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　１日　水曜日
北日本 10 令和で一首 県内の歌人６人　高島裕さん　５１歳（砺波市）

19 きょう４強懸け激突 春季県高校野球

23 太鼓の達人砺波に集結　 県競技会　頂点　ジュニアの部　森田さん（庄川中）

28 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　４組

32 令和へ夢届け 新時代　県民に思いを聞きました　熊野皓太さん　３２歳（砺波市）

35 花壇も改元 チューリップタワー壁面に完成した「令和」の花文字

富山 11～13 富山新聞創刊９６周年記念 令和元年　特別鼎談　新時代を生きる君たちへ

15 地鳴り 令和時代迎えて庭木も世代交代　黒田和也　４２歳(砺波市)

25 消防操法　砺波の女性分団、訓練積む 全国大会上位目指す

25 会長に五十嵐氏 砺波・児童クラブ連

26 駅周辺を清掃奉仕 砺波ＬＣ

27 令和ようこそ　「祝福の花壇」飾る 砺波・チューリップフェア　３時代の品種　梅、蘭で彩り

27 踊りの輪でもてなし 市連合婦人会など

北陸中日 14 平成に別れ チューリップで元号描く　砺波の地上絵にぎわう

15 春季県高校野球　きょう準々決勝 準々決勝四試合

読売 28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

29 即位祝い記帳所 県と全市町村

朝日 21 出町小の児童　歌舞伎を上演 砺波

 ２日　木曜日
北日本 10 県内美術館・博物館の催し(５／２～５／８) 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

11 情報かわらばん となみ野

11 朝市夕市　県内 砺波市

14 砺波工　競り勝つ まず３チーム北信越へ名乗り　春季県高校野球　準々決勝

14 サッカー　高円杯県リーグ ４月２９、３０日、５月１日、高岡工芸高ほか

14 ソフトボール　県中学生オープン大会 岩瀬スポーツ公園

14 卓球　中部日本選手権カデットの部県予選会 高岡市ふくおかUホール

15 仲間と集う チューリップの会(砺波市・五島美志子)

25 令和希望あふれ　改元初日 祝賀に沸く　１５時２０分　砺波チューリップ公園

富山 16 砺波工、富山第一　国際大付が４強 第９１回春季県高校野球大会第５日

19 令和幕開け　記憶に残そう 特別花壇で記念の一枚　となみチューリップフェア

23 令和初日の婚姻届数 砺波市２２組

北陸中日 7 発言 これからも自分の体大切に　春川正人　７２歳（砺波市）

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 令和　希望に胸膨らませ　ぜひ明るい時代に 奉祝の花文字や展示も　チューリップフェア

13 富山第一など３校が４強に 春季高校野球県大会

読売 24 各地で祝賀イベント チューリップ新元号美しく　砺波

24 富山第一が４強 春季県高校野球

朝日 15 即位礼服再現　世界観を体感 高岡　万葉歴史館　関敬美さん　中２（砺波市）

15 北信越大会出場まず３校決める　春季県高校野球 第９１回春季県高校野球大会

 ３日　金曜日
北日本 1 令和晴れ １０連休後半入り

2 けさの人 砺波総合病院長になった 河合博志さん

10 春季県高校野球 砺波惜敗 ４強逃す  高岡第一が北信越切符

10 ５回のけん制ミス響く 砺波の飯倉 粘投実らず

19 スマイル並んだ 色鮮やか はいポーズ

20 １１９番 通訳対応ＯＫ 県内 増える外国人  東京五輪控え  

20 令和初日の県内 婚姻届４２２件

富山 1 晴れやか令和 行楽地に人波 １０連休後半入り  チューリップフェアに４万人 砺波

17 庄西が決勝リーグ進出 第６回近市町中学バスケットボール交歓大会第１日

17 高岡一４強 きょう準決勝  第９１回春季県高校野球大会第６日

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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20 お出掛け日和満喫 県内

