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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　火曜日
北日本 1 チューリップに夢中 ＧＷ 県内行楽地にぎわい

2 叙勲（１日） 瑞宝双光章  金井清文氏＝砺波市となみ町

3 タウンミーティング ７月まで県内４会場 石井知事

14 県高校春季大会 ３０日 新体操

16 読者のひろば ことしもツバメが  砺波市 小西文子（７４歳）

17 ペタンクで５９チーム熱戦 第３０回県ペタンク交流大会

19 満開の公園 演奏軽快 小中高生３５０人 吹奏楽パレード

19 本物そっくりミニ夜高行燈 きょうとあす 福野で展示

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小６年 高井彩良さん  加藤正真君

24 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市 ３組

25 行楽地 笑顔咲く 花の大谷

25 運搬機と柱に足挟まれ骨折 ３０日午前７時１０分ごろ

25 単独事故で３人重軽傷 ３０日午後３時４０分ごろ

富山 7 地鳴り 山菜採りに決まり事  小倉慶子 ７３歳（砺波市）

7 コント 高岡・漫葉

18 東アジアホープス卓球大会県予選会 大会結果

19 鮮やか花びら宙に舞う 砺波・チューリップフェア 発射イベントに歓声

19 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章  金井清文氏＝砺波市となみ町

21 事件・事故 苗運搬機と柱に足挟む

21 事件・事故 窃盗容疑で女逮捕

21 事件・事故 砺波で車庫に衝突、女性重傷

22 県内９地点 ３日連続夏日 砺波市 ２４．９度

読売 25 ふるさと写真館 富山市佐藤記念美術館  茶器や絵画 市が継承

25 少年野球 となみ野リーグ（４月３０日） 大会結果

25 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章  金井清文氏 砺波市となみ町

 ２日　水曜日
北日本 1 絢爛７基 堂々と 「平成」最後の高岡御車山祭

10 レシピ手帳 フキの俵揚げ（総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子）

17 仲間と集う 愛し合ってる会（砺波市 根尾由和）

18 閉園２施設 集会所に 五鹿屋・東野尻幼稚園

18 前年比７０００人増 チューリップフェア先月末現在

富山 11 地鳴り 語呂合わせで認知症を予防  紫藤道子 ８３歳（砺波市）

19 砺波の旧五鹿屋、東野尻幼稚園 園舎を地区集会施設に

19 ２０万人超える チューリップフェア

21 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 試合結果

21 高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ県リーグ 試合結果

21 庄東は７位 第１回がっぱスピリットカップミニバスケットボール女子の部

23 期間は「気温次第」 一部自治体  クールビス開始の県内

読売 26 よみうり文芸 文芸サークルから 海潮砺波歌会

26 県高校春季大会 新体操

日本経済 25 語る ひと・まち・産業 ウイスキーの蔵 新生 若鶴酒造取締役 稲垣貴彦さん

 ３日　木曜日
北日本 1 ９条改正 ９議長賛成 県内１６自治体 憲法意向調査  首長の多く態度示さず

14 県内美術館・博物館の催し（５/３～５/９） 松村外次郎記念庄川美術館

14 花通信 県花総合センター 砺波市高道

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

18 サッカー 高円宮杯県リーグ Ｕ－１５

18 卓球 全農杯全日本選手権県予選 大会結果

20 仲間と集う 囲炉裏会（砺波市 下保豊秋）
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20 山本砺波市議一人会派に 自民会退会

20 広告 高岡獅子舞大競演会

23 イノシシ捕獲５割増 市鳥獣対策協 農作物被害も減少

23 きょうからチャリティー展 砺波市美術協会の「チャリティー色紙・小品展」

26 名誉城主 昇太さん名調子で案内 砺波 増山城に音声ガイド機 スマホも聴取可能

26 記者ぶろぐ 面白いことを真剣に

27 富山の男性 転倒し重傷 ２日午前９時５５分ごろ

27 インフルで庄川中が学級閉鎖 庄川中学校の３年生１クラス

29 風車 古代米を使った給食

富山 17 命つないだグッピー 柴田照子 ６９歳（砺波市鷹栖）

18 富山新聞文化センターだより 民謡三味線 吉田清孝さん（砺波市東保）

18 楽しんでます こだわりの小物手作り  砺波・カルトナージュ

19 地鳴り 紳士だった衣笠さん  北清俊一 ６１歳（砺波市）

21 砺波・増山城 春風亭昇太さん案内 市教委 音声サービス開始

21 イノシシ対策 呉西圏域の各市協力 共通講習会、移動断ち切る

21 秋にチラシ配布 クマ対策会議

21 砺波・鉢伏山にツキノワグマ 杉村さんが撮影

21 保守系１人が新会派 砺波市議会

22 古代米赤飯「おいしい」 砺波でこどもの日献立

23 初誕生 水戸彩音ちゃん＝砺波市高波

24 春の叙勲を伝達 県庁で県内受章者に

25 荷降ろし中に転倒、重傷 ２日午前９時５５分ごろ

26 集団風邪で学級閉鎖 砺波・庄川中

26 花の大谷に「傘の花」 砺波 チューリップフェア

26 広告 ２０１８ 第３７回 庄川木工まつり

北陸中日 18 イノシシ電気柵計１１７㌔に延長へ 砺波の対策協が決定

18 山本篤史議員が新会派を届け出 砺波市議会

19 古代米 おいしいね 砺波の柏さん寄贈 給食に登場

19 越中春秋 チューリップ

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

20 イベント 庄川木工まつり

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 ４日　金曜日
北日本 1 無線ＬＡＮ整備 全国最低 県内小中高校の普通教室 昨年３月 文科省調査

12 富山 反撃及ばす 砺波市野球場で開催

12 氷見ふれあい杯バレー 中学女子２４チーム熱戦

13 軟式野球 第３５回全日本少年大会県大会 大会結果

13 サッカー高円宮杯ＪＦＡＵ－１８リーグ２０１８富山 大会結果

13 サッカー高円宮杯ＪＦＡＵ－１５リーグ２０１８第１２回県リーグ 大会結果

15 城端線 旅ルポ好評 開通１２０周年番組 となみ衛星通信テレビで再び放送

15 積み木遊び人気 庄川木工まつり 多彩に

15 人と社会のつながりテーマに作品４点 佐藤さん個展

20 勇壮な舞 観客魅了 高岡獅子舞大競演会 市内外の６団体披露

富山 5 コント 砺波・たぬき

12 絵付けや積み木遊び 庄川木工まつり

14 獅子舞 まちなか熱気 高岡で大競演会 高岡、射水、砺波の６団体 地域の舞、威勢よく

15 サンダバ打ち負け 砺波で福井に８－１２

15 西から東から 「一生に一度の場所」に

16 祭りやイベント満喫 ＧＷ後半スタート 県内各地にぎわう

北陸中日 10 積み木袋詰め人気 砺波で木工まつり 庄川挽物木地作りで出る端材 庄川水記念公園

10 迫力獅子舞 市民ら魅了 高岡大競演会 中心市街地巡る

11 インスタ１５００投稿 となみチューリップフェア 先月３０日現在

11 全国高校７人制ラグビーフットボール大会県予選 ②砺波

読売 19 はばたけサンダーバーズ 福井に敗れる
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毎日 20 第５回全国高校７人制ラグビー県大会 大会結果

