
　　　　　　　２０１６年（平成２８）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　日曜日
北日本 1 となみチューリップフェア ３万８０００人どっと

1 注目のニュース 春季高校野球８強決定

3 県ＯＢ首長東部少ない？ 副市長や助役明確な差

19 春季高校野球 砺波工5-3氷見

19 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

19 ソフトテニス　前田杯大会 大会結果

22 がんばってます　富山の職場 アルメックホンゴ　砺波市大辻

22 昨年８月開所市パークゴルフ場 砺波　来場１万人を達成　浅長さんに記念品

23 かれんに生けた山野草 砺波　総合カレッジＳＥＯ

23 金屋石採掘跡地緑化へ桜を植樹 砺波　語る会・となみＪＣ

23 障害者福祉向上へ宣言 砺波　砺波市身体障害者協会

23 砺波署管内少年警察ボランティア 新規委嘱者

27 砺波駅前チューリップアート 空中を滑降地上絵眺める　子供歌舞伎も上演

27 色とりどり花びら流し 砺波市の青年サークル・となみ元気道場

28 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市

31 立山県人ら４人遭難 ２人は真砂岳付近

富山 35 第８８回春季県高校野球大会第４日 砺波工5-3氷見

35 第１４回県中学生オープンソフトボール大会第２日 大会結果

35 中部日本卓球選手権カデットの部県予選 試合結果

36 砺波市パークゴルフ場 開場１２３日 １万人達成

37 砺波で「語る会」とＪＣ 金屋石採掘跡に緑を　エドヒガンザクラ苗木１６本を植栽

37 茶花風の山野草 砺波で展示会

38 砺波・チューリップフェア 総入場者数１５万６千人に

38 となみ野の散居村自然や祭り写す 砺波でフォト作品展

38 高円宮杯Ｕ18サッカー 試合結果

38 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 試合結果

41 地鳴り 名実ともに日本一と実感　東狐正雄　８８歳（入善町）

43 北アで４人遭難か 真砂岳、雄山 山岳警備隊が捜索

北陸中日 15 新聞わーくシート 砺波の春いろとりどり

17 砺波市Pゴルフ場入場者１万人超え 浅長さんに記念品

17 春季高校野球県大会 砺波工5-3氷見

17 中部日本卓球選手権カデットの部県予選会 試合結果

26 北アで遭難相次ぐ 砺波の会社員ら２人連絡取れず

読売 23 春の高校野球県大会 砺波工5-3氷見

23 登山者２人を捜索 北アルプス

25 第８８回春季県高校野球大会 砺波工5-3氷見

　　２日　月曜日
北日本 1 真砂岳２人依然不明 剱岳１人滑落連日の遭難

1 歴史都市華やぐ 高岡御車山祭

2 けさの人 となみ元気道場４代目代表　斉藤孝志さん

15 県高校春季大会　１日 ラグビー　３位決定戦　富山工67-5砺波工

15 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

15 ソフトボール　北信越壮年大会県大会 準決勝　エキスパート4-0砺波ク

15 ソフトボール　県中学生オープン大会 ⑥庄川　⑦庄西

15 バスケットボール　県一般男女選手権大会 試合結果

18 影絵ステージ人気 となみチューリップフェア会場の砺波市文化会館多目的ホールで

19 となみチューリップフェア 小中学生らパレード　吹奏楽の音色軽快

21 県内１０植物園 スタンプラリー始まる

24 イオンモール高岡 大規模増床を計画

富山 1 きょう２２ぺージ 砺波の男性依然不明

13 ハンカチノキ見頃 砺波・山本さん方

13 田植えで世代交流 砺波・太田
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13 中嶋瞳さん熱唱 氷見・プラファ