北陸中日 9 高岡第一が４強 春季高校野球県大会

読売 23 ４強出そろう 春季県高校野球大会

朝日 15 第９１回春季県高校野球大会 準々決勝

 ４日　土曜日
北日本 1 砺波 屋敷林伸びスギ ２１面

11 軟式野球 第３６回全日本少年大会県大会 大会結果

11 ラグビー 全国高校７人制大会県予選 試合結果

12 春季県高校野球準決勝 あす決勝 高岡第一圧倒  エース木村緩急自在

12 中学女子２４チーム熱戦 バレー氷見ふれあい杯

18 記者ぶろぐ 駅前に咲いた笑顔

21 屋敷林伸びスギ 砺波 倒木で家屋に接触 悩む所有者  景観維持「個人で限界」

別1 皇位継承特集⑧ 献上された主な県内名産  ③チューリップ

富山 7 地鳴り 娘と２人で温泉旅行に  山本治子 ７９歳（砺波市）

17 県勢は庄西（砺波）３位 近市町中学バスケ最終日

17 高岡一－富山一 あす決勝 第９１回春季県高校野球大会第７日

17 砺波北部、砺波東部４強 第４０回砺波市春季学童野球大会第１日

17 患者がジャズ楽しむ 砺波総合病院で公演

17 砺波の団体が大臣賞 山本教育長に報告

18 子供歌舞伎 改元祝う 砺波・出町曳山祭の中町  チューリップフェアで公演

19 富山一が県代表 全国高校７人制ラグビーフットボール大会県予選

19 横山さん優勝 ＢＧ吉野さん

北陸中日 10 春季高校野球あす決勝 ７－０で砺波工破る

読売 21 高岡第一コールドで決勝 春季県高校野球大会  富山第一競り勝つ

朝日 21 高岡第一 ＶＳ．富山第一 春季県高校野球 あす決勝

21 砺波工・武部拓海選手 持ち味発揮 窮地救う

21 清酒 県内６製造者に優等賞 金沢国税局 品質評価

毎日 22 高岡第一 ＶＳ 富山第一 春季県高校野球 あす決勝  ４強、北信越大会へ

 ５日　日曜日
北日本 14 決勝Ｔに１２チーム バレーボール 第１６回氷見ふれあいカップ中学女子交流大会２日目

14 ラグビー 全国高校７人制大会県予選 大会結果

15 仲間と集う カンナ会 （砺波市 中川和代）

17 きょうもにっこり 砺波市青島公民館長 藤森一夫さん（砺波市・６９歳）

20 第７２回こども一日記者㊤ 砺波東部小６年 大川さくら

25 ３時間待ち 令和実感 初の一般参賀 お出まし５分に沸く

富山 11 地鳴り 銭湯巡りと母の思い出　春川正人 ７２歳（砺波市）

19 等伯 鮮やかな筆致 高岡・大法寺 仏画２点を公開

20 山田さん総合Ｖ 第２３回チューリップの里グラウンドゴルフ交流大会 大会結果

20 砺波東部が優勝 第４０回砺波市春季学童野球大会最終日

21 ミニ四駆で地域活性化 南砺・福光会館 館内に２コース常設

北陸中日 11 連休にぎわい 空からパチリ となみチューリップフェア

 ６日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波ファーストブックの会

13 春季県高校野球　決勝 投高打低で混戦　総評

13 氷見北部Ａ優勝 女子中学バレー　氷見ふれあい杯

15 仲間と集う いきいき百歳体操　南町（砺波市　五島三樹夫）

23 チューリップフェア閉幕 ３２万５０００人来場　１０．９％増

25 車衝突　砺波の小４死亡 大津の国道　家族で京都へ移動中

富山 18 旧五鹿屋小の資料展示 砺波　木造校舎の模型、看板

20 万葉集の歌伸びやか 空手・千山道場は演武　砺波道場

24 ふるさとに別れ告げ　富山駅 Ｕターンラッシュピーク　屋敷洼太さん（砺波市）

24 富山、砺波で夏日 砺波市で２５．６度

25 砺波の小４男児事故死 大津の国道、衝突　家族３人けが

25 となみチューリップフェア閉幕 目標上回る３２万５０００人
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北陸中日 21 車衝突　砺波の小４死亡 大津の国道、２台４人負傷

読売 25 新時代へ　つなぐ　９ 良質チューリップ維持へ　県花卉球根農業協同組合長　清都和文さん

28 車が正面衝突　小４死亡 大津市北比良の国道１６１号志賀バイパスで

毎日 28 車同士が衝突　９歳男児死亡 大津の国道

日本経済 27 乗用車が衝突　９歳男児死亡 大津の国道

 ７日　火曜日
新聞休刊日

 ８日　水曜日
北日本 22 里山歩いて交流 砺波市井栗谷地区

23 砺波署管内少年警察ボランティア 少年補導員　少年指導委員

23 卓球　高岡オープン大会 ３～５日　高岡市福岡Ｕホールほか

27 チューリップフェア「人出に１０連休効果」 夏野砺波市長が来社

31 半数が１０連休　県民のＧＷ １００人に質問何日休めた？　平均７日　ゼロ６人　　砺波チューリップ公園

31 きらめく散居村 砺波平野　夕日に染まる

富山 13 地鳴り 「歌の集い」楽しい時間　紫藤道子　８４歳(砺波市)

22 公民館で「寺子屋」　砺波・雄神 高岡法科大生が指導

23 夜高まつりなど砺波の写真９０点 写真展「となみのいろいろ」

24 「国内からの客多く」 夏野砺波市長が来社　チューリップフェア終え

25 砺波地区寿野球　定期リーグ戦 ５日・砺波河川敷グラウンドほか

29 １０連休空前の人出　 県内観光地　軒並み前年超え　好天、祝賀ムードで途切れず

北陸中日 26 好天恵まれ　人出過去最多　大型連休　県内まとめ 前年比　となみチューリップフェア１０．９％増　アルペンルート　１万９１００人増

読売 30 来訪（７日） 北陸支社　富山支局

30 少年野球 となみ野リーグ（４月３０日～５月４日）

31 観光地　客足好調 新幹線　最高４１万人超　となみチューリップフェアには３２万５０００人

日本経済 35 北陸に１０連休の恵み 観光地も大幅増　恐竜博物館最多　７割増の１２万人超

 ９日　木曜日
北日本 3 県議会組織議会　人口減問題で特別委　 議長に中川氏　副は筱岡氏

14 県内美術館・博物館の催し(５／９～５／１５) 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

19 ひとズームアップ　とやま×鹿児島 となみ散居村ミュージアムスタッフ　松村　優氏　故郷に絵皿贈り１９年

19 声の交差点 チューリップ満喫　「となみチューリップフェア」

19 仲間と集う ３・９友の会（砺波市　武部昌子）

22 口から食べる大切さを紹介 砺波総合病院

23 散居村の風景描く　 今井さん日本画展　となみ散居村ミュージアム企画展

23 栴檀野の野菜ずらり　 直売所が営業開始

23 古里の風景デジタル版画に デジタル版画家堀田浩さんの作品展（砺波市千代）　

23 １００歳おめでとう ８日　森田てつ子さん(砺波市中野生まれ)

