース短信 砺波市長が資産公開

24 大接戦富山第一Ⅴ 春季県高校野球

毎日 29 GWの山17人死亡 富山県上市町の尻高山で砺波市の神主、林直大さん(64)

　９日 木曜日
北日本 6 読者のひろば リッセから使節団　砺波市　幡谷さち子(無職　77歳)

12 情報かわらばん　花通信 県花総合センターのマルバデイゴなど　砺波市高道

12 情報かわらばん　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

13 情報かわらばん　 となみ野

13 県内朝市夕市 砺波市

19 ふるさと富山きょう置県130年 富山県誕生の歩み　悲願の治水へ独立要求

20 きょうは富山県の誕生日 富山県130年の歩み

27 地域アンテナ隊を派遣 各自治振興会に市職員

29 地域ワイド　もみ殻を土壌改良材に 砺波の福埜さん　炭化・乾燥炉を開発

33 会長に立野氏 県高校教頭会

33 労災隠しの容疑で砺波・南砺の2社書類送検 砺波労働基準監督署　飯田造園(砺波市中野)

35 砺波など3地点で5月史上最低気温 富山地方気象台

富山 23 新会長に立野氏 県高校教頭会

24 ふるさとまち自慢　砺波市庄川町青島　中 日本一会　割り箸で橋架ける

24 地区の会合に職員を派遣 要望把握や市施策説明　砺波市「アンテナ隊」開始　あすから

24 来年も海外誘客に力 チューリップフェアで市長

27 富山県置県130年特集 粘りと進取で発展　利水、交通整備進める

28 富山県置県130年特集 県の14施設無料開放　5月9日「ふるさとの日」に

36 労災隠しの疑い　造園会社書類送検 砺波労基署　飲料販売会社も

北陸中日 16 会長に南砺福野立野さんを選出 県高校教頭会

17 労働安全衛生法違反で2社書類送検 砺波労働基準監督署　砺波市中野、造園業「飯田造園」と女性社長(59)
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　１０日 金曜日
北日本 6 読者のひろば 「思い出」ツアー　　　砺波市　　北島　嘉孝（介護職）

19 「花椿」利用者楽しく外食 砺波市宮丸のファミリーレストラン「ココス砺波店」（伊藤揮一郎店長）から招待

〃 呈茶の収益金を預託 砺波市の茶道裏千家となみ同好会

20 大門素麺事業部　発足４０周年祝う ＪＡとなみ野

〃 自然を愛します 「砺波花とみどりの少年団」の結団式

26 遊びの大切さ訴える となみ青年会議所例会

富山 16 ひがしにし　　ふるさとまち自慢 砺波市庄川町青島　下　　じゃりじゃり公園

17 大門素麺事業４０年 ＪＡとなみ野が式典

〃 「花椿」利用者を招待 砺波市の茶道裏千家となみ同好会ココス砺波店

〃 児童が田植えに汗 砺波東部小５年生 田植え体験

北陸中日 17 苗　しっかり根付け 砺波東部小　　児童が田植え体験

18 あんだんてＷｅｅｋｌｙ 別所の郷　　山菜まつり　12日前9・.30（砺波市東別所、別所の郷憩いの広場

　１１日 土曜日
北日本 3 旧郡部候補勝率93％ 合併後大選挙区で実施の6市議選　旧市部を5ポイント上回る　地盤の差危機感で克服

3 本年度は41人増 とやま農業スクール生

8 読者のひろば ほっとする鳴き声　砺波市　伊東悠太郎（NPO代表　26歳)

23 看護外来をPR「まちの保健室」 砺波総合病院

23 4施設が協力　園内きれいに チューリップ公園

23 会長に宮川氏 砺波市地区自治振興会協議会

23 ８月にチャレンジ大会 「アクティブ・きっず」 前田美子代表の講演
33 城端線の枕木また煙上がる 砺波・周囲の枯草焼く

富山 27 山菜栽培で農地保全 砺波・栴檀山地区30人　まつりで収益、活性化に

28 昼休みに清掃奉仕 チューリップ公園美しく　砺波周辺4施設・団体が連携

29 看護外来の役割説明 砺波総合病院で1日保健室

29 新会長に宮川氏 砺波市地区自治振興会協議会

37 地鳴り ひよこの家作り家族が一つに　小倉慶子　68歳(砺波市)

北陸中日 5 発言 選挙への関心大人はもっと　会社員　石丸秀幸　54　富山県砺波市

5 政策討論会の対応がっかり　NPO代表　伊東悠太郎　26　富山県砺波市

18 チューリップ公園フェア終えて清掃 砺波市職員ら

読売 27 レジャー 庄川遊覧船(砺波市)　秘湯へ手段は船のみ

27 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　小林圭子、川柳【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