17 県高校春季大会（１日） ラグビー　３位決定戦　富山工67-5砺波工

17 砺波地区寿野球定期リーグ戦 オールド明星野球クラブ12-3オール庄川

18 県内植物園１０カ所でスタンプラリー開始 期間は１１月３０日まで

21 砺波の男性依然不明 真砂岳周辺の捜索中断

北陸中日 15 県中学オープンソフトボール大会 試合結果

27 悪天 剣岳４人救助要請 北ア遭難　雄山の２人無事確認

読売 25 春の立山「まだ冬」 北ア遭難　専門家「行動に余裕を」

　　３日　火曜日
北日本 1 砺波の男性ら２遺体 真砂岳遭難　富士ノ折立で発見　

13 春季県高校野球 きょう８強激突

15 こいのぼり忘れないよ 砺波・東野尻幼稚園来春統合　園児が最後の掲揚

15 リッセ市との交流末永く 砺波　オランダ訪問から中学生帰国「優しさに多く触れた」

17 地域おこし隊員に辞令 砺波　「地域おこし協力隊」

17 色紙や小品　チャリティー展 砺波　市美術協会きょうから　木工まつりに合わせ

17 ざっくばらん 砺波市観光協会観光振興課係長　開田健嗣さん

21 白梅植樹　友好さらに 砺波　台湾観光客１万人を記念

21 砺波チューリップ公園 ツツジも開花　華やか競演

23 支援の輪 砺波支社

25 生還の願い届かず 砺波の島さん宅　家族ら悲しみ深く

25 風車 富山駅自由通路に２日、フラワーカーペットがお目見え

富山 1 砺波の男性ら２人死亡 北ア遭難　兵庫の４人は救助

16 文芸喫茶 となみ野川柳会３月句会

20 こいのぼり交流招く 砺波・北部苑

21 水上さん、生徒が木版画 北陸銀高岡南中央支店

21 移住促進へ砺波を発信 千葉出身・野口さん　地域おこし協力隊員

21 中学生「貴重な体験」 砺波市役所で帰国報告会　姉妹都市・リッセ市使節団

22 総入場者数　２０万人突破 チューリップフェア　砺波・庄南小６年ボランティアに汗

22 台湾誘客１万人で植樹 夏野市長、台北駐大阪部長ら

22 チューリップで床彩る 富山駅で７千本使用

23 きょう８強激突 春季県高校野球

24 クールな装いでお仕事 県内自治会や企業で開始

25 地鳴り 髪の毛少ないも若気の至りで　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

27 山の猛威にぼうぜん 「帰り信じていたのに」島さんの仲間、祈り届かず

北陸中日 17 ムスリム安心して来場を チューリップフェア　礼拝室を設置

17 児童が真心おもてなし 会場で茶の接待や出迎え

17 台湾人誘客企画の１万人突破を祝う 園児が合唱

17 園児とお年寄り音楽通じて交流 砺波の福祉センター

31 北ア　遭難死相次ぐ 富士ノ折立で２人

読売 25 ５市町本庁舎耐震化まだ 震度６強以上で倒壊の危険

25 富士ノ折立で２遺体 北ア遭難　１人は砺波の６２歳

25 台湾観光客１万人突破記念で梅植樹 チューリップ四季彩館

29 北ア遭難　死者５人に 奥穂高で滑落、救助難航

朝日 22 北ア遭難　砺波の会社員死亡 「実力あったのに」　関係者最悪の事態に落胆

26 北アルプス　計５人遭難死 富士ノ折立山頂付近

毎日 26 北ア　さらに４人死亡 剱岳、奥穂高など１６人救助

産経 23 北ア　新たに４人遭難死 真砂岳では、富山県砺波市の会社員

　　４日　水曜日
北日本 1 県内暴風　ＧＷ直撃 ７人けが　鉄道・空の便混乱

1 チューリップフェア臨時閉園 イベント中止相次ぐ

5 社説　魚津市の台湾誘客 観光都市化への布石に

9 とやま文芸散歩 高島裕

10 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ－１８）リーグ 試合結果

10 軟式野球　砺波市民体育大会 ①砺波市役所　②ジゴロ野球ク

11 春季県高校野球　準々決勝 滑川５－４砺波工

14 わが家のアイドル 横山陸人ちゃん　２歳　砺波市中野

2 ページ



16 中学女子バレー開幕 県内外３０チーム　白熱したラリー

17 県産チューリップ　台湾にも咲かせよう 県花卉球根組合と砺波市　輸出目指し魅力ＰＲ

17 貴重な芸能文化堪能 砺波　五箇山民謡・子供歌舞伎に拍手

19 ろくろ使い手作り体感 庄川木工まつり　親子らペン立て製作

20 街頭で護憲訴え 富山など４地区

富山 1 県内強風　ＧＷ直撃 チューリップフェア　初の臨時休園

13 庄川挽物木地　技巧に触れ 木工まつり開幕　砺波・水記念公園

14 富山新聞社長杯ゴルフ 上野さん優勝　３位に有澤保さん

15 砺波市春季学童野球大会　第１日 出町　４強　砺波東部

15 高円宮杯Ｕ１８サッカー 県リーグ

15 デスク日誌 砺波市の魅力発信を

16 子供役者　チューリップフェアで熱演 出町子供歌舞伎　砺波で特別公演

18 危険断層　全国１００ヵ所 Ｍ７以上の可能性　富山など耐震化急務

19 ＧＷの嵐　行楽足止め 砺波でマツ折れる

北陸中日 13 ＧＷ後半　伝統味わう 丁寧　木工まつり

13 春季高校野球　県大会 ４強決定

25 県内強風　交通に乱れ チューリップフェアも臨時休園

読売 19 強風で鉄道など乱れ 砺波市五郎丸で２７．６メートル

19 ４強決まる 春の高校野球県大会 準々決勝　砺波工４－５滑川

毎日 20 第８８回県高校春季大会兼第１３４回北信越地区大会県予選 準々決勝　砺波工４－５滑川

　　５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モッコウバラなど　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 グラウンド・ゴルフ交流大会 砺波　小川さん（新潟）総合優勝

21 １６チーム決勝Ｔへ 氷見ふれあいカップ中学女子交流大会

23 緑に親しみクイズラリー 砺波　頼成の森で集い

25 米国の奏者ゲストに小矢部でジャズ公演 砺波拠点のオーケストラ

28 富士ノ折立の２遺体 残り１人は千葉の男性

29 ロボット農機導入着々 県内　走行・田植え自動処理

29 地鉄立山線路盤崩れる 県内各地強風被害

富山 23 小川さん（新潟）総合優勝 第２０回チューリップの里グラウンド・ゴルフ交流大会

23 親子で里山散策 砺波青少年自然の家

26 となみチューリップフェア 強風被害なく笑顔満開

26 「みどりの日」にぎわう 林内散策や花壇づくり　砺波・頼成の森

27 地鳴り 雨の日は温泉に限る　犀川寮明　６８歳（砺波市）

29 身元不明の１人は千葉の会社役員 北ア遭難で上市署

北陸中日 1 咲き誇る「ハート」 チューリップフェア

13 自然や民俗題材力作の５０点並ぶ 散居村フォトコン

14 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 北ア遭難死男性　千葉の会社役員 死因は低体温症か

　　６日　金曜日
新聞休刊日

　　７日　土曜日
北日本 3 ＪＲ城端・氷見線　沿線４市長 直通化　県に協力要請

13 ラグビー　全国高校７人制大会県予選 試合結果

13 サッカー　高円宮杯Ｕ－１８県リーグ 砺波７－１氷見　砺波工６－０富山北部

13 陸上　県中学校体育連盟記録会 女子８００メートル③山本佳奈（庄西）

26 児童やお年寄り　苗植えで交流 砺波　太田公民館

26 元気に最後の田植え 砺波　東野尻幼稚園児

26 子どもら白象引く 砺波　中野仏教会

27 現場での連携を強化 砺波地域・高岡消防本部　所管エリア越え訓練

27 親子でそば打ち体験 砺波　県砺波青少年自然の家

27 受講生が木彫りの力作 砺波　本社砺波支社カルチャー教室　１５周年記念で作品展

30 となみチューリップフェア入場者数 目標超え３１万１０００人
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30 「砺波の実力感じた」 夏野市長が来社