27 ＧＷ人出９２万２８００人 県警発表　前年より１２万５０００人増　となみチューリップフェアは３２万５千人

富山 3 令和初の議長に中川氏　副議長は筱岡氏を選出　 県議会臨時会　監査委員に山本、瘧師氏

13 コント 砺波・たぬき

13 地鳴り ネット通販で便利に安く  藤井昭通　４６歳（砺波市）

23 「看護の日」前に仕事学ぶ 口の機能チェック　砺波総合病院

23 小ギク機械化栽培を見学 砺波・県園芸研究所で４０人

23 採れたて山菜人気 砺波・栴檀野で直売所開業

28 県内１１行事に９２万人 春の行楽期　山岳遭難１２件、死者３人　となみチューリップフェアは３２万５千人

北陸中日 12 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

14 県議会議長に中川氏　 副議長に筱岡氏選出

読売 25 散居村　幻想的に　砺波平野 鉢伏山中腹（砺波市庄川町隠尾）

25 大型連休　山岳遭難増１５人 死者３人　単独登山者多く

 １０日　金曜日
北日本 19 声の交差点 母をしのぶボタン　上野亮平　７６歳（砺波市）

22 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）３月実施 第１９２回段位暗算検定試験

22 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）３月実施 第２６４回段位珠算検定試験　
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22 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）３月実施 第３１７回珠算検定試験