 ５日　土曜日
北日本 1 英語授業 県内準備加速　 ２０年度 小学５、６年で教科化 教員負担増や時間確保課題

10 １２チーム決勝Ｔへ 氷見ふれあい杯バレー

10 ラグビー 第５回全国高校７人制大会県予選 試合結果

14 全国珠算学校連盟検定合格者 合格者一覧

19 １８作家 独自の美追求 小矢部で展覧会　絵画や陶芸４０点

20 頼成の森散策 新緑に親しむ 砺波 緑に親しむ集い

21 全国の子供歌舞伎共演 石川でフェス　砺波市出町も参加

富山 7 地鳴り 芝桜の群生地　新たな名所に　柴田正雄　７１歳（射水市）

15 花壇作り楽しみ 山菜天ぷら堪能 砺波・頼成の森

15 能瀬さんが優勝 第２２回チューリップの里グラウンドゴルフ交流大会

15 競技力向上誓う 上市町民体育祭が開会

17 市内６チーム健闘誓う 砺波市春季学童野球 きょう１回戦

17 県高校春季大会 新体操 大会結果

17 県高校春季大会 ラグビー 大会結果

20 砺波の出町曳山堂々 小松　全国子供歌舞伎フェス開幕

21 砺波発カナダ咲き誇 　 チューリップ球根３年で１３５０個贈る 高岡・誓願寺　髙畑住職　フェアが縁

北陸中日 12 砺波っ子も盛り上げる 小松「子供歌舞伎フェス」

読売 19 子供役者熱演　歌舞伎フェス 小松できょうも

 ６日　日曜日
北日本 1 県内自治体 公文書の管理「適切」 条例化は動きなし

14 卓球 高岡オープン大会 大会結果

16 中野平中（長野）が栄冠 氷見ふれあい杯女子バレー ３位は庄西

16 能瀬さんが総合優勝 グラウンドゴルフのチューリップの里交流大会

19 丹精込め育てたラン２３点 県愛蘭会「中国蘭一茎九華展示大会」

20 福光から庵唄後継者 高校１年の二野井さん

20 がんばってます 富山の職場 高岡市スポーツ健康センター 口コミで利用者増加

25 ウクレレ２教室 演奏 食事で交流 砺波 トミー藤原さん主宰

26 チューリップフェア閉幕 ２９万３０００人来場 雨天響き ９．３％減

26 シートベルト効果を体感 チューリップフェアで

富山 5 地鳴り 自分の言葉に自覚と責任を 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

5 地鳴り 弔辞読み合う約束した友人 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

24 吉江、宇ノ気、大徳 決勝リーグへ進出 第５回近市町中学バスケットボール交歓大会

24 石井、河原がＶ 全農杯全日本卓球選手権県予選会

25 出町、庄川 ４強入り 第３９回砺波市春季学童野球大会第２日

26 外国人客、過去最多に となみチューリップフェア閉幕 総入場者は２９万３千人

北陸中日 22 外国人の来場 最多 チューリップフェア閉幕

 ７日　月曜日
新聞休刊日

 ８日　火曜日
北日本 3 就職率９９．９％ 今春卒業県内高校生 県内高校生向け 初の企業説明会

17 サッカー 高円宮杯ＪＦＡ県リーグ２０１８ Ｕ－１８　大会結果

22 ロビー展 県信用組合出町支店

23 ざっくばらん 砺波市企画調整課 砺波暮らし推進班主事 春山嘉伸さん

23 ２つのピアノ 音色を比べて １２日 市文化会館で演奏会

24 とやまいろいろ図鑑２３ 砺波郷土資料館 田植え姿を披露 さつき見舞① モジリ・ドウゲン 田植え姿を披露

25 「百歳体操」砺波で人気 ６８グループ１３５０人活動

27 カモシカ出没 捕獲２日がかり 砺波・小矢部

28 チューリップフェア外国人入場に手応え 夏野砺波市長が来社

富山 13 地鳴り 行燈祭りの幕開け告げ 加茂博一 ６９歳（富山市）

13 地鳴り 「２０２５年問題」をよく目にする 角栄一 ６６歳（砺波市）

24 山の幸豊か　深まる交流 砺波・井栗谷の中尾集落 イノシシ 鍋やコロッケに

25 出町優勝、庄川２位 第３９回砺波市春季学童野球大会最終日
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25 南砺・吉江が準優勝 第５回近市町中学バスケットボール交歓大会最終日