31 自治体職員１３００人応援 熊本地震　砺波市は保健師派遣

31 支援の輪 砺波支社

富山 26 ３世代交流田植え 砺波・東野尻

27 陶器の曳山３基制作 砺波・出町子供歌舞伎　射水の長田さん「文化継承に一役」

27 消火や救助合同で訓練 砺波消防署

29 高円宮杯Ｕ１８サッカー 砺波７－１氷見　砺波工６－０富山北部

29 アシックスカップ２０１６第３回全国高校７人制ラグビー大会県予選 試合結果

29 県中体連陸上記録会 女子８００メートル③山本（庄西）

30 ３２０歳目指せ記念走破 ７９～８１歳の４人　９日から東北ツーリング

30 チューリップフェア 総入場者３１万１千人

30 「７０回へ満足度向上を」 夏野市長　フェア終了で来社

30 水道管調査で派遣 日本下水道管路管理業協県部会

30 あす保健師ら派遣 富山県と砺波市の保健師１人、県職員１人

北陸中日 17 高校生が盛り上げた！ チューリップフェアブース出展や演奏会

読売 27 外国人客最多１万人 となみチューリップフェア

27 大人も子供も田植えに挑戦 砺波　東野尻幼稚園

　　８日　日曜日
北日本 18 わが家のアイドル 山田葵大（やまだ　あおと）ちゃん　砺波市庄川町青島

18 読者のひろば わが庭に花咲く　砺波市　横川實（造園業　７３歳）

21 吹奏楽技術学ぶ 砺波　小中高生対象に講座

24 とやまｗｅｂｕｎランキング　４月３０日～５月６日 ⑥遺体は砺波の会社員　立山連峰遭難（２日）

北陸中日 5 伝言 山中毅さんを「夢の系譜」に　上野亮平　73　富山県砺波市

　　９日　月曜日
北日本 12 卓球　全日本クラブ選手権県予選会 大会結果

15 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

15 バスケットボール　県一般男女選手権 大会結果

15 グラウンドゴルフ　 砺波市鷹栖グラウンド・ゴルフクラブ月例会

21 新鮮な山の幸並ぶ 砺波  別所の郷 山菜まつり

21 音頭さん母の日に１００歳 砺波　砺波市太田の音頭利子さん

26 散居 幻想浮かぶ 砺波

富山 1 砺波平野 散居村 あかね色

15 新鮮な山菜たっぷり 砺波・別所のまつり　県立大生が協力

15 砺波・出町スポーツクラブ 増山城跡歩き　地元史を学ぶ

21 地鳴り 経済の完全な予測は不可能　藤井昭通　４３歳（砺波市・会社員）

21 〃 米を食べてもらう工夫を　犀川寮明　６８歳（砺波市）

北陸中日 19 耕作放棄地で栽培取れたて山菜販売 砺波でまつり

　１０日　火曜日
北日本 3 ふるさと納税２．６倍増 １５年度県内１５市町村　返礼品を導入・拡充

25 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

25 被災地派遣の６人医療支援必要と報告 砺波総合病院

25 高岡の用水に砺波の女性遺体 ９日午後４時ごろ、高岡市京田の用水

富山 19 くらしの日記 自家製の梅干し　柴田照子　６７歳（砺波市鷹栖）

22 砺波東部小５年が田植え 県砺波農林振興センター職員が指導

22 砺波工高の１２人委嘱 サイクル安全リーダーに

24 県ジュニア柔道体重別選手権 男子５５㌔級①加藤幸宗（砺波工高）

24 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 試合結果

24 全日本クラブ卓球選手権県予選 試合結果

24 ８月の県総合防災訓練に参加 砺波市防災士連協

26 総合病院の救護班熊本での活動報告 砺波市役所

27 地鳴り 炊飯器が故障コンビニ弁当に　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

28 高岡の用水に女性遺体 女性は砺波市の４０代

北陸中日 17 昭和１５年の稲作再現しＤＶＤに 砺波郷土資料館「手作業、後世に伝える」

17 熊本被災地で活動医療救護班が報告 市立砺波総合病院

17 ファイル１１０番 用水に女性遺体

　１１日　水曜日
北日本 20 あぶらでん保育園着工 砺波　子育て支援センター併設
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21 議長に今藤氏 副は島崎氏 砺波　臨時砺波市議会

21 会長に山森氏 砺波市議会の自民会

27 新幹線効果スマホも証明 位置情報で分析

27 風車 砺波市の庄川健康プラザ

富山 21 認知症の展示や相談会 砺波総合病院「看護の日」企画

21 市町村議会（１０日）　砺波市 議長に今藤氏、副・島崎氏

21 初の民営化保育園起工 砺波・三郎丸　支援センター併設

21 砺波で新蔵一座公演 砺波市福祉センター苗加苑で

25 全日本クラブ卓球選手権県予選 試合結果

25 中部日本卓球選手権（ジュニア）県予選 試合結果

27 地鳴り 愛情や手間暇かけて育てる　藤井昭通　４３歳（砺波市）

北陸中日 18 新議長に今藤氏 副議長は島崎氏 砺波市議会

19 「看護の日」を前に認知症や健康相談 砺波総合病院

読売 32 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　西能さとみ

32 〃 俳句　砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

32 〃 川柳【秀逸】砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ

32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　１２日　木曜日
北日本 3 来年６月議会から一問一答方式導入 砺波正副議長来社