朝日 34 5月の「美・ナビ」 砺波市美術館

35 幸せ呼ぶグリーンフラッシュ 高岡の写真家が撮影に成功

　１２日 日曜日
北日本 18 今シーズンへ決意新た 砺波市スポーツ少年団本部結団式

18 県内4高校の野球部視察 県野球協議会(武内繁和会長)の山中正竹アドバイザー

18 サッカー　全日本少年県大会 予選リーグ▽グループH　FCとなみ1-0井波

23 45周年祝い祝典 となみセントラルLC

24 現代美術作家の新作一堂に 伝統からの創造　21世紀展

25 伝統の獅子舞継承 砺波市秋南自治会

28 ツアー気分で美満喫 「トラベラー社」鑑賞会　本誌記者作品を紹介

29 脅迫疑いで砺波の少年逮捕 砺波市の無職少年(17)

富山 15 ビジネスの和つなぐ 県会議所青年部連が総会　副会長安念匠太郎

16 わんぱく相撲稽古に熱 来月9日「となみ野場所」

17 本部結団式で心身鍛錬誓う 砺波市スポ少

17 45周年の節目祝う となみセントラルLC

22 県中学校体育連盟陸上競技記録会 男子▽800m②田矢(出町3)、3000m②吉田(出町3)

25 事件事故 脅迫容疑で少年逮捕

25 地鳴り 訪ねてみたい森光子記念館　山田敏江　７０歳(砺波市)

読売 24 ８９チーム熱戦開幕 一昨年覇者ヴァリエンテ快勝

25 城端線で枕木焦げる 8件確認　消防JRに究明要請

27 新しい交流が生まれる　130年の富山 富山県置県130年の歩み

　１３日 月曜日
北日本 18 ８３０人１５種目に挑戦 県障害者陸上

21 山菜まつりにぎわう 砺波・東別所　獅子舞も初披露

22 最優秀に本田さん(高岡) 北日本民謡舞踊砺波大会
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22 えんじゃら節の踊り披露 砺波

27 北日本新聞販売店永年勤続表彰 【勤続35年】小西信子(砺波南部)【勤続5年】早川孝子(砺波東部)

〃 〃 【従業員拡張表彰】早川孝子（砺波東部）
29 求む生活支援員 県社協「地域の力必要」　認知症高齢者らの金銭管理

富山 1 ３氏１団体たたえ 第３１回富山風雪賞　郷土の発展に尽力 清水捨造（庄川町金屋）

15 記録更新へ３８０人が挑む 置県１３０年障害者陸上

16 山の幸求め列 砺波・別所で山菜まつり

17 永田、中村さんⅤ 栴檀野GGクラブ第１４回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

17 ７月にえんじゃら祭り 砺波えんじゃら節保存会

北陸中日 14 ファイル１１０番 JR城端線などの枕木焦げる

15 １５種目で力と技競い合う 富山　障害者スポーツ・陸上大会

15 高円宮杯県ユース(U-15)サッカーリーグ 三部Gリーグ▽第二節　出町中9-0杉原中

15 全日本少年サッカー県大会兼KNB杯学童クラブサッカー大会 予選リーグ　FCとなみ1-0井波

16 新鮮旬の山菜人気 まつりで販売、獅子舞も

読売 27 懐かしの加越線小冊子に 車両の写真も砺波で配布中

　１４日 火曜日
北日本 3 ８月に合併調印式 県農業共済組合　イメージキャラも決定

5 業務効率化で増益を確保 アルビス３月期

13 弓道　段級審査合格者 ２段　井澤未紗、上田雄也、森田拓磨、川嶋紘輝(砺波工高)

初段　春日孝仁、柴田千紘、三橋涼、小西菜摘、小島彩乃(砺波工高)

15 ソフトボール　県小学生春季大会 ①ダイヤモンドキッズ③砺波フェニックス

15 バスケットボール　県一般男女選手権大会 男子入れ替え戦　ARKS・BB83-63砺波ク

18 洋画家・芳川さん作品展 小矢部　吉川信一さんの作品展

18 ものづくり技能名匠が出前研修 富山　

18 オランダ姉妹都市リッセへあす出発 友好訪問団

19 ざっく　ばらん 砺波図書館司書　山下瞳さん

24 田中南砺市長と夏野砺波市長が来場 日展富山展

27 城端線また枕木焦げる 国交省原因究明要請へ

富山 3 県内進捗率28%全国50%と差 遅れる地籍調査　災害復旧、再開発の妨げに　県　市町村側に推進促す

4 イータウンとなみ敷地を売却へ 日本製麻

16 社団法人全国珠算学校連盟主催、 1級　寺慧理那(鷹栖小)、準1級　小竹凛々花(鷹栖小)高松実音、本多光希(砺波東部小)