25 根田、石附さん制す 砺波市般若グラウンド・ゴルフクラブ春季選手権

28 今年のチューリップフェア インスタ発信３千件 砺波市長来社「目標、ほぼ達成」

北陸中日 5 発言 イノシシ対策 駆除最優先に 貝渕文夫 ６９ 富山県砺波市

 ９日　水曜日
北日本 13 四季の窓 スミレの花咲く頃 富山市 上野英之

13 レシピ手帳 鶏肉のパプリカ煮（総合カレッジSEO学校長　瀬尾和子）

18 ラ・フランス丁寧に摘果 ボランティア３人が体験

20 文部科学省後援第３８４回全珠連検定試験合格者合格者一覧

21 泥にまみれ田植え体験 庄川小５年生

21 砺波市老人クラブ連合会第１４回囲碁大会 大会結果

22 とやまいろいろ図鑑２４ 砺波郷土資料館 さつき見舞②　コテ・キャハン・スゲガサ　紐に込められた愛情

26 「みどりの愛護」功労者　大臣表彰に県内２団体 油田地区花と緑の推進協議会

富山 3 「みどりの愛護」功労　県内２団体大臣表彰 油田地区花と緑の推進協議会

15 地鳴り 暖かくなり歩きたい 春川正人 ７１歳（砺波市）

23 無差別クラス中本さん制す 第１４回砺波市老人クラブ連合会囲碁大会

23 大きく育てと願い込め ラ・フランスの摘果体験　立山の農事組合法人

25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

北陸中日 16 ラ・フランス摘果に挑戦 農業女子企画　立山で体験会

16 第２９回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 油田地区花と緑の推進協議会

17 １１月、名古屋で日本最大級展示会　共同出展者募集へ 県西部６市

朝日 22 宮岸さん２年ぶりV 朝日アマ囲碁名人戦県大会

22 展覧会 手操明子展ー版画と絵画ー　庄川水資料館

 １０日　木曜日
北日本 3 １７年度 県内住宅着工９．１％減 貸家需要落ち込み要因

3 深層水トマトなど地域資源２３件追加 とやま新事業創造検討会

3 富山の魅力 台湾で発信 来月観光サミット 知事３０日から訪台

12 県内美術館・博物館の催し（５/１０～５/１６） 砺波市美術館 松村外次郎記念庄川美術館

12 花通信 県花総合センター 砺波市高道

13 情報かわらばん となみ野

13 朝市夕市 県内 砺波市

17 サッカー 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８リーグ２０１８富山 試合結果

24 栴檀野に地場野菜直売所 JAとなみ野庄東支店

24 嫁入りの伝統紹介 国重文打ち掛け展示 郷土資料館

24 デザイン書や染め物１００点 婦中の松田さん作品展

25 木彫り教室 力作そろう 本社砺波支社 きょうから作品展

26 とやまいろいろ図鑑２５ 砺波郷土資料館 さつき見舞③ ヨツガ・コシカゴ・ヨコゴザ 親が吟味して贈る

31 GWの人出７９万人 となみチューリップフェア ２９万３千人

富山 2 記者席 人の広がり

3 知事、３０日から台湾に 日台観光サミット正式決定向け 中華航空も表敬

24 笠間さん優勝 第１５回サンテンひだまり杯健康麻将交流大会

28 山の遭難事故減少 県警、大型連休まとめ

30 南砺 八魂一如８９ 第３章男前・女前 テディの情熱③ 「豪華キャンプ」魅力に

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

20 「みどりの愛護」功労者国交大臣表彰 県内２団体が受賞 油田地区花と緑の推進協議会

22 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 USO放送 砺波・越中之助

30 昇太さん「増山城」音声解説 砺波、ガイド機などで　城下町、城巡りの極意も

 １１日　金曜日
北日本 3 小中高生の参加者募集 科学オリンピック

3 春にも野焼きパトロール 県廃棄物不法処理防止連絡協議会

3 助産師５人に功労表彰 県の厚生部門医療分野功労表彰 佐藤久子 竹澤栄（砺波）

21 ガチンコわんぱく相撲 となみＪＣ 庄川小で教室 大会ＰＲ

21 泥んこ みんなで土おこし 砺波南部小５年
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21 健康づくり意識しよう 北陸中央病院

21 チューリップのちアジサイ 四季彩館

22 とやまいろいろ図鑑２６ 砺波郷土資料館 さつき見舞④ オジュウ（お重） 餅を詰めて持参

24 会長に米田氏 県高校教頭会 副会長 清水卓（砺波）

富山 4 売上高、利益ともに最高 ＣＫサンエツ 砺波工場の生産効率向上

13 地鳴り 近所の方からタケノコ頂く 黒田和也 ４１歳（砺波市）

13 地鳴り 「江戸の遊び絵」洒落とユーモア 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

16 くらしの日記 同級会楽しみ 紫藤道子 ８３歳（砺波市狐島）

20 チューリップやアジサイ華やか 砺波・四季彩館で季節展示

21 一列に並び 田植え準備 砺波南部小 ５年生が代かき体験

22 まちの保健室開設 小矢部・北陸中央病院

22 夏合宿の参加者募集 青少年育成県民会議

北陸中日 18 住宅着工数 ３年ぶり減 １７年度県内

読売 26 高校生対象の企業説明会 あすから

27 ＧＷイベントに７９万人 １１行事、県警まとめ 山岳遭難 死者ゼロに

 １２日　土曜日
北日本 15 北日本歌壇の集い 高岡会場  砺波市 中井溥子

16 生ける 池坊富山中央支部・稲垣悦子＝砺波市

27 砺波平野の散居村ＰＲ 田園空間博物館推進協 クリアファイル作製

富山 15 地鳴り 社屋の重厚な外観に圧倒  嶋村了吉  ５４歳（砺波市）

15 コント 砺波・越中之助

26 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 試合結果

北陸中日 5 発言 エリート官僚 人格疑う言動  頼成山知子  ７８  富山県砺波市

日本経済 39 富山の酒と食 砺波でイベント ２７日、若鶴酒造で

 １３日　日曜日
北日本 18・19 富山気質を継ぐ⑤ 農学校の種子たち

23 山本さん（南砺）優勝 トナミロイヤル 北日本新聞社長杯ゴルフ

26 助産師がマッサージ 「看護の力～新しい命から救える命まで～」

27 砺波 陣屋ｄｅマルシェ 増山城跡でゆったり 飲食・散策・ライブ楽しむ

27 ざっくばらん 宮島温泉滝乃荘 調理担当 青木直一郎さん（砺波市・５３歳）

27 感謝込めブローチ作り 砺波市出町児童センター

31 １８世紀のピアノと現代の音聞き比べ 砺波でコンサート

34 車いすカバー開発 袖口汚れ 気にせずに 砺波の野村さん 入院で不便さ実感

富山 6 ニュース・アイ ４月 ２席 山の斜面を登るツキノワグマ 杉村洋子（砺波市東石丸）

7 地鳴り 先輩と山へ 山菜いっぱい 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

20 看護の日 仕事に理解 生命の大切さ訴え  砺波総合病院

21 「戦国米」使いスイーツ 砺波 増山城跡でマルシェ

21 ホームに花苗植える 砺波の城端線３駅

23 斉藤昇、吉田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

23 県高校春季大会 テニス 女子単③林（国際大付）長山（国際大付）

26 南砺 八魂一如９２ 第３章 男前・女前 あじゃなん② みんなで夢を耕す

27 長野で震度５弱 氷見、滑川で震度２  県内被害確認なし

北陸中日 16 とやま遺産 散居村の水田に映る夕日 暮らしが生んだ絶景

17 カフェ、雑貨など家族連れら楽しむ 砺波「陣屋マルシェ」

 １４日　月曜日
北日本 11 とやま文芸散歩 安念智榮子

17 橋本さん（砺波）優勝 高岡ＣＣ

17 柔道 県ジュニア体重別選手権 大会結果

18 第６回高岡ねがいみち駅伝 種目別成績と優勝ひとこと

22 就活前に高校生が企業研究 高校生を対象にした「業界・企業研究会」

23 待ってた旬の味覚 栴檀山の山菜どっさり 砺波 別所の郷まつり盛況

23 城端線３駅で花壇整備 砺波市で同線の利用促進を目指す市民有志や鉄道関係者

23 「未来へ歩み続ける」 となみセントラルＬＣ 設立５０年祝う

27 県ひとづくり財団 幼児教育１３０年 歩み紹介  紀要刊行 県教育記念館で写真展
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29 読者との絆 強めたい 本紙販売店  永年勤続３２１人表彰