16 花通信 県花総合センターのキソケイなど　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

20 読者のひろば 食べること楽しみ　砺波市　唐島美鶴（無職　３８歳）

23 成婚カップル初誕生へ 砺波・婚活支援組織「となみおせっ会」　中西さん嶋倉さんを祝福

23 古布リメーク２０００点紹介 砺波　表町のギャラリーみかん堂で

23 認知症への理解深めて 砺波　砺波総合病院でパネル展示

26 県芸文協理事会　役員人事を内定 参議＝安念千重子（音楽）

27 砺波・出町中合唱部 ハンガリーのコンクール７月出場へ練習励む

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 27 砺波の婚活支援事業３年 「おせっ会」成婚第１号

27 新鮮野菜ずらり 砺波・栴檀野　直売所、今季営業始まる

30 看護職員等からの体験談 受賞作品発表 最優秀賞　市立砺波総合病院　吉岡和恵

31 一問一答方式質疑に採用 砺波市議会正副議長が来社

32 県芸文協　１１月にこどもフェス 参議　安念千重子

北陸中日 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

30 ＧＷ県内に８１万人 昨年より減　悪天候の影響も

　１３日　金曜日
北日本 23 庄川の河川敷清掃 砺波　となみセントラルライオンズクラブと連合富山砺波地域協議会、市体育協会、砺波署、市から計５０人が参加

23 ２ＬＣが車いす寄贈 砺波市社会福祉協議会に

23 チューリップとアジサイ〝競演〟 砺波　四季彩館

23 県ゆかりの映画学ぶ 砺波　市民大学が開講

23 県総合訓練に協力 砺波　市防災士連絡協

26 県高校教頭会 副会長＝尾崎秀一（砺波）

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 23 初夏の趣 砺波・チューリップ四季彩館　季節展示

24 「市民の目線で議論」 砺波市議会正副議長が来社

24 県高校教頭会 副会長　尾崎秀一（砺波）

26 県民一丸で清掃奉仕 となみセントラルＬＣ　庄川河川敷さっぱり

　１４日　土曜日
北日本 24 北日本新聞朝間野球　１３日 砺波信用金庫2-13福光レンジャーズ

31 会長に藤井氏 県高校文化連盟

32 薬物乱用防止へ２０万円を寄付 ＬＣチャリティーゴルフ

35 大学院修了の２人が作品展 砺波　砺波市庄川町示野のギャラリー無量で

37 熊本地震「息の長い支援を」 吉田さん（熊本県企画課長　南砺出身）呼び掛け

37 支援の輪 砺波支社

37 オートバイの男性転倒し重傷 １３日午後４時３５分ごろ、砺波市苗加の県道で

富山 1 海山里を守る知恵　下 屋敷林　平野全体の公共財産
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24･25 とやま清流マラソン出場者 男子・女子