23 昔ながらの農業体験 砺波市庄川町青島公民館

28 池田さん（高岡）最高賞 国画会の全国公募展　初入選　藤井艶子ほか２名（砺波市）

28 会長に清水氏 県高校教頭会

28 砺波で７月２７日　更生保護フェア 社会を明るくする運動

29 自転車の男性はねられ重傷 ９日　砺波市東石丸の市道交差点

富山 16 くらしの日記 公園でハーモニカ　紫藤道子　８４歳（砺波市）

21 となみ野の自然描く 今井さん日本画展

21 議会報告会参加を 砺波市議がチラシ配布

21 無差別クラスは中本さんが優勝 砺波老人ク連囲碁大会

22 地震、火山の理解深める 県民カレッジ砺波

23 会長に清水氏 県高校教頭会

24 事件・事故 大学生はねられ重傷

北陸中日 15 伝統工芸産地　パンフで巡って 呉西圏域が作製

 １１日　土曜日
北日本 3 住宅着工２年連続減 県内１８年度 貸家需要が縮小

8 全面広告 春の全国交通安全運動

22 会長に井上さん 自治振興会協議会

23 城端線ＩＣカード化を チューリップフェア 市長 引き続き要望

富山 2 新設住宅着工２．９％減 昨年度 県内、２年連続減少

3 市町村別 富山、高岡、南砺多く 県内への移住者９０５人 知事会見 昨年度、過去最多を更新

8 全面広告 春の全国交通安全運動

23 地鳴り タケノコお分けできて達成感 北清俊一 ６２歳（砺波市）

23 地鳴り 令和初日は雨 農作業も休み 松本えみ子 ４９歳（砺波市）

25 来年度はデッキ建設 砺波市 新チューリップタワーで

25 アジサイなどみずみずしく 砺波・四季彩館

26 きょうから春の交通安全運動 砺波 国道１５６号で人波作戦

30 ＩＣカード使えず混雑 ＪＲ砺波駅 チューリップフェア中

読売 26 全面広告 春の全国交通安全運動

 １２日　日曜日
北日本 16 舘さん(砺波)優勝　トナミロイヤル １１日　北日本新聞社長杯

16 中学生が熱戦 バスケットボールのチューリップカップ大会（１１日）

21 三つの祭り　歴史を紹介 砺波市砺波郷土資料館　春の特別展「砺波のまつり」

24 とやまｗｅｂｕｎランキング　４～１０日 ②衝突事故で砺波の小４死亡　滋賀の国道（５日）

富山 1 夏日の喜び　水遊び　 富山空港２７．１度　砺波市で２６．８度

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 令和の朝を記憶に残す　柴田照子　７０歳（砺波市）

18 西町が３０年ぶり参加 となみ夜高　１５日に突き合わせ

18 「母の日」に感謝込め 砺波　児童がハーバリウム作り

19 新会長に井上氏 砺波自治振興会協総会

25 禁煙対策手探り　７月改正法施行で県内自治体 富山、射水、氷見、小矢部市　庁舎内の喫煙所撤去へ

北陸中日 11 色とりどり　初夏演出　 砺波で展示　チューリップ四季彩館

 １３日　月曜日
北日本 16 ペタンク（１１日） 砺波市協会春季大会（中村グラウンド）

17 紀之定さん（砺波）優勝　高岡ＣＣ 高岡カントリー倶楽部の北日本新聞社長杯ゴルフ

26 魚津・入善で８月交流事業　 県婦人会　前砺波市連合婦人会長の尾栢光江さんに感謝状

29 地域ブランド化再燃　団体商標・ＧＩ登録増加 県内ＪＡ業界団体　品質追及　知名度アップ

富山 7 地鳴り 先輩と一緒にワラビ採り　犀川寮明　７１歳（砺波市）

7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

14 文芸喫茶　短歌 海潮砺波歌会３月例会

17 高橋、小林さん優勝 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

17 紙のジンベイザメ　児童が制作体験 砺波市美術館　

23 となみ１３００年 住みよさの秘密８９ Ｔｈｅ砺波が示す底力　まとめ　かがやきの巻 ①　民具

　１４日　火曜日
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北日本 21 砺波郷土資料館「民具で歳時記」発刊　　 昔の農作業　こんな風　本誌連載を再編集　写真交え解説

21 泥の感触楽しむ 南部小・こども園年長児　

27 民意と歩む 基本条例の趣旨説明　砺波市議会が報告会

28 砺波で住宅居間の床焼く １３日（砺波市鹿島）

富山 21 地鳴り 母校の吹奏楽演奏会に感動　石崎弘毅　６６歳（砺波市）

21 コント 砺波・越中之助

23 植樹で陛下即位祝う 南砺・髙瀬神社　お印の梓など１１本

23 児童ら各地で田植え 砺波南部小　南部認定こども園

23 屋敷林管理に支援を 砺波市議会報告会

28 となみ１３００年 住みよさの秘密９０ 花魁の姿が進化象徴　まとめ　かがやきの巻②　夜高

29 住宅居間燃やす 砺波、高３長女搬送　１３日（砺波市）

北陸中日 15 冊子「民具で歳時記」　昭和の農家　生活紹介 砺波郷土資料館

 １５日　水曜日
北日本 34 アユ釣り漁法　来月１６日解禁 釣り漁法は６月１６日午前５時、網漁は６月２１日正午に解禁

34 記者ぶろぐ 政治部　高嶋昭英

35 砺波の住宅火災　火元は居間など １３日（砺波市鹿島）

富山 1 呉西学で地域貢献　 高岡法科大　創立３０周年事業　初年度は酒造業研究

3 環境保全に３０万円 伊藤園が県に寄付

13 地鳴り 金沢の市街地　散策も一興　黒田和也　４２歳(砺波市)

21 出町歌舞伎や夜高　砺波のまつり紹介 郷土資料館で特別展

23 アユ釣り漁　来月１６日解禁 釣り漁は６月１６日午前５時、網漁は６月２１日正午に解禁

23 県中学生オープンソフトボール大会 富山市の岩瀬スポーツ公園

24 事件・事故 カーペットから出火か　１３日（砺波市）

26 となみ１３００年 住みよさの秘密９１ 笑顔生む大事な場　まとめ　かがやきの巻③　絆

北陸中日 5 発言 田植え終わって初夏の装い　島田栄　７０歳（砺波市）

5 発言 乗るはずだったセスナ　墜落　越田直滋　９１歳（金沢市）

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １６日　木曜日
北日本 18 県内美術館・博物館の催し(５／１６～５／２２) 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 朝市夕市　県内 砺波市

30 全国操法大会出場へ　選抜７人に辞令交付 市女性消防隊員

30 園児ら演奏や歌楽しむ 「北國Ｈａｐｐｙ！コンサート」１５日　あぶらでん保育園

30 がんばってます　富山の職場　 五感に響く家づくり　ヤマヒデホーム　砺波市鍋島

31 議長に島崎氏　副は大楠氏　砺波市議会　 １５日　臨時砺波市議会

31 自民会会長に稲垣氏 １５日

富山 25 議長に島崎氏選出　　 砺波市議会　副は大楠氏、女性初　１５日　臨時会

25 会長に稲垣氏 自民会  砺波市議会

25 五十嵐さんが優勝 第２２回サンテンひだまり杯健康麻雀交流大会

26 全国女性消防操法　県代表７人に辞令 砺波市消防団

27 ３団体３７事業所　２８個人を表彰 県安全運転管理者協会

27 あぶらでん保育所でＯＥＫが名曲演奏 砺波で北國銀コンサート

30 となみ１３００年 住みよさの秘密９２ 支え合い「ゆとり」生む　まとめ　かがやきの巻④　連携

31 ほたるいか １５日　道の駅庄川の山菜フェア

北陸中日 1 深堀りＴＯＹＡＭＡ　がん対策　地域で学ぶ 砺波の空き家　交流拠点に

5 発言 パークゴルフで持病さらば 上野亮平 ７６歳（砺波市）

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

14 深堀りＴＯＹＡＭＡ　病院と自宅つなぐ場に　中国でも啓発尽力 がん学ぶ拠点　砺波の実家に　河原ノリエさん

12 議会だより　１５日 【砺波市】臨時会を開会　正副議長選挙

 １７日　金曜日
北日本 2 民意と歩む　基本条例生かし活発に討論・提案 砺波市正副議長来社

3 全国市長会へ議案を集約 北信越市長会総会

20 １１チームが来月から熱戦 砺波市ナイターソフト

21 声の交差点 １０００単位目指す　武部幹夫　７８歳(砺波市）
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22 わが家のアイドル 佐野蒼桜ちゃん １歳 砺波市高道