31 議会中継 見える化 議員に刺激

富山 1 第３６回 富山風雪賞 一隅を照らす  宗景昭氏（７０） 砺波地区寿野球連盟

9 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

16 ５０周年の節目祝う となみセントラルＬＣ式典

16 山の恵み満喫 採れたてに行列  砺波・別所

17 中居さんが総合Ｖ 第２９回砺波市グラウンドゴルフ協会長杯大会

18 若者の職場定着支援 県、高校生対象に研究会 ４校で初開催  幅広い業種を説明

19 富山国際大がサヨナラ勝ち ２０１８年度北陸大学野球春季リーグ戦第６週第２日

19 西から東から インスタとインバウント

読売 23 富山・高岡・砺波で高校生へ企業説明会 砺波地区の会場となった県立砺波工業高校

 １５日　火曜日
北日本 18 わが家のアイドル 北村心音ちゃん ２歳 砺波市豊町

20 元気な双子の子ヤギ 毛並みふわふわ 園児３６人触れ合う 出町青葉幼稚園

20 バスケットボール チューリップカップ大会 大会結果

21 カブトムシの幼虫に笑顔 加藤さん 園児へプレゼント

21 人形劇で啓発活動 砺波人権擁護委員協議会

26 軽乗用車にはねられ重傷 砺波市の男子大学生（１９）の軽乗用車にはねられ

28 砺波のサッカークラブ監督 複数児童に平手打ち

富山 24 田植え「楽しい」 砺波南部小５年生４３人 南部認定こども園児３０人

24 人形劇で啓発活動 １０、１１月、砺波人権委協

25 カブトムシ幼虫育てて 加藤さん、５０匹贈る 砺波・出町こども園

25 ヤギに餌やり、追いかけっこ 砺波で幼稚園児の交流会

29 事件・事故 自転車の男性はねられ重傷

北陸中日 13 華やかアジサイ 初夏演出 砺波 四季彩館で展示

18 カブトムシ 大きく育ててね 砺波の加藤さん 園児に幼虫贈る

朝日 29 繊細と雄大 自然へ異なる視線 日本画２人 砺波市美術館で特別展

 １６日　水曜日
北日本 3 国際４路線 過去最高１１万４７２１人 台北便好調 搭乗率８割

15 上野文化の杜から② 国立科学博物館長 林良博  変わる美術館の常識

18 全国大会健闘誓う ゲートボール県代表

23 川岸氏議長 副は川辺氏 議会改革特別委に全員所属

23 山森氏が会長 幹事長 稲垣氏 自民会

23 清澤会長が再選 市ボランティア連絡協

25 アートって面白い 砺波市美術館 園児２９人 創作通じ感性育む

27 常習累犯窃盗容疑で砺波の男逮捕 砺波市太田 安念邦男容疑者（６７）を逮捕

28 訂正 砺波市のサッカークラブであった体罰の見出しと記事

富山 22 議長に川岸氏選出 砺波市議会 副は川辺氏

22 幹事長に稲垣氏 自民会

23 園児の絵 感性光る 砺波市美術館 造形アトリエ

23 ９月にボランティアフェス 砺波市ボランティア連絡協議会の総会

24 富山風雪賞 一隅を照らす２ 宗景昭氏 日本造園組合連合会県支部長 庭造りは絵と同じ

25 ゲートボールの全国大会へ決意 県庁で激励会

27 事件・事故 タマネギ１０個盗んだ疑い

北陸中日 14 議長に川岸氏 副議長は川辺氏 砺波市議会

14 子どもが造形体験 美術への感性養う 砺波市美術館

読売 28 よみうり文芸 短歌 砺波市 井上房子

朝日 25 ニュース短信 砺波のサッカークラブで体罰

毎日 22 男性指導者が選手を平手打ち 砺波・サッカーC

 １７日　木曜日
北日本 3 議会基本条例へ 夏に市民報告会 砺波市議会 正副議長来社

16 県内美術館・博物館の催し（５/１７～５/２３） 砺波市美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市
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22 愛鳥ポスター 知事賞３人 最高賞の県知事賞に髙橋美千瑠さん