28 山菜＋エゴマうどん 砺波・道の駅庄川、あす販売

28 空き家回避　集いの場に 砺波の山間部　井栗谷の元骨董品店　庄川美術愛好会ギャラリー開設

29 統合協議参加を確認 砺波たばこ販売協同組合

29 齋藤さん無差別優勝 第１２回砺波市老人クラブ連合会囲碁大会

30 ヨガの魅力に触れる 富山新聞文化センター　となみ・ラモーダ

30 新会長に藤井氏 県高文連理事会

33 事件・事故 バイク転倒、大学生重傷

33 地鳴り エダマメ作り孫に教える　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

読売 28 テニス 県春季ジュニア選手権兼北信越ジュニア選手権県予選

朝日 22 ベルマークだより 砺波市　般若幼稚園、砺波東部小

　１５日　日曜日
北日本 １８～19 あしたにつなぐ２０１６　北日本新聞環境キャンペーン特集 となみ夢の平散居村展望台から

32 看護より身近に 高岡市民病院が体験会

33 来月10、11日となみ夜高まつり 太鼓ばちさばきに磨き

33 城端線 砺波・東野尻・油田駅ホーム彩り豊かに 砺波　住民ら花壇植え替え

33 お年寄りと苗植え 砺波　中野幼稚園児

33 砺波市老人クラブ連合会囲碁大会 大会結果

富山 13～14 Ｇ７富山環境大臣会合 県民に聞きました

33 蔵祭りで城端線増車 ２８日の４便　もりあげ隊要請　３駅に花植え

33 新鮮、割安な山菜人気 砺波・道の駅庄川でまつり

33 本の帯で豆本づくり 砺波市美術館　荒井さんが指導

北陸中日 19 思う通りに創作活動を 砺波 荒井さん（絵本作家）図画工作教室

19 城端線もりあげ隊３駅の美化に励む 砺波

20 富山石川作家展美の波動感じて 小矢部で２２日まで

読売 32 ものの形「ひとつ」じゃない 砺波　荒井良二さん創作教室

　１６日　月曜日
北日本 7 ２０１６高校生万葉短歌バトル 気鋭の歌人も期待

20 読者のひろば 子供役者に感銘　砺波市　別所武（無職　７７歳）

23 増山城跡の清水修繕 砺波　金屋石の手水鉢設置

23 写真お見合い会など本年度計画決める 砺波　となみおせっ会

23 ヘラブナの釣果競う 井口で大会３５０人参加

23 稽古の成果披露 砺波　となみ野芸術祭

23 天地人書き写し 北日本新聞砺波支社

富山 16 砺波・増山城跡 庄川・金屋石製を設置 清水に手水鉢を整備

16 浅長、石附さん優勝 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ春季選手権

16 中木、今井さん栄冠 砺波市柳瀬地区グラウンドゴルフ前期大会

19 新緑まぶしい城内疾走 金沢城リレーマラソン過去最多８００チーム

23 事件・事故 洗濯用洗剤盗んだ疑い

23 地鳴り 京都を訪れ驚いたこと　角栄一　６４歳（砺波市）

北陸中日 18 砺波・増山城跡 「又兵衛清水」元通りに

　１７日　火曜日
北日本 16 読者のひろば 興味尽きない城跡　砺波市　高倉光代（公務員　５７歳）

19 砺波・五鹿屋幼稚園が来春統合 田んぼにお絵描き　最後の図柄「くまモン」

19 ざっくばらん 砺波市花と緑と文化の財団臨時職員　瀬川公司さん（砺波市・３５歳）

19 好みの花植えコンテスト 砺波　県花総合センター

23 愛鳥ポスター入賞９人表彰 県庁

25 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

25 砺波の４０代女性の死因は水死か 高岡署

富山 21 砺波・五鹿屋幼稚園たんぼにおえかき 園統合で最後、園児ら田植え

23 カフェでマジック指導 となみ・ラモーダ

23 第１６回県障害者スポーツ大会陸上競技会 増田、堀田さん全国新記録を樹立

27 事件・事故 高岡の女性遺体、死因は水死

27 地鳴り 自信持ってもっとＰＲを　別所武　７７歳（砺波市）

北陸中日 17 ファイル１１０番 用水遺体の女性は溺死

17 「たんぼにおえかき」砺波で園児田植え くまモン楽しみ
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　１８日　水曜日
北日本 11 くらし川柳 砺波市　島倉京子

18 読者のひろば 「三ずの川」渡る　砺波市　石川祐惠（無職　６８歳）

21 砺波商議所青年部 夜高まつり切手でＰＲ　おかき・Ｔシャツも製作

21 認知症カフェ開設 砺波　ものがたり診療所太田　交流し悩み共有

21 ロビー展 北陸銀行戸出支店

26 １０月に県高文祭「らいちょう」発行 県高校新聞研究会

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 23 コシヒカリを田植え 砺波・出町小５年

23 夏野市長に報告　砺波会議所青年部が独自グッズ となみ夜高まつり来月１０、１１日　市役所玄関にミニ行燈

23 砺波２カ所目認知症カフェ ものがたり診療所太田

27 地鳴り 亡き住職が褒めた書　亀岡綾子　８７歳（砺波市）

28 県水墨美術館 魅力新た「培広庵」の１３点

北陸中日 17 となみ夜高まつり盛り上げろ 精巧ミニあんどん 市役所入り口に展示

読売 28 よみうり文芸 川柳【秀逸】砺波市　和里柳蛙

　１９日　木曜日
北日本 15 続越中エル・ドラド（黄金郷）　ふるさと人物列伝 小牧ダム、富山大橋など建設　加藤金次郎　1884～1966

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 ３６年高工機会（砺波市　小西武夫）

25 砺波の女声合唱団「コール麗」 市文化会館で２９日演奏会 出町小児童と共演

25 住民と交流深める 砺波　庄川小５年生

25 砺波食品衛生協会 功労者５人表彰

富山 29 砺波市の公共施設 今後の維持更新費用 ３０年間で１１５６億円　白書まとめる年度内に管理計画

29 ５人と１０施設表彰 砺波食品衛生協会

30 となみ・ラモーダ 美しい文字のこつ学ぶ

31 第７回県セブンズ杯ラグビー リーグ戦　②砺波ＲＦＣ

31 第２５回県民スポーツ・レクリエーション祭 バウンドテニス、ママさんバレーボール、ペタンク、カローリング

北陸中日 11 平和の俳句 砺波市　藤井健治

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 28 県内の懐かしい風景３８点 富山　写真家・高橋さんが撮影

29 業務継続計画９市未策定 庁舎全半壊想定

　２０日　金曜日
北日本 1 元えびす社長ら不起訴 集団食中毒富山地検「発生の予見困難」

16 軟式野球　県生涯古希前期大会 ２回戦　高岡古希８－７砺波アルテン・エイト

21 第５５回日本伝統工芸富山展　きょう開幕 入賞・入選者　高岡市長賞　荒木寛二さん（木工竹、砺波）ほか

26 ハイスクールプレス　 砺工新聞　特色生かした作品展示

30 交通安全に尽力　３団体など表彰 県管理者協

32 えびす食中毒不起訴 「気持ちのやり場ない」　遺族落胆　訴え届かず

富山 1 元社長ら２人不起訴 えびす食中毒　富山地検「過失認定できず」

21 避難手引を共同作成 砺波庄川左岸３地区　水害対応課題

21 天王地さんＶ 第１６回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

23 「地球のステージ」準備着々 ７月１０日に南砺で開催

25 地鳴り 県の呼び掛け何だったのか　犀川寮明　６８歳（砺波市）

25 〃 ユズの収穫　秋が楽しみ　浦外喜夫　６７歳（砺波市）

25 〃 孫の宮参り　健やかにね　西川良子　６３歳（砺波市）

27 「検察、何のため」 えびす不起訴　遺族、不満あらわ

北陸中日 1 えびす元社長ら不起訴 富山地検「食中毒予見できず」

31 遺族「どこに責任が」 えびす不起訴　怒り、やり場なく

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

30 アジサイ、チューリップ競演 砺波の「四季彩館」

31 元社長ら２人不起訴 ユッケ食中毒　回避困難

33 ユッケ食中毒事件　不起訴 ２０１１年、富山、福井両県で５人が死亡

朝日 27 ユッケ食中毒不起訴 遺族ら「信じられぬ」

32 ユッケ食中毒不起訴 富山地検　元社長ら、嫌疑不十分

産経 28 「食中毒予見できず」えびす元社長不起訴 富山地検
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　２１日　土曜日
北日本 28 会長に清澤さん 砺波　市ボランティア連絡協