文部科学省後援第218回全国珠算技能検定試験合格者 芳里紗弥(出町小)根尾茉由(砺波北部小)、2級　池田美咲、岩滝萌永(鷹栖小)

岩崎晴也(出町小)松川愛歩(砺波北部小)準2級　齊藤巧馬(庄南小)寺島裕弥(鷹栖小)

菊池純貴、野村麻結(砺波東部小)

16 県弓道連盟第193回段級審査合格者 初段　春日孝仁、柴田千紘、三橋涼、小西菜摘、小島彩乃(砺波工高)

２段　井澤未紗、上田雄也、森田拓磨、川嶋紘輝(砺波工高)

16 第26回小学校春季ソフトボール大会 準決勝　吉島14-0砺波フェニックス、決勝　吉島5-6ダイヤモンドキッズ

19 田植え作業に汗 砺波・出町小５年

19 リッセ市訪問団に市長が親書を託す 砺波友好交流協会

21 くらしの日記 私も難聴に　岩田愛子　８５歳(砺波市庄川町金屋)

24 高校生「名匠」に学ぶ 富山工高　ものづくり技能出前開講

北陸中日 15 狙いを聞く 北陸ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ　総合飲料会社へ着々　酒販や海外事業が拡大

15 イータウンとなみ「引き続き賃貸で」 日本製麻が土地売却

18 オランダ交流深化期待 砺波　あすリッセ市に訪問団

読売 33 空き家でシェアハウス ５万戸超す官民で対策…　高岡の有志学生や芸術家向けに

33 刻々変化　夕日の美 砺波市五谷

　１５日 水曜日
北日本 1 やわらかな手で　66 第5章わたしの生き方8　人生は自分で決める

13 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子、中井溥子

19 旧砺波中名簿役立てて 高岡の吉田さん　砺波高に贈る

21 子どもたちアートに挑戦 市美術館ワークショップ

26 下田・太田さん表彰 県警　少年警察ボランティア

26 記者ぶろぐ 山の豊かさ発信を

27 ４月改編を説明 エフエムとなみ番組審

富山 16 学び楽しく キッズトライアスロン(砺波市頼成・開田菜月さん)

16 社団法人全国珠算学校連盟主催、 3級　寺建彦(鷹栖小)栄前田真実、津田晃、松島霞(砺波北部小)

文部科学省後援第281回全国珠算技能検定試験合格者 小塚啓太、山本直央(砺波東部小)

17 デスク日誌 「おいしい素麺づくり」続く
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18 庄川日中友好協４０年 砺波市の庄川町日中友好協会創立40周年記念式典・祝賀会