24 古布使った服や小物 多彩 砺波駅前ギャラリーみかん堂で始まった

24 酒蔵や蒸留所でものづくり学ぶ 北陸銀新入行員が研修

25 記念のぼり旗 好評 １１月ねんりんピック剣道交流大会 寄付募り２種類製作

25 新鮮「山の幸」人気 道の駅庄川 山菜フェア

25 「めばえの会」が市長訪問 緑綬褒章受章を報告

28 ３団体３７事業所２６個人を表彰 県安全運転管理者協

29 県内アユ漁 来月１６日解禁 毛針釣りや友釣りなどの釣り漁法

富山 24 議会改革で夏に報告会 砺波市議会 川岸議長、川辺副議長

24 児童泥だらけ 米作り体験 代かき 砺波北部小５年生７３人

25 砺波の酒蔵訪問 ものづくりに理解 北陸銀の新入行員

25 ３団体、３７事業所　２６個人を表彰 県安全運転管理者協

25 会長に藤田氏 県公立小中学校教頭会

25 ソフトテニス・県春季選手権 大会結果

26 緑綬褒章の喜び伝え 砺波・めばえの会

27 朝採れ山菜ずらり 砺波 道の駅庄川でフェア

27 特製ポロシャツ着用 ねんりんピックPR 砺波市役所、勤務で着用

27 県内アユ釣り 来月１６日解禁 漁業権が設定されている黒部川や神通川、庄川、小矢部川など

29 事件・事故 窃盗未遂容疑で男逮捕

北陸中日 1 鉄塔建設 景観悪化も 増山城・城下町遺跡 北電、１２月完成予定

18 初夏の山菜品定め 道の駅庄川でフェア

18 来訪 就任あいさつ 砺波市議会議長 川岸勇氏 同副議長 川辺一彦氏

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 26 USO放送 砺波・越中之助

26 来訪（１６日） 北陸支社 砺波市議会議長・川岸勇氏、同副議長・川辺一彦氏

27 Jアラート訓練 県内正常に作動 訓練が全国で実施

朝日 21 ニュース短信 砺波市議会、議長に川岸氏

毎日 26 書く楽しさ体現 心音教室８５人の書展 １９日・砺波市美術館

 １８日　金曜日
北日本 2 来社 １７日 本社 川岸勇氏（砺波市議会議長） 川辺一彦氏（同副議長）

3 タマネギ栽培 となみ野に学べ 産地化成功例を県全体に 〝門外不出〟の独自技術伝授

18 空き家 早めの対策を 市がハンドブック作製

18 代かき体験楽しい 砺波北部小

19 ガイドブック使い魅力発信 となみ野観光連盟

25 新酒「立山」金賞 全国鑑評会

25 脱衣所でかばん盗んだ容疑 射水署 １７日

27 立山ガイド エベレストへ 佐伯知彦さん来春挑戦 砺波の繊維会社支援

富山 2 県内議会女性比率 魚津市議会最高１７．６４％ 政治分野の共同参画法成立

3 本社来訪（１７日） 富山本社 就任あいさつ  川岸勇氏（砺波市議会議長） 川辺一彦氏（同副議長）

4 富山から立山が金賞 全国新酒鑑評会

15 地鳴り 新しい洗濯機わが家に来た  角栄一  ６６歳（砺波市）

15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り ツバメの巣 少なくなる  河合泰  ８４歳（砺波市）

22 首都圏キャンペーン継続 「県となみ野観光連盟」

22 夜高まつり魅力発信 来月１４、１５日開催  行燈ずらり、カレンダー 砺波会議所青年部

24 富山風雪賞 一隅を照らす４ 砺波地区寿野球連盟 健康と絆いつまでも

24 空き家対策早めに 砺波市・暮らし推進班  所有者や「予備軍」へ ハンドブック制作

27 事件・事故 脱衣場でかばん盗んだ疑い

北陸中日 5 発言 咲く花と新緑 春の盛り感じ 島田栄 ６９ 富山県砺波市

17 空き家の利活用法 冊子でアドバイス 砺波市が作成

読売 26 柔道 県ジュニア体重別選手権

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 初夏の花々 鮮やかに チューリップ四季彩館

朝日 21 ふるさと創生１億円の今 １９８０年代末 国が自治体に分配
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 １９日　土曜日
北日本 22 読者のひろば 拍手送りたい親友 砺波市 村中正敏（８７歳）

24 麦秋苑春季囲碁大会 大会結果

25 バッグなど革工芸品並ぶ 北日本新聞砺波支社カルチャー教室などの合同作品展

25 児童「いっぱい植えた」 砺波市庄南小学校の児童とJAとなみ野女性部

29 カレンダー完成 行燈色鮮やか 来月８、９日となみ夜高まつり

29 砺波駅前でPV 夜高振興会総会

30 会長に藤田さん（速星小） 県公立小中学校教頭会 副会長 廣瀬敬一（砺波市庄西中）

33 県内８地点 ３０度超える ４人熱中症搬送

富山 1 真夏日 水辺の涼 砺波市で３０．８度 今年最高

13 地鳴り 雨の中の田植え見かけびっくり 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

25 古民家、街並み捉え 小矢部で県協会写真展

読売 26 ひろば 愛くるしい芸達者（砺波市・向山晴夫５９） ほか

 ２０日　日曜日
北日本 15 １８チーム 対戦決まる 高円宮賜杯学童野球県大会

15 野球 砺波市中学交流大会 大会結果

19 都会住民泥だらけ 小矢部・砺波で田植え体験

19 まだら模様鮮やか 庄川山草会の「花と斑（ふ）入展」 道の駅庄川で始まった

19 ５部門に多彩な作品 市書道連盟展

25 高校将棋県大会 富山高専３連覇

富山 2 ２年連続Ｖ 県議会野球ク

6 地鳴り 風邪で寝込む でも感謝する 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

27 くらしの日記 暮らしの会 次回はぜひ 犀川寮明 ７０歳

28 田植え体験に歓声 砺波で６家族 オーナーツアー

29 「突き合わせ」決める 来月８、９日 となみ夜高 振興会が総会

34 第３６回富山風雪賞 贈呈式 ３氏１団体を顕彰

 ２１日　月曜日
北日本 7 広告 北日本新聞　となみ野バスツアー

16 北日本新聞　朝間野球　３チーム対戦決定 砺波市大会

16 県高校総体　２０日 サッカー　試合結果

16 県高校総体　２０日 ラグビー　試合結果

16 サッカー　高円宮杯県リーグ U－１５ 大会結果

16 バスケットボール　天皇杯・皇后杯全日本選手権県予選会 試合結果

16 ペタンク　砺波市協会春季大会 大会結果

17 １５種目で３２５人が汗 県障害者スポーツ陸上

17 ３会場で７７７人競う 県パークゴルフ選手権

18 読者のひろば 庭眺めて両親思う　砺波市　横川實（７５歳）

20 花でコンテナ彩る 砺波市花と緑と文化の財団のコンテナガーデンコンテスト

21 本格ＤＩＹ楽しんで 橘さん夫婦　空き家改築　貸し工房に

21 ヘラブナの釣果競う 南砺ふれあいヘラブナ釣り大会

21 空き家問題でアドバイス 実家を空き家にしない！終活・相続セミナー

25 豊かな森　未来につなげ　 全国植樹祭（昨年５月）記念しフェスタ　３０００人参加　願い込め植樹　太閤山ランド

26 力強い筆さばき披露 県女流書道展　出品者代表が揮毫

27 北日本川柳大会　椙沢さん（高岡）最優秀句賞 ジュニア大賞　柴さん（高岡定塚小２）

富山 3 平成のとやま 「焼肉酒家えびす」集団食中毒　２０１１（平成２３）年４月

7 地鳴り 「ぱしふぃっくびいなす」見学　黒田和也　４１歳（砺波市）

21 コンテナガーデン植え込み 第９回コンテナガーデンコンテスト

21 ＤＩＹの楽しさ伝え 砺波にスタジオ　空き家改修、プレオープン

21 一般は中島さん１位　南砺でヘラブナ釣り大会 第３０回南砺ふれあいヘラブナ釣り大会

22・23とやま清流マラソン成績（完走者）

25 豊かな森　次代につなぐ　植樹祭記念、射水で初のフェスタ ３千人が植栽、下草刈り

25 事件・事故 警官膝蹴りした疑い、逮捕

北陸中日 13 貸し工房で気軽に日曜大工 築９０年の空き家改装
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13 大物狙い　静かな熱戦 南砺でヘラブナ釣り大会