29 新聞使っておしゃれ帽 砺波　市美術館 児童造形に取り組む

34 文化活動の拠点に 富山市本丸亭 関係者ら完成祝う

34 職人育成事業の実施など決める 県技能士会連合会総会

34 記者ぶろぐ 本場に匹敵する価値

35 暴行と器物損壊の疑いで砺波の男逮捕 砺波署

富山 24 火遊びしません 砺波・庄川小

25 児童、おしゃれな帽子 砺波市美術館で作る

25 防犯全力 砺波・南般若で新車両

25 親子、サツマイモ植える 砺波市教委の親子ふれあい塾

25 新会長に清澤さん 砺波市ボランティア連絡協議会

29 事件・事故 暴行と器物損壊の疑い

北陸中日 19 サツマイモの苗植え幼児と母親ら楽しむ 砺波・旧金岡家住宅

19 美術への感性を育む 子どもの造形アトリエ砺波で始まる

毎日 24 食中毒不起訴 地検 予見可能性を否定

　２２日　日曜日
北日本 3 運動要綱決める 自民砺波市連

16 県高校総体 サッカー

16 第１９回チューリップカップバスケットボール大会 県内外の中学生１８チームが熱戦

18 読者のひろば ロボツト農機期待　広島県　大森優（通信大学生　３９歳）

21 丹精込めた山野草並ぶ 砺波　庄川山野草会と砺波盆草会

21 ヘリオス来場者を案内 ボランティア育成へ講座

21 会員が力作発表 砺波　市書道連盟展

21 安全守るパトロール隊出発 砺波　南般若地区自治振興会

26 高校将棋県大会 富山高専（本郷）団体Ｖ

富山 22 親子がピザ作り 県砺波青少年自然の家の「親子のきずなプログラム初夏編」

23 保育の質向上へ研修 砺波市文化会館

23 晴天　田植え元気に 砺波　愛知、京都から１８人

23 石倉、島田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

25 ４チームを招待 砺波で交流試合 砺波市中学野球交流大会

25 ２０１６中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権県予選 女子単　③長山（砺波市ＴＡ）

27 県高校総体 サッカー

北陸中日 19 砺波市中学野球交流大会 大会結果

20 現場から 花開け 砺波の誘客　特産チューリップ海外売り込み

　２３日　月曜日
北日本 10 とやま文芸散歩　日影康子 庄川町から津沢を通り小矢部まで加越線が通っていた

16 野球　砺波市中学交流大会 試合結果

16 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ 試合結果

16 テニス　中牟田杯全国選抜ジュニア選手権県予選 試合結果

16 バスケットボール　チューリップカップ大会 大会結果

17 県高校総体 サッカー、ラグビー

17 グラウンドゴルフ油田地区通年コンペ大会 大会結果

18 ペタンク 砺波市協会春季大会

20 わが家のアイドル 永井寿々（ながい　すず）ちゃん　砺波市五郎丸

22 「突き合わせ」へ台新しく 砺波　新栄町夜高保存会

23 プロのＯＢ迎え演奏 砺波　砺波高校吹奏楽部

23 棟方デザインの外装６３点 砺波市表町のギャラリーみかん堂で

26 県ジュニア将棋名人戦 中村君（低学年）大田君（高学年）Ｖ

26 差別解消法に理解 となみ野家族会総会

27 庄川町の畑で枯れ草焼く ２２日午後２時１０分ごろ、砺波市庄川町金屋の麦畑で

富山 18 となみ夜高　来月１０、１１日 新栄町が大行燈新調　町５０周年、保存会４０周年

18 ２、６分団Ｖ 第２４回太田地区球技大会ビーチボール競技

18 ＴＩフレッシュ優勝 栴檀野親睦ゲートボール大会

19 となみ野家族会が総会 ２２日、砺波市中央町のワークハウスとなみ野で

19 ロビー展 滝場由夫さん夜高あんどん模型

19 〃 高波チューリップまつりフォトコンテスト
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21 夏に立山でスギ見学 砺波カイニョ倶楽部が総会

23 県高校総体 サッカー、ラグビー

23 砺波地区寿野球定期リーグ戦 井波オールエース9-6砺波エバーヤンガーズ

25 事件・事故 砺波、あぜ道の枯れ草燃える

北陸中日 15 県社会人ラグビーリーグ戦 第一節　砺波ＲＦＣ52-0富山ＲＦＣバーバリアンズ

読売 29 車いすバスケ宮島選手内定 リオ　砺波出身、３大会連続出場へ

29 となみ野少年野球 小矢部で開会式

毎日 22 砺波倶楽部３２年ぶりＶ 全日本クラブカップバレー　９人制・県予選

　２４日　火曜日
北日本 16 読者のひろば 気が晴れる日願う　砺波市　横井君子（主婦　７３歳）

25 ハンガリー合唱コンクール　「感動与えたい」　砺波市役所　出町中合唱部が決意

25 議員報酬増額要望へ 砺波市議会あす市長に

富山 1 第３４回富山風雪賞 新藤正夫氏（８３）砺波散居村地域研究所名誉所長

23 わが町朝市夕市 砺波市

24 バラ５１品種、見頃 砺波・県花総合センター

25 年長児、防火誓う　幼年消防クラブ入隊式 庄川・４保育所

読売 28 車いすバスケ宮島選手 「リオ６位以上へ経験生かす」

28 熊本地震救援募金 砺波市

　２５日　水曜日
北日本 1 じりじり真夏の日差し 富山３２度・砺波３１度

3 ＪＲ城端線・氷見線 直通化を県も応援

5 会長に北川氏 県商店街振興組合連

5 砺波市杉木に新店 クスリのアオキきょう開店

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

15 ペタンク　砺波市交通安全協会東野尻支部競技大会 大会結果

19 砺波・庄川小４年生 「トッペ行燈」作ったよ　来月の観光祭で披露

19 ダイレクトメール活用し特産品ＰＲ 砺波　市観光協会総会

19 魅力ある企業地方で育成を 砺波法人会　伊藤さん講演

19 公園の玄関口きれいに 砺波　柳瀬地区住民

19 ３世代で農業体験 砺波　若林地区住民

19 ７月にタテヤマスギ見学会 砺波　砺波カイニョ倶楽部

25 砺波の国道でクマ目撃 ２４日午後３時４０分ごろ、砺波市正権寺の国道３５９号で

富山 4 砺波、かほくできょう開業 クスリのアオキ

22 事業計画や役員選任 伊藤氏が記念講演 砺波法人会総会

22 となみ・ラモーダ カフェで英会話学ぶ

23 創校５０年祝うトッペ行燈 庄川小児童が完成

24 一隅を照らす　・１・ 富山風雪賞　新藤正夫氏　砺波散村地域研究所名誉所長

26 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 19 トッペ行燈よいやさー 庄川小児童が制作、完成