19 紙テープで芸術体感 砺波市美術館で「子どもの造形」

24 非行の現状学ぶ 警察ボランティア

24 ＢＣリーグ 前期第６週日程　１７日・１８時半（砺波市）富山－新潟

27 地鳴り 深澤洋子（砺波市）

28 砺波でもクマ 砺波市徳万の市道

29 防火塗料や枯草除去 枕木の焦げ防止へＪＲ西　多発の城端線

北陸中日 14 地域づくり期待の星 砺波市職員を自治会へ派遣　「アンテナ隊」始動

14 砺波の大谷さん県から功労表彰 繊維業発展に尽力

16 園児力作〝クモの巣〟 砺波市美術館　紙テープで完成

朝日 31 看護外来を開設 ９分野じっくり相談

　１６日 木曜日
北日本 5 砺波で多目的工房着工 ＣＫサンエツめっき仕上げに活用

5 販路開拓を強化　東京の見本市出展 １１月に県繊維協

14 県内美術館・博物館催し 砺波市美術館

14 相談はこちらへ メンタルヘルス（心の相談室）

14 花通信 県花総合センターのキングサリなど　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

21 議長に山森氏　副は村岡氏 砺波市議会

21 長年尽力の役員ら表彰 砺波　庄川町日中友好協会設立４０周年記念式典

21 理事長に金谷さん 砺波たばこ販売協同組合

21 レジ袋の売上金寄付 三喜有

23 ふるさと風土記 県民カレッジ　多彩な講座が人気　小矢部市津沢地区　清流の恵みと詩情あふれるまち

28 高田さん（小矢部)初出品で入賞 亜細亜現代美術展

29 舟杉会長を再任 県公立小中学校教頭会

29 県安全運転管理者協優良事業所など表彰 法人移行後初の総会

富山 21 ４０団体２８人を表彰 県安管協が総会

21 舟杉会長を再任 県公立小中教頭会

21 社団法人全国珠算学校連盟主催 ２段　澤田啓吾（砺波東部小)嶋本隆美（出町小）

文部科学省後援第228回珠算段位検定試験合格者

23 市町村議会 砺波市　議長　山森氏　副議長　村岡氏

23 会長に江守氏　幹事長井上氏 自民会

23 新理事長に金谷氏 砺波たばこ販売協同組合総代会

23 レジ袋売上金を寄付 三喜有

23 夜高行燈の模型豪華に 北陸銀庄川支店

北陸中日 16 議会だより 砺波市

読売 30 議会だより 砺波市

朝日 31 ニュース短信 市議９割で新会派、山森議長を選出

　１７日 金曜日
北日本 3 「観光振興で地域元気に」 砺波市議会正副議長来社

17 第５２回日本伝統工芸富山展きょう開幕 高岡市美術館　技輝く１７１点

25 会長に井上さん 砺波市ＰＴＡ連絡協議会

32 北島君・齋藤さん武内さんに知事賞 愛鳥週間ポスター

33 来年２月に６０年記念講演 県高校新聞研究会

富山 2 「一致して課題解決」 砺波市議会正副議長砺波総局で意欲

17 夜高行燈チラシで紹介 庄川若連中、５千枚初作成

19 庄川峡観光にアプリ １０月完成予定　協組が制作着手

19 新会長に井上さん 砺波市ＰＴＡ連絡協議会

27 地鳴り バタやんとの記念写真を胸に　上野亮平　７０歳（砺波市）

北陸中日 16 愛鳥ポスター県知事賞 小学校　北島君（砺波南部）中学校　齋藤さん（砺波庄川）高校　武内さん（高岡工芸）

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 28 展覧会 土門拳の昭和

　１８日 土曜日
北日本 6 読者のひろば 田植え終えホッと　　　　砺波市　　横井　君子（主婦　７０歳）

25 地域ニュース　砺波市表町のギャラリー和音 ステンドグラスなど夫妻展

富山 12 砺波市教委　　増山城跡で２５日ツアー 市民勉強会で意見募集
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24 砺波・道の駅庄川 地場産品を大幅強化