13 県高校総体ラグビーフットボール競技 試合結果

 ２２日　火曜日
北日本 3 介護保険料 月６０２８円 県平均 １市２組合で上昇

3 タマネギ栽培 利点学ぶ 産地広域化へ県研修会

17 剣道 全日本都道府県対抗女子優勝大会県選手選考会 大会結果

17 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

20 作品展の収益金を預託 北日本新聞砺波支社カルチャー教室 革工芸作品展の収益金の一部

20 ヘリコプター災害時活用 市と大和トランスポート 協定を締結

21 梅雨や台風に備える 庄川河川敷公園 工作物の搬出訓練

29 登坂・宮原「古里から力」 高岡でレスリング合同合宿

富山 13 コント 砺波・たぬき

24 災害時、ヘリ支援で協定 砺波市と大和トランスポート

24 ベンチ搬出、避難誘導 庄川河川敷 増水に備え訓練

29 富山県１７３１人不足 ２５年度の介護職員

北陸中日 28 介護保険料 月５８６９円 ６５歳以上平均 制度開始時の２倍超

読売 27 県内女性議員１割未満 ３市町村ゼロ 周囲の支援不可欠

 ２３日　水曜日
北日本 13 とやま 文芸散歩 春が来てもふわふわしない我となりダークカラーのチューリップ選る

13 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

16 ナイターソフト １２チームが対戦 砺波 来月１３日から熱戦

19 県内の事故情勢学ぶ アドバイザー研修会

20 火遊びしません 庄川の４保育所 幼年消防クラブ入隊

20 華やかミニ行燈 砺波の渡辺・山田さん製作 市役所に展示「夜高」盛り上げ

21 ざっくばらん 県花総合センター嘱託職員 坂井正之さん（砺波市・６５歳）

23 水力発電に理解深める 砺波工高 小牧ダムで校外学習

26 外国人不法就労 助長疑い 富山・長野県警 白馬村の男逮捕 砺波でも仲介か

富山 15 地鳴り 若い人たちの感性素晴らしい 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

22 園庭に野菜の苗を植える 砺波の保育園

23 となみ夜高へミニ行燈 来月８、９日 市役所に２基、ムード高め

23 創立６０周年祝い発展誓う 両砺食肉組合

23 新会長に金岡氏 県赤十字有功会

読売 28 よみうり文芸 俳句 砺波市 西能さとみ

28 富山の酒と食 砺波に集結 ２７日 バッカスとやま２０１８

 ２４日　木曜日
北日本 12 広告 北日本新聞　となみ野バスツアー

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

18 軟式野球 県生涯古希前期大会 大会結果

18 第２７回県民スポーツ・レクリエーション祭 大会結果

20 読者のひろば 人の縁の深さ 砺波市 上野亮平（７５歳）

22 夜高太鼓「よいやさー」 出町認定こども園 寄贈受け練習会

22 トッペ行燈 色鮮やか 庄川小４年制作 来月 観光祭で展示

22 会長に野原さん（井波彫刻） 県伝統工芸士会

22 パークゴルフ 柳瀬第５回交流大会 大会結果

23 おいしく育ってね 住民と野菜苗植え ちゅうりっぷ保育園

23 中野と太田 栴檀野と般若 ４幼稚園統合了承

23 政治の力が落ちている 砺波法人会 小幡准教授講演

27 名取川さんの墨彩画を展示 砺波 ギャラリーみかん堂

富山 15 地鳴り 思い浮かべるレンゲの花畑 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

19 すこやか育児 野澤幹子さん 砺波市林 長男 幹太ちゃん

19 くらしの日記 「暮らしの会」笑顔と感謝 柴田照子 ６９歳（砺波市鷹栖）

21 富山文芸 ５月賞 入選作品

24 中野幼稚園は太田に統合 来春めど 栴檀野は般若に
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24 手品を楽しみ高齢者と交流 砺波の太田こども園