24 プリンセス交通安全ＰＲ 一日警察署長に委嘱

25 カブトムシの幼虫 園児にプレゼント 庄川挽物木地伝統工芸士　加藤さん　砺波市　種田保育所

28 愛鳥ポスター入賞者を表彰 県庁

28 県安全運転管理者協会表彰 １５日、県民会館

32 広告 砺波工業㈱ 新本社 本日竣工

富山 3 地方創生支援継続を 氷見で北信越市長会総会

19 地鳴り 夫の世話と食事の問題 戸田祐子 ５６歳（砺波市）

27 人口問題を調査、研究 砺波市議会正副議長が来社

27 カブトムシ幼虫育てて 加藤さんが５０匹贈る　庄川挽物木地伝統工芸士　加藤さん　砺波市　種田保育所

28 交通安全の輪広げ プリンセス呼び掛け 砺波署で一日署長

28 墓の見守り 一括代行 砺波の石材業者

29 愛鳥ポスター 入賞者を表彰 県と県教委

32 となみ１３００年 住みよさの秘密９３ 未来へ「散村力」がカギ まとめ かがやきの巻⑤ 提言

33 広告 砺波工業㈱ 新本社 本日竣工

北陸中日 5 ミニコント 砺波・越中之助

15 カブトムシ 大きく育ってね 砺波 加藤さん、園児に幼虫贈る

26 氷見で北信越市長会 議案審議や道の駅視察

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 交通事故減へ「安全意識を」 プリンセスチューリップ 渋谷さん一日署長

朝日 25 ニュース短信 砺波市議会議長に島崎氏

日本経済 31 「万葉集ゆかり」の梅酒発売 若鶴酒造、富山の梅使う

 １８日　土曜日
北日本 3 「黒部丸いも」など地域資源２５件追加 県の新事業検討会

5 砺波工業新本社が完成 コミュニティー棟を開放

6 日本酒金賞数　福島V７　全国鑑評会　イメージ向上期待 富山は「立山」「若鶴」「林」

21 仲間と集う 「華縁」の会(砺波市　土山治男)

24 日本一周募金ライブ　岩手の濱守さん公演 きょう氷見でも

25 井上会長を再任　 １７日　砺波人権擁護委員協議会総会

25 味わい深い書４１点 １７日　美峰会設立２５周年記念書道展

31 会長に小竹さん １７日　砺波市危険物安全協会

富山 4 避難所対応の新社屋 砺波工業　高岡から本社移転

5 富山、石川の各３点金賞 ２０１８酒造年度の全国新酒鑑評会

15 地鳴り あいさつで心が温かく　松本えみ子　５０歳（砺波市・会社員）

15 地鳴り パックと輪ゴム　売り場から消え　小倉慶子　７４歳（砺波市）

24 園児と高齢者　手品に笑顔 砺波・太田こども園

25 １人１団体を表彰 砺波市危険物安全協会

25 議会日程（６月定例会） 砺波市

北陸中日 14 議会だより 【砺波市】議運委

15 新社屋　災害時は避難所に 砺波工業　開放スペース設置

15 抽象画と木彫り　２人の世界 金沢　射水の画家と砺波の作家が展示

15 母の愛があふれる　さつき見舞い紹介　砺波 砺波民具展示室の季節展示「さつき見舞いと春作業展」

29 熱中症に気を付けて 県内８地点で夏日　週末も暑さの予報　砺波市で二六．六度

 １９日　日曜日
北日本 5 社説 県内公的病院  災害への備え急ぎたい

20 １８チーム 試合へ闘志 全日本学童野球県大会  組み合わせ決定

24 田植え 泥の感触新鮮 オーナー家族交流  砺波

25 まだら模様美しく 庄川山草会の「花と斑入り植物展」

30 絢爛２４基「夜高の大谷」 来月１日  庄川観光祭で初

31 がん拠点病院 要件厳格化 １医療圏２拠点難しく  県内 機能分担や連携模索

富山 11 地鳴り 連休明けの職場 土産なく引け目  藤井昭通 ４７歳（砺波市）

11 地鳴り タケノコを近所に配る  水溜靖子  ８１歳（砺波市）

11 地鳴り 例年になく順調な田植え  犀川寮明 ７１歳（砺波市）

19 くらしの日記 砺波の花堪能  酒井雅美 ６１歳（富山市窪新町）
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22 「オーナー」が水田に親しむ 砺波でツアー