25 議会日程（６月定例会） 砺波市

読売 28 砺波の特産　ロゴでＰＲ １１業者の商品ブランド認定

　1９日 日曜日
北日本 2 けさの人 砺波市副市長に就任した　　　齊藤　一夫さん

3 国の公務員給与削減要請 県と５市町　実施方向

22 わが家のアイドル 小谷　珠愛(みあ)ちゃん　　1歳　　砺波市庄川町庄

27 学術研究の成果紹介 砺波で歴史地理学会大会

富山 16 砺波で歴史地理学会 第５６回歴史地理学会砺波大会

19 愛知や兵庫の６家族が体験 砺波　「田植え体験ツァー」

〃 大正蔵でジャズに酔う 砺波　若鶴酒造が蔵祭り

〃 砺波で書道教室 砺波市社会福祉協議会の生活訓練事業

〃 ロビー展 金井史郎さん収集の庄川町観光祭歴代ポスター展

北陸中日 12 寺の記録読み解き災害の歴史たどる 砺波で歴史地理学会

　２０日 月曜日
北日本 2 けさの人 県高校体育連盟会長に就いた　藤田　栄さん（砺波市新明）

4 読者のひろば　　ヤングコーナー 南砺市　　河合　幹太（砺波工業高３年　　１７歳）

16 油田木下に栄冠 第９回砺波市民ペタンク大会

25 天位に小西さん・畑さん 辛夷（こぶし）砺波支部俳句会

30 砺波チューリップ公園で球根集め ガールスカウト県連盟

富山 21 栗山さん３クラスＶ 弾丸ＲＣカー ②荒井大輔（砺波）

〃 ３７チームが県大会へ 第３１回県高齢者ゲートボール大会砺波地区予選会

〃 砺波市グランド・ゴルフ協会 「第２４回懸高旗争奪大会」

〃 地鳴り 田植えに備え温泉に入る　　　　　小倉　慶子　６８歳（砺波市）

　２１日 火曜日
北日本 6 仲間と集う 荒屋趣味の会　　砺波市荒屋公民館（４月）　　　（砺波市　石田恵子）

13 軟式野球２０１３日本スポーツマスターズ砺波市予選 決勝　　砺波クラブ６－３ハリカヤンキース

17 加越線の歴史パネルで紹介 となみ散居村ミュージアム

19 地上絵「立山くん」見たい！ おえかき実行委　五鹿屋幼稚園児が田植え

〃 和田会長を再任 砺波人権擁護委員協

〃 自転車に鍵掛けを 砺波　駅駐輪場付近でＰＲ

20 ものづくり魅力学ぶ 魚津・北陸職能大学校　　砺波工高８０人体験

〃 第６回卒業生の寄付で時計購入 庄川中外壁に設置

〃 水難救助技術磨く 小矢部川で合同消防訓練

24 となみ政経懇話会 成長の方向性示せ　　内田富山大教授が講演

富山 18 新型救命胴衣に習熟 砺波、小矢部の合同訓練

19 水田に「立山くん」 砺波・園児が稲植え

〃 自転車の施錠啓発 砺波・３駅で訴え

〃 卒業生の寄付　　時計に活用 砺波・庄川中で披露

〃 和田会長を再任 砺波人権擁護委員協議会

〃 「砺波市と交流促進」 しぶかわ商工会訪問

〃 夏野菜の苗植える 県在宅支援センターほほ笑み

〃 軟式野球全日本少年砺波市予選 決勝　出町中２－１庄川中

〃 軟式野球マスターズ砺波市予選 代表決定戦　ハリカヤンキース３－６砺波クラブ

20 文芸喫茶　　　　川柳 となみ野川柳会４月句会

26 砺波Ｇリーグ野球 サンエツ金属３－４ジゴロ

29 地鳴り 投稿続けて被災地支援も　　　　伊東悠太郎　２６歳（砺波市・NPO代表）

北陸中日 5 テーマ特集　世界農業遺産　上 散居村の風景文化も含めて　　　　高畠銀治朗　６５（富山県南砺市）

14 進路決定へ体験学習 北陸職能大　砺波工生基板づくり

15 今年は「立山くん」 砺波・五鹿屋幼稚園隣　園児ら田植え

〃 新型救命胴衣使い　水難事故想定訓練 砺波地域消防など

〃 玄関に時計寄付 砺波・庄川中　６０年前卒業生ら

読売 30 おしゃべりカフェ 熱烈なファンより　　　（砺波市・呆夫８９）

　２２日 水曜日
北日本 5 顧客への提案事例発表 北陸電気保安協会
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6 読者のひろば 心安らぐ新緑と花　砺波市　島田栄　(農業　６４歳)