25 トッペ行燈仕上げ 庄川小４年生・紫や赤塗り 来月、観光祭で展示

25 「夜高太鼓」に親しんで 砺波の振興会 こども園に３台寄贈

26 税制改正、簿記研修会を強化 砺波法人会総会

27 サッカーとラグビー熱戦 県高校総体 大会結果

27 第１０回全日本都道府県女子剣道優勝大会県選手選考会 大会結果

北陸中日 16 県伝統工芸士会 新会長に野原氏 新役員の皆さん

17 鮮やか お出迎え となみ夜高まつり ミニ行燈でＰＲ

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

朝日 21 女性候補者増 道険し ３市町村議会はゼロ

 ２５日　金曜日
北日本 10 第５７回 日本伝統工芸富山展きょう開幕 高岡市美術館 入賞・入選者

16 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 大会結果

16 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

17 読者のひろば 先輩としての自覚 砺波市 米道昌代（１３歳）

17 仲間と集う 最後の庄下小卒業生女子会＋２（砺波市 埜村豊寿）

21 火遊び・たき火 絶対しません 庄川で少年消防ク入隊式

21 地元園児と交流深める 太田地区のひまわりサロン

21 盛り上げへボード・のぼり ねんりんピック富山２０１８砺波市実行委員会の総会 事業計画を承認

26 会長に堂故氏 陸自富山駐屯地協力会

27 ストップ 特殊詐欺被害 砺波の６０代男性 ９９万９７１１円被害 市内不審電話も相次ぐ

富山 2 社説 １億円産地の新展開へ連携

2 県内全圏域に拡大 地域医療支援病院 済生会高岡、砺波総合を追加

22 餅つき交流楽しみに 砺波北部小５年生が田植え

24 Ｌアラート訓練で災害情報伝達確認 県と全市町村

25 ねんりんピックで大門素麺など提供 砺波市実行委

25 ２１の県新記録誕生 第１８回県障害者スポーツ大会陸上競技会 大会結果

北陸中日 14 私的 ほくりく百景 小矢部・稲葉山の上空 散居村や立山 雄大に

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

23 還付金詐欺１００万円被害 砺波市内の６０歳代男性

日本経済 33 北陸 きら星 ハクサン染工 消臭生地 高級志向へ転換

 ２６日　土曜日
北日本 5 となみ政経懇話会 ５月例会 講師 楽天副社長執行役員 山田善久氏

25 北陸オープンアマ予選 作田・丸山トップ 予選ラウンド通過者

26 仲間と集う マドカグループ（砺波市 黒田美紀子）

28 丹精込めた８０点並ぶ 砺波市盆草協会

29 花苗の植え付け楽しむ 砺波市東野尻公民館の寄せ植え講座

29 ５１品種１９０株バラ見頃 県花総合センター ３つのアーチ華やか

34 心癒やす美しさ 県水墨美術館「恋する日本画」展開幕

34 黄綬褒章の関谷さん祝う 高岡  新光硝子工業取締役工場長、関谷智宏さん（５６）の祝賀会

35 砺波で正面衝突し女性重傷 ２５日午前１１時３５分ごろ

富山 3 記者席 「居酒屋トーク」

4 ＣＫサンエツ 大阪に子会社 非鉄金属リサイクル

16 ６月イベント一覧 【２日】北部苑所長杯争奪親善やすごとゲートボール大会ほか

22 謙信襲来  北陸戦国ヒストリア１０ 萩原大輔  増山城奪うも束の間

29 地区を花いっぱいに 砺波・東野尻で寄せ植え講座

29 あす砺波でチェロ演奏会 となみ芸術文化友の会公開コンサート「チェロの調べ」

30 １１月に落ち葉拾い 県緑化造園土木協

31 スタジアムカップ争奪野球 ５２チームで熱戦  組み合わせ決まる

33 事件・事故 ダンプカーと衝突、女性重傷

読売 26 ひろば 自然の営みを体験（砺波市・伊藤満里子７２）ほか

朝日 28 全国ママさんバレーボール大会県予選 全国大会目指し熱戦  庄西クラブ

毎日 22 文化サロン 綺羅短歌の会５月歌会作品 山森和子 

 ２７日　日曜日
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北日本 3 青年局の政策コンテスト 松本さん（砺波）最優秀

3 県内１１ＪＡで総代会・総会 タマネギ販売７億円見込む となみ野

7 ニュースの今 とやま３０年 １９９９（平成１１）年 アピタ砺波店開店

17 県高校総体 大会結果

17 軟式野球 高松宮賜杯全日本大会１部県大会 大会結果

25 絵描き演奏練習 砺波 鷹栖 祭り準備 子ども団結 来月１、２日に夜高

25 健康や生きがい大切 中高年向けの「セカンドライフセミナー」開催

25 着物姿で井波・庄川巡り 海外客向け ７月商品化

25 カイニョの知識普及 砺波カイニョ倶楽部 総会開く

25 見守り活動充実を確認 砺波市民生委員児童委員協議会 総会開く

25 情感込めた朗読を披露 朗読と音楽を楽しむ「いこいのひととき」

25 障害者が丁寧に筆運ぶ 障害者の生活能力向上を目的にした書道教室

30 公園の緑化事業拡大 造園建設業協会県支部

富山 1 全国から砺波に集結 大型オートバイ３５０台 北陸で３２年ぶり 自動二輪交友会

24 唄と踊り華やかに 砺波で歌手 水田さんら

25 故郷で高齢者にヨガ 砺波・東別所 カナダで資格 希志子さん指導

26 １１農協が総代会 コメ、タマネギ強化 となみ野農協

26 タマネギ販売倍増狙う となみ野農協 ７億円目標 面積拡大、品質向上を

27 県高校総体 大会結果

27 県サッカーリーグ 大会結果

27 西川さんが優勝 庄下パークゴルフ愛好会競技大会第１回富山新聞社杯

29 深まる「オートバイ愛」 砺波で全国交友会

北陸中日 14 朗読と音楽で聴衆引き込む 砺波・ふみの会

15 堆肥舎の増設 総代会で決定 ＪＡとなみ野

15 砺波・横川さん １０３キロの部 優勝 東尋坊愛のマラニック

15 県民スポレク祭 ペタンク

 ２８日　月曜日
北日本 11 北日本文芸 歌壇 詩壇 俳壇 入選作品

17 県高校総体 ２７日 バスケットボール ラグビー 

19 グランフォンド富山２０１８ 初夏駆け抜ける 

22 増山城跡きれいに 栴檀野住民ら清掃活動

23 １３団体１３０人成果発表 となみ野芸能祭  民謡・歌謡舞踊…多彩に

23 庄川観光祭へ環境美化 砺波市民ごみゼロ運動

23 無事故運転者ら表彰 砺波市交通安全協会 総会

23 貯筋ポイント優秀者を表彰 砺波市庄川健康プラザの健康講座

23 クイズ交え吹奏楽 砺波高校吹奏楽部の定期演奏会

24 とやまいろいろ図鑑３７ 砺波郷土資料館 昭和の子育て① ツブラ 赤ちゃんを入れるかご

25 富山は酒も食も「おいしいね」 県内酒造２０社 砺波でイベント

富山 7 地鳴り まちの肉屋で注文をする  犀川寮明  ７０歳（砺波市）

7 地鳴り イ病に問題意識持ち行動する人  伊東悠太郎  ３１歳（富山市）

7 月曜川柳 乱反射 小竹律子（砺波）

19 来月の庄川観光祭盛り上げ 用水沿いにトッペ行燈  一本橋クラブが３０基設置

19 増山城跡美しく 砺波市栴檀野

19 ３世代で清掃に汗 草餅作って親睦  砺波市若林

19 優良運転者ら表彰 砺波市交通安全協会

19 ＡＢとも５分団Ｖ 第２８回砺波市太田地区球技大会パークゴルフ競技

20 砺波で「バッカスとやま」 地酒と食 魅力調和  ５千人、飲み比べ食べ比べ

21 県高校総体（２７日） ラグビー バスケットボール 

北陸中日 12 多彩な県内の酒 堪能 砺波でイベント

13 カーター記念黒部名水マラソン 女子 ３㌔小学②上野真由（砺波東部小学校）

13 県高校総合体育大会ラグビーフットボール競技 大会結果

読売 23 お酒やグルメ 富山の味満喫 「バッカスとやま」

朝日 22 じぶん流＠ＳＮＳ ユーチューバー はじめしゃちょーさん 「なう」言えない 人気よりやりがい

毎日 24 全日本クラブカップバレー９人制県予選 女子 大会結果
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 ２９日　火曜日
北日本 9 「マイナンバー」サイト 電子申請可能４２％ 全国自治体 富山は全１５市町村