読売 34 よみうり文芸 短歌　砺波市　林田禮子

34 〃 俳句　砺波市　西能さとみ、源通ゆきみ

　２６日　木曜日
北日本 3 議員報酬「７万６０００円増を」 砺波市議会 市長「諮問は白紙」

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

20 読者のひろば 領土棚上げに懸念　砺波市　上野亮平（無職　７３歳）

22 多彩なバラ見頃 砺波　県花総合センター

22 １２月に歳末慰問 砺波　砺波市民生委員児童委員協議会

23 園児が防火誓い 砺波　幼年消防クラブの合同入隊式が青島保育所で

24 とやまニュースのツボ　ふるさと納税 被災地支援に有効活用

富山 25 富山文芸　５月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

25 〃 柳壇　近江あきら選　佳作　砺波市表町　源通ゆきみ

　 27 引き上げの諮問要請 議員報酬　砺波市議会が市長に

27 共同受注事業など決定 砺波魚商業協同組合

28 １００周年に向け県民児協と連携 砺波市民児協

31 事件・事故 砺波で雑草焼く

北陸中日 19 ネットやＳＮＳ適切に 砺波高で利用法教室
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19 ファイル１１０番 河川敷など焼く

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 俳壇　井村和子選　三席　砺波市　源通ゆきみ

22 〃 俳壇　松本松魚選　佳作　砺波市　源通ゆきみ

読売 28 ソフトボール　 第２９回県小学生春季大会

　 28 バレーボール 全日本９人制クラブカップ男女選手権県予選

29 砺波市議会も増額申し入れ 市長「諮問は白紙で考える」

朝日 24 市議会報酬増 相次ぐ動き 砺波市議長らが２０％増諮問要請

25 第４７回全国ママさんバレーボール大会県予選大会 庄西クラブ

　２７日　金曜日
北日本 13 ゲートボールで親睦 県身体障害者福祉協

23 足湯開設１周年祝う 庄川泉源　会社設立２５周年も

23 小学生が７種目に挑戦 砺波　砺波市小学校連合運動会

24 教えてしごと　 ボランティアコーディネーター　畑幸子さん

29 富山・船峅小　熱中症　児童１１人搬送 真夏日　運動会の練習中

富山 3 議員報酬　引き上げの動き 県内自治体　富山１０万円増　高岡、砺波も検討

21 遮光へゴーヤー植える 庄川小、関電エネルギー教室

21 記録目指して 砺波　砺波市小学校連合運動会

21 砺波・前山地区が受賞報告 「とやま森の祭典」の県育樹活動コンクール

22 足湯開設１周年祝う 庄川泉源　式典で会社２５周年も

23 となみ・ラモーダ カフェでパステル画

23 ６２チーム熱戦展開 スタジアムカップ争奪野球大会

25 地鳴り 風に負けずに大きく育って　小倉慶子　７１歳（砺波市）

25 〃 来年は家族全員で田植え　犀川寮明　６８歳（砺波市）

北陸中日 18 ドクターヘリ　思わぬ敵 昨冬　５病院融雪なし　搬送変更も

18 砺波平野の散居村　冊子第２版を発行 地域研「入門書に」

19 足湯ほっこり１周年 庄川温泉、３６００人超利用

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　２８日　土曜日
北日本 7 となみ政経懇話会　５月例会 社員に夢・理念を示せ　越智氏（タビオ会長）が講演

19 北日本文芸 歌壇　人　砺波市　小林圭子、佳作　砺波市　坪本幸世、入選　砺波市　堀田節子、山森和子、吉田晃子

19 〃 俳壇　天　砺波市　小野田裕司、佳作　砺波市　廣橋玉枝、藤井哲尾、廣橋幸子、源通ゆきみ、今井久美子

29 サツキ・山野草並べ準備 砺波　砺波市盆栽協会

29 砺波地域消防組合議会 南砺消防署のポンプ車更新

33 となみ駅前商店街 空き店舗前に出店　「テンバラショップ」にぎわい創出へ

35 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 26 ６月イベント ５日　砺波市レディースソフトボール大会　他

29 ポンプ車の取得可決 砺波地域消防組合議会

29 新蔵一座、砺波で公演 砺波市社会福祉庄東センターで

29 砺波署協議会が意見交換 深松篤夫会長らが署幹部と

29 団体は青島Ａ優勝 第１２回砺波市老人クラブ連合会パットゴルフ大会

30 となみ・ラモーダ クラフト雑貨作り方を学ぶ

31 デスク日誌 責任追及は終了したが

34 伊東院長（砺波総合病院）きょう出演 富山新聞社提供ふるさとを拓く

北陸中日 19 高齢者講習会予約状況を掲載します 運転免許更新時７０歳以上が対象

　２９日　日曜日
北日本 18 県高校総体 バスケットボール、サッカー

20 新日本書道・書友会北陸展 砺波　軸やびょうぶ多彩な書２８０点

20 読者のひろば 細やかな気遣い　砺波市　畑中誠治（団体職員　７１歳）

22 がんばってます　富山の職場 砺波ロイヤルホテル　砺波市安川

22 蔵見学や利き酒楽しむ 砺波　若鶴蔵祭り　城端線利用者に割引券

22 観光祭で土産品販売所臨時開設 砺波　来月４、５日

23 多彩な花で造形 南砺　フェスきょうまで

25 「アルギットにら」初出荷 ＪＡとなみ野今シーズン分　来年１億円突破を

25 県内１１ＪＡで総代会・総会 となみ野

25 サツマイモで農地再生 砺波　砺波地区農業青年協　２品種５００本植える

33 県内出生率　２１年ぶり高水準も目標遠く 保育サービス拡充を
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富山 24 交通安全運動を推進 砺波市交通安全協会の総会