14 ソフトボール 第５３回砺波市春季選手権大会

14 グラウンドゴルフ 懸高旗争奪大会

18 地域ワイド 人集うギャラリーに　砺波の小西さん自宅改築し開放

19 地域ワイド　来月１４日から「となみ夜高まつり」 リストバンドで絆を　商議所青年部法被の紋デザイン新たに商品化

24 ミュージカル体験教室の参加者募集 ２４日に高岡で

富山 18 散居村の保全推進 となみ野田園空間博物館推進協議会

19 となみ夜高グッズでＰＲ 砺波会議所青年部が制作　パズルやリストバンド

19 園児が防火誓う 庄川で消防ク入隊式

24 初誕生 国場朱里（こくば　あかり）ちゃん　砺波市春日町

27 地鳴り 自分らしく生き平穏な日々を　山田敏江　７０歳　（砺波市）

読売 26 となみ野少年野球14チームの横顔 砺波東部野球スポーツ少年団、庄東スポーツ少年団野球部、庄南野球スポーツ少年団

毎日 22 県総体ラグビー８チームが熱戦 ２６日から

　２３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

21 若い力で商店街活性化 後継者支援事業スタート

21 自転車のルール守ります 砺波高校、砺波工業高校

21 砺波市太田地区寿連合ペタンク大会 大会結果

22 わが家のアイドル 島田咲穂（しまだ　さほ）ちゃん　１歳　砺波市庄川町青島

22 被災地支援の在り方考える ソロプチ砺波

富山 15 焼き物の変遷示す７０点 富山市佐藤記念美術館　中国、イランの陶器展示

23 商店の後継者支援 砺波で事業準備会

23 お年寄り３０人にタケノコご飯 砺波・かっこうの会

23 古刹で住職の講話聞く 国際ソロプチミストそれいゆ砺波

23 高齢者に脳トレ指導 砺波市社会福祉協議会

23 安全リーダー委嘱 砺波署

　２４日 金曜日
北日本 6 読者のひろば　　ヤングコーナー 家族の大切さ学ぶ　　　砺波市　　橋本　理沙（砺波工業高校３年　１７歳）

21 税務研修会や講演会実施 砺波法人会第２回定時総会

富山 5 タクシー供給過剰　　解消引き続き努力 砺波Ｂ・南砺協

19 納税意識の高揚を 砺波法人会が総会

〃 ＪＡとなみ野・タマネギ生産面積 １００ヘクタール達成「前倒しする」

〃 政治家の似顔絵ずらり 砺波の天川さん　砺波市矢木

　２５日 土曜日
北日本 26 砺波総合病院・レーザー治療導入 手軽に「下肢静脈瘤」手術

〃 ミュージカル楽しく体験 砺波市の演出家、荒巻正さん（５３）が講師を務める「ミュージカル体験ワークショップ」

27 庄川の畑に男性遺体 砺波市庄川町金屋の畑で、近くの無職、岩田治郎さん（９３）

富山 37 トッペ行燈　巡業復活 来月、庄川観光祭

〃 石仏や文化財学ぶ 砺波市民大学「学遊塾」

38 下肢静脈瘤　血管内レーザー治療 砺波総合病院が県内初

39 地鳴り となみ散居村ミュージアム交流館「野の花・山の花展」

40 砺波の畑で男性死亡 砺波市庄川町金屋の畑で、同所、無職岩田治郎さん（９３）

北陸中日 14 下肢静脈瘤　レーザー手術 砺波総合病院　県内初の実施

〃 畑で男性の遺体発見 砺波市庄川町金屋の畑で、近くの無職、岩田治郎さん（９３）

読売 28 よみうり文芸　　　　短歌 【秀逸】　砺波市　　源通ゆきみ

　２６日 日曜日
北日本 5 県内13JA総代会・総会 ＪＡとなみ野

16 県高校総体 バスケットボール、サッカー大会結果

19 柏樹代表幹事を再任 砺波カイニョ倶楽部

20 タマネギ冷蔵施設整備 年度内にもとなみ野　品質向上へ乾燥施設も

21 宮澤賢治の物語テーマに表現 砺波市若草町の造形作家飛田静雄さん（78）　テンペラ画と鋳造彫刻展

26 美しい散居村スケッチ 庄川美術館実技講座　吉川さん（洋画家）指導

富山 16 農協が総代会 となみ野

19 増山城跡の長、短所体感 砺波市　市民対象にワークショップ

19 夢花壇で表彰 砺波市花と緑のコンクール・私たちの夢花壇春の部
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19 赤米の苗植える 砺波・太田で９０人