23 フォトコンテスト金賞に片岸さん 砺波・高波まつり

読売 24 病院の実力～富山編１３３ 脳卒中  血栓 薬で溶かす方法も

朝日 23 スクエア 県高野連会長の砺波高校長  林誠一さん（５９） 生徒に望む 思いやり

23 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 （４月分）

23 同・古希リーグ戦 （４月分）

 ２０日　月曜日
北日本 14 軟式野球  砺波市中学交流大会 大会結果

15 県高齢剣友会の設立祝う １９日 富山市の高志会館で

15 パークゴルフ（１８日） 県選手権西部地区砺波市協会予選

16 第７回高岡ねがいみち駅伝 ６年男子①中村駿利君（砺波東部小） ４年男子①大坪朔空君（砺波市庄東小）

17 声の交差点 陛下の歌碑に思う  砺波市 横川實（７６歳）

21 １０団体 日頃の成果発表 となみ野芸能祭

21 改元祝ってしめ縄奉納 林神社

21 早乙女姿で丁寧に田植え 献穀田 御田植祭

21 サツマイモ植えて交流 砺波市栴檀山公民館の３世代交流会

25 県内から７人１団体 春の褒章  藍綬  元国勢調査員  横川初（ネに刀）枝さん（８５）

26 石川さん（新潟）最優秀句賞 北日本川柳５０回記念大会  

26 イワナ釣り 自然を満喫 ＴＯＧＡ天空トレイルラン  オプショナルツアー

27 県ジュニア将棋名人戦 永井君・橋本君・平田さんＶ

27 読者との触れ合い励み 本紙販売店  永年勤続３４９人表彰

富山 2 一般優勝は滝内さん 南砺でヘラブナ釣り大会

6 地鳴り 外出して昼食 元気出た母  角栄一 ６７歳（砺波市）

18 砺波地区寿野球定期リーグ戦 試合結果

19 カラオケ愛好者ホールでのど自慢 砺波で世界大会

22 ふるさと発展に貢献 県内から７氏１団体  藍綬 横川初枝氏（８５）

北陸中日 8 春の褒章 道一筋に栄誉 砺波の元国勢調査員 横川初枝さん＝藍綬  一軒一軒訪ねた半世紀

9 ヘラブナ釣り ３２０人が腕競う 南砺・赤祖父湖で大会

9 高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ県リーグ 試合結果

読売 27 春の褒章 １団体と７人 褒章受章者  藍綬褒章  横川初枝 ８５ 元国勢調査員

朝日 19 春の褒章 １団体と７人 藍綬褒章 横川初枝（元国勢調査員）８５

毎日 20 南倶楽部（男子）が連覇 ６人制  女子はさたでぃ初Ｖ  全日本クラブカップバレー県予選

20 県内から７人１団体 春の褒章  藍綬褒章（５人） 横川初枝 ８５ 国勢調査員

日本経済 34 春の褒章受章者 富山  藍綬 横川初枝 ８５ 元国勢調査員

　２１日　火曜日
北日本 2 来社　２０日 【本社】島崎清孝氏（砺波市議会議長）  大楠匡子氏（同副議長）

5 社長に窪田氏 日本伸銅（６月２５日）

5 ＣＫサンエツ人事 ＣＫサンエツ　サンエツ金属（６月２１日）

17 仲間と集う 写真集「砺波の人びと」発行を祝う会（砺波市　中島小夜子）

20 いきいき百歳体操　舟橋村住民と交流 介護予防促進

21 水難事故へ対応確認 庄川　消防組合本部が訓練

21 西島さん（砺波北部小４年）金賞 高波チューリップ写生大会

21 中部地区少年補導　坂井さん功労者表彰 砺波署で伝達

25 春の叙勲　県関係受章者 瑞宝双光章　保護司　上保賢了さん　７１歳（砺波市）

富山 2 議長に桜井市長 砺波地方衛生組合

9 人事 ＣＫサンエツ（６月２１日）　サンエツ金属（６月２１日）

15 昭和、平成　郷土に貢献　春の叙勲 瑞宝双光章　上保賢了氏　保護司　７１歳（砺波市）

23 地鳴り 農業と水無月　水がきらめく　春川正人　７２歳（砺波市）

24 好みの花寄せ植え 砺波でコンテナ審査

25 砺波の「百歳体操」体験　舟橋のグループが訪問 初の交流会、互いに学ぶ

26 非行防止活動に尽力　坂井さんに表彰伝達 砺波署

27 令和初代王者へ１０７チーム　県少年野球開会式で全力誓う ７月１３日、予選火ぶた

27 水の季節　事故に備え　アユ釣り解禁前に訓練 砺波地域消防組合　庄川の中州から救出

27 県民スポーツレクリエーション祭ママさんバレーボール大会 １９日・砺波市の県西部体育センター
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30 姉妹都市　北海道むかわ町長ら訪問　夜高行燈　交流の灯 来月の砺波・庄川観光祭

北陸中日 14 春の叙勲　輝く功績 瑞宝双光章　上保賢了　７１歳　保護司（砺波）

読売 26 春の叙勲　５２人に栄誉 瑞宝双光章　上保賢了　７１歳　保護司（砺波市）

朝日 22 春の叙勲　県内５２人 瑞宝双光章　上保賢了　保護司　７１歳　（砺波）

毎日 20 春の叙勲　県内から５２人 瑞宝双光章　上保賢了　７１歳　保護司（砺波）

日本経済 32 春の叙勲受章者 瑞宝双光章　上保賢了　７１歳　保護司（砺波）

 ２２日　水曜日
北日本 3 ９、１０月に保安パトロール 県火薬類保安協会総会

20 結婚の風習紹介 砺波郷土資料館　「となみの花よめさん」図録発行

21 火遊びしません 東山見、青島、雄神、種田の幼年消防クラブ合同入隊式

21 水力発電の仕組み学ぶ 砺波工業高校職場見学会

21 安全運転誓う 利賀ダム工事事務所

富山 2 功労者３氏を表彰 県火薬類保安協

5 北陸の酒輸出　過去最高　１０年前の５倍 １７年度　一升瓶３０万本超　ＥＰＡ追い風、欧州狙う

22 散居村の歴史民俗紹介 となみ野田園空間博物館協　リーフレット作製

26 高岡や氷見など　富山の５カ所出店 金沢・道の駅フェスタ

北陸中日 5 令和に寄せて 改元の日に還暦を迎え感慨　石丸秀幸　６０歳（砺波市）

13 増山城　記念の御朱印 砺波　解説ボランティア製作

読売 26 よみうり文芸　短歌 砺波市　井上房子

毎日 22 行政ファイル 砺波市長、ＪＲ城端線にＩＣカード導入を要望

 ２３日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し(５／２３～５／２９) 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