25 遊休地にサツマイモ 砺波地区農業青年協

25 ４、５日の庄川観光祭 臨時土産店で魅力発信　生涯学習センター横ユズやグッズ販売

25 となみ夜高前に行燈作りを体験 あそぶ駄菓子屋さん

26 砺波・若鶴酒造 利き酒や模擬店 蔵祭り　日本酒を堪能

26 ダイヤモンドキッズが全国へ 第３０回全日本小学生男女ソフトボール大会県予選会

26 １１農協が総代会 となみ野農協　稲作生産拡大へ土壌づくり推進

27 県高校総体 サッカー、バスケットボール

27 国体活躍選手ら慰労 県スキー連　新役員　監事　原野博明

北陸中日 5 発言 「積極的平和」言葉おかしい　上野亮平　７３　富山県砺波市

19 砺波市小学校連合運動会 ２６日・市陸上競技場　１位のみ

　３０日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波市議会　議員報酬

8 北日本俳壇の集い 特選（浅野氏選）二俣れい子  佳作 安藤やすを

9 追想　ありし日 寺井堅八さん（砺波市本町）

14 軟式野球　高松宮賜杯全日本大会県大会 大会結果

14 ソフトボール　県民健康福祉祭 ２２、２９日　砺波総合運動公園

14 ソフトボール　全日本小学生男女大会県予選会 ①ダイヤモンドキッズ（砺波）

16 元気に押し合い 福光　とみ野場所

16 県高校総体 陸上、バスケットボール、ラグビー

21 映画主題歌華やかに 砺波　合唱団コール麗が演奏会

21 県産夏野菜いかが 砺波　砺波市太郎丸のアピタとなみ店で「県産夏野菜フェア」

21 チューリ君行燈贈る 砺波　青年サークル・となみ元気道場

27 クマ出没情報　２９日 砺波市

28 組み体操県内激減 小中学校　３市町で取りやめ　タワー段数少なく

富山 17 津軽三味線、成果の響き 砺波で貫松輝会おさらい会

17 ３世代で増山城跡美化 砺波　栴檀野住民、草刈り奉仕

17 朗読と音楽の鑑賞会 砺波市三島町の瑞祥寺で

18 伊藤、男子６年制す 第１５回わんぱく相撲となみ野場所

19 県高校総体 ラグビー、バスケットボール、陸上

20 地場産夏野菜「いかが」 県出荷組合協　県内２店でフェア

22 第３４回富山風雪賞 ３氏１団体を顕彰　新藤正夫氏

北陸中日 12 マリンバの生演奏朗読と共に楽しむ 砺波・瑞祥寺で催し

12 庄川観光祭へグッズも充実 砺波で看板設置

13 小学生力士５０人が熱戦 「となみ野場所」開催

朝日 29 ママさんバレー県大会 １回戦　庄西クラブ（砺波市）2-0堀川クラブ（富山市）

　３１日　火曜日
北日本 19 杉浦里咲ちゃん（高波幼稚園）金賞 砺波　高波チューリップまつり写生大会

19 増山城跡きれいに 砺波　栴檀野地区住民ら

19 酒井さん（高岡）優勝 富山  県老人囲碁大会 

19 高齢者の安全教室に重点 砺波　砺波市交通安全協会

20 わが家のアイドル 嵐 叶羽（あらし　とわ）ちゃん　２歳　砺波市山王町

23 緑のカーテン大きくなって 砺波　庄川小４年

23 お花きれいに咲いてね 砺波　北部幼稚園児 お年寄りと苗植え

23 呈茶の収益金預託 砺波　裏千家となみ同好会

23 朗読と音楽楽しむ 砺波　砺波市三島町の瑞祥寺で

27 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

27 クマ出没情報　３０日 砺波市

富山 23 わが町朝市夕市 砺波市

24 砺波高もリーダー１０人 自転車事故防止へ

24 散村 眺望スポット考察 砺波・地域研が研究紀要　奥研究員、１４カ所

25 砺波・東般若、防火誓う 幼年消防クラブ入隊式

25 金賞に加藤さん（砺波） 高波チューリップまつり写真

25 呈茶収益など７万円砺波善意銀行に預託 茶道裏千家となみ同好会

25 砺波福光線の予算拡大、整備促進を 期成同盟会総会で決議

25 北部苑、園児と花植え交流 砺波市福祉センター北部苑で

25 ７月にマスコット作り 砺波市交通安全母の会連合会の総会
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26 砺波油田Ｄが３位 第５回ＪＰＢＦカップ北信越ブロックペタンク大会

26 第１４回県社会人ラグビーリーグ 第１節 砺波RFC５２－０富山バーバリアンズ

26 第４７回全国ママさんバレーボール大会県予選 準決勝　針原2-0庄西

26 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 男子決勝　砺波倶楽部2-1黒部クラブ　砺波倶楽部は全国大会出場

26 〃 女子　１回戦　ＢｒａｖｅＡｎｇｅｌｓ2-0砺波クラブ

26 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 試合結果

26 県柔道連盟主催第１回昇段審査会 合格者一覧

27 県高校総体 バレーボール

29 地鳴り 植えたスイカ今から楽しみ　浦外喜夫　６７歳（砺波市）

30 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 17 園児とお年寄り花苗植えで交流 砺波の福祉施設

27 ミニあんどんで夜高まつりＰＲ 砺波市

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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