19 代表幹事を再任 砺波カイニョ倶楽部

19 優良市民や会員表彰 砺波市交通安全協会

北陸中日 9 歌壇 岩田記未子選　砺波市　源通ゆきみ、三井修選　砺波市　源通ゆきみ

11 力作３００点展示金沢で北陸展 新日本書道・書友会

読売 28 記録ファイル ラグビー　第４回セブンズ杯　②砺波ＲＦＣ

　２７日 月曜日
北日本 4 ヤングコーナー 砺波市　藤井あかね　（砺波工業３年　１７歳）

9 酒造りの伝統息づく 砺波若鶴酒造　大正蔵リニューアル

19 県高校総体 サッカー、バスケットボール、バレーボール、ラグビー、陸上　成績結果

21 江守会長を再任 砺波市交通安全協会

24 南砺福光高吹奏楽多彩に 砺波市文化会館

29 綿密な取材　読みやすく 県小中学校ＰＴＡ広報紙コンクール　優秀作品を表彰

29 ガードレールに車衝突し重傷 砺波市苗加、理容師、高田みつ子さん（79）

29 庄川で倉庫の壁焼く 砺波市庄川町天正、加藤木工所

30 城端・氷見線枯れ葉焼く 今月計１８件

富山 18 ９月に県連キャンプ ガールスカウト県連盟

20 リンゴ摘果や種まき 砺波・若林で講座

20 初夏の花々植え込み 県花総合センター

20 朗読とピアノ演奏 砺波市三島町の瑞祥寺

21 地元山菜に人、人 道の駅庄川新装開店

21 トッペ行燈お目見え 来月、庄川観光祭へ着々　青島の有志、用水沿いに２８基　夜高行燈台組み上げ

21 ４分団２部門制す 第１８回太田地区球技大会・ビーチボール競技

21 男子は辻さん　女子福澤さんⅤ 砺波市般若グラウンドゴルフ春季選手権

21 美術館でコンサート となみ芸術文化友の会サロンコンサート

21 いじめ撲滅へ発表 砺波市中学生生徒活動研修会

21 幅広い曲目で魅了 砺波市文化会館で

24 県高校総体 サッカー、陸上、　成績結果

27 軽自動車の女性重傷 砺波市苗加、理容師高田みつ子さん（79）

27 砺波の木工所でぼや 砺波市庄川町天正、加藤木工所

27 地鳴り 写真展に行き昭和懐かしむ　前川敦子　７３歳（富山市）

北陸中日 14 ファイル１１０番 食料品万引した疑い

14 砺波の木工所壁焼く 砺波市庄川町天正、木工業加藤木工所

15 県高校総合体育大会バレーボール競技 【男子】一回戦砺波工2-0氷見、【女子】一回戦砺波2-0小杉、高岡商2-0砺波

15 全日本少年サッカー県大会兼KNB杯学童クラブサッカー大会 予選リーグＨ　Ｔ・ボレアーレ1-0FCとなみ、FCとなみ3-3ケンセイ蟹谷

18 地元産山菜や野菜販売 道の駅庄川　物販コーナー一新

18 花苗コンテナデザイン競う 砺波で植え込み

29 ２ヵ所で枯れ草焼く 高岡と砺波　ＪＲ氷見・城端線

読売 30 県高校陸上が閉幕 女子　七種競技　宮西あゆみ（砺波）

30 少年野球 となみ野リーグBリーグ　砺波北部10-0蟹谷

30 サッカー 予選リーグＨ　Ｔ・ボレアーレ1-0FCとなみ、FCとなみ3-3ケンセイ蟹谷

31 枕木、枯れ草また燃える JR氷見線と城端線

31 衝突事故で７９歳重傷 砺波市苗加、理容師高田みつ子さん（79）

31 倉庫の壁焼く 砺波市庄川町天正、加藤木工所

　２８日 火曜日
北日本 6 読者のひろば 子らに農業体験を　砺波市　村中正敏(無職 ８２歳)

15 北日本文芸 歌壇　天　砺波市　源通ゆきみ、佳作　砺波市　近藤令子、藤井哲夫

15 　　　　入選　砺波市　山森和子、平岡和代、

15 俳壇　佳作　砺波市　小野田裕司、中邨宗承、二俣れい子、砂田春汀、

15 　　　　　　　　宮浦のぶあき、源通ゆきみ、廣橋玉枝、

15 柳壇　佳作　砺波市　倉田外丸　　入選　砺波市　吉川博

17 県高校総体 サッカー【男子】３回戦　富山中部3-0砺波

18 自然と旬の味楽しむ 高岡サイクリング協会

21 福岡会長を再選 砺波食品衛生協会

21 会長に池田さん 砺波署協議会

富山 17 県高校総体 バスケットボール男女、ラグビー、バレーボール男女　成績結果

18 詐欺事件捜査を強化 砺波署協議会

19 「火遊びしません」 園児９９人が誓い　砺波の保育園
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19 食中毒予防へ指導事項決める 砺波食品衛生協会

19 砺波で鳥獣隊結成 砺波市鳥獣被害対策実施隊

19 砺波Ｇリーグ野球 ジゴロ野球クラブ8-9砺波午前様クラブ

26 第37回全日本少年サッカー県大会予選リーグ5日目 Ｈ　Ｔ・ボレアーレ1-0FCとなみ、FCとなみ3-3ケンセイ蟹谷

26 第66回県民体育大会剣道競技１部 成年女子３０歳未満②山田(砺波)、30歳代①島田明日香(同)、40歳以上①尾山王子(同)

27 地鳴り 田んぼで見たごみのポイ捨て　伊東悠太郎　26歳　(砺波市・NPO代表)

読売 34 ボイス つぼみ(砺波市)

毎日 22 県高校総体ラグビー競技兼北信越大会予選 １回戦　砺波29-10魚津・富山西・高専本郷、高岡第一66-0砺波工

　２９日 水曜日
北日本 6 社説 原因究明と対策を急げ

6 読者のひろば なろうカイニョ人　砺波市　柏樹直樹　(農業　７８歳)