22 「孤立防止へ地域で見守り・声掛けを」 市民生・児童委員協

22 ネコの絵で癒やされて 砺波の竹田さん作品展

22 １６０人が真剣プレー 高岡市ペタンク連盟の合併記念ダブルス大会

23 これは立派　ミニ行燈　渡辺さん製作市役所に展示 来月となみ夜高　「本物見に来て」

23 県民カレッジと緑の里講座開講 井波彫刻協　岩倉さん講演

富山 2 孫とおでかけ事業　１３市町村連携　５９施設に拡大 高齢者の外出機会増加

21 地鳴り 高齢者に寄り添う思いやり　嶋村了吉　５５歳（砺波市）

26 １０～１１月に人形劇 砺波人権擁護委員協

27 正面玄関にミニ行燈 砺波市役所　夜高へ機運盛り上げ

27 道の駅の売上高　３年後に１億円 庄川峡観光協組総会

北陸中日 13 ミニ夜高行燈お目見え 砺波市役所　渡辺さん作

13 バラ大輪　見頃に 砺波・県花総合センター

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

 ２４日　金曜日
北日本 3 台北便で深まる交流 富山 観光サミット開幕  日本人の利用課題

3 観光以外でも連携 チューリップ球根空輸  スポーツ選手相互派遣

12 第５８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

17 北信越高校野球 高岡第一 ２回戦から  富山第一 三条（新潟）と初戦

22 華やか トッペ行燈完成 庄川小児童  来月 観光祭で展示

23 呉西圏域調査研究事業 「健幸」な地域実現へ  ６市 課題解決策探る

23 会長に齊藤さん 砺波法人会

23 ヒヤリマップ園児対象に作成 交通安全母の会連合会

23 リーフレットで散居村紹介 となみ野田園空間博物館推進協議会「砺波平野の散居村」製作

28 地上１００㍍でスイーツ 小矢部クロスランドタワー  ７月５日から空中カフェ

28 財政支援の拡充要望 砺波で全国水道企業団協

富山 3 老朽水道施設支援を 全国企業団協が総会

15 地鳴り 初夏の日本海と能登金剛を堪能  黒田和也 ４２歳（砺波市）

23 トッペ行燈完成 砺波・庄川小児童  来月の観光祭盛り上げ

23 新会長に齋藤氏 砺波法人会  山口名誉教授が講演

23 北川さん優勝 第２回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会
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23 Tシャツとカレンダー製作 夜高まつり来場を  砺波商工会議所青年部