17 県高校総体 ２８日 大会結果

17 軟式野球 高松宮賜杯全日本大会１部県大会 大会結果

17 サッカー 高円宮杯ＪＦＡＵ－１５県リーグ 大会結果

18 読者のひろば フレックスタイム 砺波市 川合潤一郎（６８歳）

20 屋敷林をきれいに カイニョお手入れ支援隊

20 三合新発電所が完成 砺波・庄東用水土地改良区 小水力１４０世帯分供給

21 国交大臣表彰の受賞 市長に報告 油田地区花と緑の推進協

22 とやまいろいろ図鑑３８ 砺波郷土資料館 昭和の子育て② オシメ・オシメカゴ 古いゆかたで作り替えも

25 １０人を表彰 県技能士会連合会

27 用水に前輪落ち重傷 砺波市太田の県道 谷口広美さん（６０）の軽乗用車

富山 3 イクボス企業同盟 加盟自治体は「西高東低」 西部は全６市、東部は２市町

7 マイナポータル活用４２％ 市区町村は、全体の４２％

21 わが町朝市夕市 砺波市

25 自転車で散居村走って ５台新規導入、案内表示整備 砺波市観光協、来月から 貸し出し事業拡充

25 みどりの愛護 大臣表彰を市長に報告 砺波・油田地区推進協

26 高齢者宅 カイニョ守れ 砺波・お手入れ支援隊 間伐、枝打ちに汗

26 小水力発電所 稼働祝う 砺波・庄東用水土地改良区

27 鶴丸が優勝 ６年男子５０キロ超級 第１５回全国小学生学年別柔道大会県大会

29 事件・事故 用水に脱輪、女性重傷

北陸中日 16 カイニョ手入れ 手伝い汗 砺波 高齢者宅に「支援隊」

読売 24 柔道 第１５回全国小学生学年別大会県大会 大会結果

24 黒部名水マラソン 各種目上位者 大会結果

朝日 24 ママさんバレー 椿ク、全国大会へ 新庄・庄西は北信越へ

 ３０日　水曜日
北日本 1 注目のニュース 県の学習漫画 誤り１６ヵ所

5 黄銅線など値上げ サンエツ金属 ７月から

11 レシピ手帳 新ジャガイモのポークビーンズ 総合カレッジＳＥＯ学校長・瀬尾和子

17 仲間と集う 元砺波市連合婦人会・なでしこ会（砺波市 近藤令子）

17 仲間と集う 中野仏教会花まつり（砺波市 埴山法雄）

17 仲間と集う 砺波登高会（南砺市 金田淑子）

17 仲間と集う 大窪いきいきサロン（砺波市 今田正勝）

20 レンタサイクル充実へ 砺波市観光協会

20 体内時計の特性学ぼう 来月２０日 健康セミナー

20 「火遊びしません！」 東般若幼年消防ク 入隊式で防火誓う

20 八尾和紙で繊細な切り絵 富山市の切り絵作家、山本征世さん（砺波市庄川地域出身）の作品展

20 議会日程 砺波市

21 夜高の迫力 間近で 桟敷席販売 飲食とセットも

21 ヒヤリマップで事故防止 砺波市交通安全母の会連合会

22 とやまいろいろ図鑑３９ 砺波郷土資料館 昭和の子育て③ ねんねこ丹前・ガメドンド  おんぶした子を包む

25 ７月小矢部で「空中カフェ」 こだわりスイーツ１４種  雄大な景色とどうぞ

25 河川美化で北陸コカ砺波工場表彰 富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会

26 日展副理事長 藤森さん（庄川出身）復帰

26 人事情報 第一編物、ＩＡＡＺＡＪホールディングス

27 ベトナム国籍の男３人に懲役求刑 昨年１２月 南砺、砺波両市のドラッグストア７店舗から窃盗

富山 4 黄銅線など値上げ サンエツ金属 

13 コント 砺波・越中之助

26 １０月にヒヤリマップ 砺波市交通安全母の会

26 民生委員児童委員活動周知を目標に 砺波で協議会総会

28 北陸コカ砺波を河川美化で表彰 国交省富山事務所

29 銅板で精緻な折り鶴 砺波の８３歳・石附さん 板金業生かし  公共施設に展示、評価高く

29 防火誓い園児が寸劇 砺波 東般若幼年消防の入隊式
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30 副理事長に藤森さん 武腰さんは理事再任 日展役員人事

31 事件・事故 窃盗の外国人３人に求刑

北陸中日 9 サンエツ金属 高岡に新工場 ２０～２１年めどに建設  線材１０％値上げへ

17 「木彫りのまち・井波」や庄川遊覧 ＫＩＭＯＮＯで巡る  南砺市観光協  訪日客プラン、７月試行

26 副理事長に藤森さんら 日展が役員人事を発表

読売 26 少年野球 となみ野リーグ

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 ゆるキャラＧＰに二の足 負担重く 自治体「不参加」

毎日 22 屋敷林守ろう 砺波 維持・管理ボランティア

 ３１日　木曜日
北日本 3 台北４便維持へ協議会 訪台の石井知事 中華航空社長と一致

3 県のトライアル発注 新たに９商品認定 認定数は延べ２０２社・２４４点

14 県内美術館・博物館の催し（５／３１～６／６） 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 郷土検定 第１３回 越中富山ふるさとチャレンジ

20 甲翔古希 初Ｖ 県生涯軟式野球古希前期 大会結果

20 始球式リレースタート 「１００回つなぐ始球式リレー」の出発式

20 北信越高校野球代表校の横顔 上 高岡商 ３投手がチームけん引

22 読者のひろば 巣立ちの日を待つ 砺波市 島田栄（６９歳）

24 書道４教室が合同作品展 日展会友の書家、小笠原重信さん（６２）＝金沢＝主宰

25 アルギットにら１億円超販売を ＪＡとなみ野 集荷開始

25 児童９３９人が７種目競う 砺波市小学校連合運動会

25 ふるさと納税パンフ一新 体験型返礼品を追加

25 移転新築の新図書館 来年１月に本格着工 定例記者会見で

25 かばんや花鉢 味わい深く 峯の会の「一閑張（いっかんばり）展」がギャラリーみかん堂で始まる

26 とやまいろいろ図鑑４０ 砺波郷土資料館 昭和の子育て④ 乳母車 戦前は高級品だった 

30 モダン建築巡る 県西部で本社バスツアー

富山 17 地鳴り 憧れの人は家族に包まれ 紫藤道子 ８３歳（砺波市）

17 地鳴り スペイン美術 心から堪能 北清俊一 ６１歳（砺波市）

23 すこやか育児 佐伯真純さん＝砺波市鷹栖 長男 昊環ちゃん

28 アルギットにら初出荷 ＪＡとなみ野 販売目標は１億１千万円

29 ふるさと納税 体験型返礼品を新設 砺波市長 蒸留所見学など３種類

29 上野さんが２種目制す 砺波市小学校連合運動会 大会結果

30 ９事業者に認定書 県のトライアル発注

30 児童に「ネットルール」を 県教委 モデル４校選定

北陸中日 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

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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