13 第４４回北日本川柳大会秀句抄 砺波市　森清泰範

15 サッカー　全日本少年県大会 Ｈ　Ｔ・ボレアーレ1-0FCとなみ、FCとなみ3-3ケンセイ蟹谷

15 グラウンドゴルフ 庄下地区大会
19 職員の給与削減３市動向で判断 砺波地域消防組合全員協

19 １０００人が記録競う 砺波　小学校連合運動会　

20 訓練塔お披露目 砺波消防署・技術記録会も

21 地域ワイド ようこそ「虹のサロン」へ　砺波の藤井さん自宅リフォーム　初演奏会住民集う

21 砺波庄太郎の遺徳しのぶ 砺波・常福寺　木村さん(前大谷大学長)法話

21 林業への貢献たたえる 砺波林業協会

富山 17 砺波庄太郎の無私の精神学ぶ 常福寺で講演

17 連合運動会　跳んだ走った 第９回砺波市小学校連合運動会

17 功労者を表彰 砺波林業協会

17 砺波でごみゼロ運動 砺波市東山見、青島、雄神地区

22 県高校総体 サッカー　３回戦　富山中部3-0砺波

25 地鳴り 皆に支えられ５０年迎え幸せ　荒木幹子　７０歳(砺波市)

北陸中日 16 山本さん林業功労表彰 砺波協会　奨励者に酒井、新井さん

読売 32 道の駅庄川　新装開店 地元客増へ野菜直売所

　３０日 木曜日
北日本 6 読者のひろば 草むしりが楽しみ　砺波市　土江田照子(無職　８５歳)

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、庄川美術館

14 チケット案内 女声合唱団「コール麗」第５回演奏会

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

18 北日本新聞朝刊野球 砺波市大会開幕　午前様ク抽選勝ち

20 剣道　第66回県民体育大会 成年女子30歳代①島田明日香(砺波)、40歳以上①尾山王子(砺波)

21 にぎわい創出へ意見集約 砺波　チューリップ公園再整備検討委

21 砺波市小学校連合運動会 【６年】男子走り高跳び、女子走り高跳び

22 わが家のアイドル 高嶋咲人(たかしま　さきと)２歳、蓮人(れんと)6カ月　砺波市鍋島

23 地域ワイド　グッズ作り盛り上げ 庄川観光祭の「夜高若連中」　ストラップ法被の形に

富山 12 歌壇 小池光選　一位　砺波市表町　源通ゆきみ

23 デスク日誌 夕日が沈む散居の魅力

24 ロビー展 砺波市の古田明定さんによるエビネ鉢植え展

25 検討委が現地視察 砺波チューリップ公園再整備

25 夜高グッズできた 庄川若連中　ファイルとストラップ

30 第９回砺波市小学校連合運動会 【６年】走り高跳び男子、女子

35 地鳴り 選択のない幸せひたすら進み　石川祐恵　６５歳　(砺波市)

36 砺波市役所のガラスドアが割られる 砺波市役所

北陸中日 5 発言 国益への影響考えて発言を　会社員　石丸秀幸　54　富山県砺波市

17 再整備に即時着手 砺波チューリップ公園　１４年度計画策定前に通年利用へ市意向

読売 26 チューリップ公園再整備向け初会合 砺波チューリップ公園再整備検討委員会

毎日 22 「ＵＳＢ」使用悩める自治体 便利な反面紛失、盗難、感染も　管理徹底やウイルス検査

　３１日 金曜日
北日本 3 米飯給食過去最多に 県内小中学校平均週３．６回　コメ離れ歯止め期待

13 北日本新聞朝刊野球 雨で南砺、砺波順延、中新川は再試合

13 新役員５人選出 県体協評議員会

21 会長に五島氏 砺波市観光協会

21 アプリ運用し観光ＰＲ 庄川峡観光協同組合
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21 ７～９月にクマへの注意喚起 砺波市クマ対策会議

22 「砺波らしさ」で婚活イベント ＪＡとなみ野　来月収穫ツアー

24 いきいき金曜日　ぶんぶんジュニア サキ　砺波市

28 庄川観光祭楽しんで 夜高若連中が看板設置

富山　　 16 鮎小屋モダンに となみ　あす新装開店　「鮎の庄」

18 出没状況や対策確認 砺波市クマ対策会議

19 夜高行燈巡行を案内 庄川若連中　観光祭へ看板設置

19 新会長に五島氏 砺波市観光協会

19 ７月に婚活イベント ＪＡとなみ野

19 空き家活用を研究 ＮＰＯ法人「砺波土蔵の会」

19 １２月に冬道運転講習 砺波安全運転管理者部会

24 寺井理事長選任を報告 県体育協会第２回評議員会

北陸中日 15 鳥獣被害対策隊に市猟友会員ら２０人 砺波市が任命

18 美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 23 広告特集　地域発　ニッポン-復興・再生、未来へ- 砺波市

35 ママさんバレー県大会 全国かけ１６チーム熱戦　来月２日開催

      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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