24 洪水に備え図上訓練 西部６市の防災士

24 秋に東海北陸地区公共図書館研究会 県協会が総会

25 マスコット配布やヒヤリマップ作製 砺波市交通安全母の会

25 男子は南倶楽部V 女子さたでぃ初優勝 全日本６人制バレーボールクラブカップ男女選手権富山県予選会

26 来月１日から北信越高校野球 富山一―三条、砺波工―星稜  国際大付―都市大塩尻

北陸中日 13 復興へ「ガンバレ むかわ」 庄川小児童  観光祭に向け行燈づくり

13 砺波工 初戦は星稜 北信越高校野球

読売 24 高岡第一 ２日初戦 北信越高校野球  富山第一は三条と

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 18 開幕試合は砺波工―星稜 北信越高校野球

毎日 20 北信越地区高校野球大会 組み合わせ決まる  県１位の高岡第一は２回戦から

20 発達障害 特徴は多様 伝えること具体的に  県支援センターが解説 市民３５人参加

 ２５日　土曜日
北日本 16 県代表チームが健闘誓う 全国選抜ゲートボール大会に出場する県代表チームの激励会

23 あす牛乳パック回収 砺波市消費者グループ連合会

23 きょうからさつき盆草展 砺波市盆草協会

23 きょうもにっこり 砺波商議所ベストショップ表彰　グランプリの「糀ＡＳＯＢＩ」オーナー　中山緑さん

26 きょうのｗｅｂｕｎ主なニュース 砺波市の若鶴酒造で蔵まつり

27 中条会長を再任 県指定自動車教習所協会

富山 3 臨任講師、希望で短期容認 再任用、勤務地など柔軟に

14 コント 砺波・越中之助

20 ６月イベント一覧 １日、２日、２７日

25 防犯カメラ７台設置 砺波・駅前商店街

25 嫁の田植え着や写真など３０点 砺波でさつき見舞い展

25 レジ袋売上金　15万円を寄付 小矢部市に三喜有

30 呉西の伝統、文化に触れ 日台観光サミット　瑞龍寺を視察

 ２６日　日曜日
北日本 2 政務調査活動や党勢拡大を推進 自民砺波市連

3 自民県連大会　亥年選挙　引き締め図る 堂故氏勝利へ 結束確認

3 農機センター統合に１５億円 来年２月完成 ＪＡとなみ野

13 声の交差点 人を信じる大切さ　渡辺耕一　７４歳（砺波市）

17 パークゴルフ　砺波市老人クラブ連合会大会 ２４日　

25 蔵祭り　見学・利き酒楽しむ 若鶴酒造

25 夜高ＴシャツでまつりＰＲ 砺波商工会議所青年部

34 ８８歳国道横断はねられ死亡 ２５日　砺波市役所前

富山 20 ＪＡとなみ野　統合農機センター建設 ６カ所集約、来年２月完成

20 タマネギ１万㌧目標 ＪＡとなみ野

20 ３駅の花壇植え替え 城端線もりあげ隊

21 河原さんが優勝 ２５日　庄下パークゴルフ愛好会競技大会第３回富山新聞社杯

22 日本酒の魅力満喫 若鶴酒造で蔵祭り　砺波

22 堂故氏必勝へ　特別決議採択 砺波市連

22 林忠正の功績紹介 高岡市立博物館　県民カレッジ砺波地区センターの「ふるさと探求講座（専門）」

23 合同チーム準決勝に ２５日　県高校総体ラクビー競技

23 ゴルフコンペ トナミロイヤルＧＣ　庄川観光祭杯

24 砺波で８８歳女性　車にはねられ死亡 ２５日　砺波市栄町の国道１５６号

北陸中日 10 ２１年度７０％減益見込み １８年度比　ＪＡとなみ野中期計画

10 農機センター集約し新施設 来年２月完成

10 若鶴１杯　暑さ吹き飛ぶ 砺波　蔵祭り　振る舞いや販売

10 朗読と歌　いこいのとき 砺波・瑞祥寺「ふみの会」が催し、１００人楽しむ

11 ３県中学生が競う　九谷杯バレー開幕 石川の４会場

11 トナミロイヤルゴルフ倶楽部 ２５日　庄川観光祭杯

25 ７４歳の車にはねられ　砺波で８８歳女性死亡 ２５日　砺波市栄町の国道１５６号

読売 26 男子１１０障害　林選手Ｖ 第７２回県高校陸上競技対校選手権大会
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朝日 25 １１０・１１９ 女性はねられ死亡　２５日　砺波市栄町の国道１５６号

毎日 22 事件・事故 砺波市の８８歳女性がはねられ死亡　２５日　砺波市栄町の国道１５６号

 ２７日　月曜日
北日本 11 追想　ありし日　 医療法人社団「寿山会」前理事長　髙橋卓朗さん　患者・職員から信頼厚く

16 県高校総体　２５、２６日 ラグビー　陸上【女子】　バスケットボール

17 磨き上げた演武披露 県武術太極拳連盟が表演会開催（砺波市庄川体育センター）

21 ９２９４人　市内駆ける　 第３６回カーター記念黒部名水マラソン

21 力いっぱいぶつかり合い わんぱく相撲となみ野場所

21 砺波工・国際大付敗れる 県高野連招待　東海大相模と強化試合

21 北日本新聞　朝間野球　 ３チーム対戦決定　砺波市大会

25 ニュース先読み　５月２７日（月）～６月２日（日） １日　庄川観光祭　！ここがポイント　１日

25 声の交差点 野草にのどが鳴る　江尻鉄雄　９１歳（射水市）

29 中神地区に公民館　現地で完成式 砺波市中神地区公民館「中神ふれあいセンター」完成式

33 グランフォンド富山　自然満喫　１３３６人快走 ２６日　「グランフォンド富山２０１９」　庄川水記念公園を経由（ミドル）

富山 11 地鳴り 体をなるべく動かしたい　紫藤道子　８４歳（砺波市）

11 地鳴り 店内のごみ箱に家のごみ捨てる　戸田祐子　５６歳（砺波市）

11 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

16 文芸喫茶　 となみ野川柳会３月句会

18 増山城跡をきれいに 砺波市栴檀野自治振興会と栴檀野公民館

18 砺波・中神に住民交流拠点 ふれあいセンター完成

19 Ａ、Ｂとも５分団Ｖ ２６日　第３０回砺波市太田地区球技大会パークゴルフ競技

19 昴が優勝 ２６日　第１回栴檀野親睦ゲートボール大会

19 砺波市老人クラブパークゴルフ大会 ２４日

20 男子６年・岩倉君Ｖ ２６日　第１８回わんぱく相撲となみ野場所

22 暑い、富山３２．３度 砺波市は３０．８度

北陸中日 11 目指せ　未来の朝乃山 わんぱく相撲となみ野場所

11 名水マラソン７９５８人完走 黒部　ゲストに高橋尚子さんら　

11 ゴルフの成績 ２６日　トナミロイヤルゴルフ倶楽部　砺波市長杯　

11 県高校総合体育大会 サッカー　ラグビー　バスケットボール

読売 23 大学時代の挫折超え　準Ｖ 荒山博樹選手　２９歳（砺波市）

23 細森選手　地元で初Ｖ 名水マラソン

 ２８日　火曜日
北日本 15 県高校総体　２７日 陸上【男子】

16 北日本文芸 歌壇　俳壇

22 砺波高吹奏楽部が演奏会 砺波市文化会館で定期演奏会

22 無事故運転者ら表彰 砺波市交通安全協会総会

23 ３世代交流し　遊歩道きれいに　 増山城跡　砺波市栴檀野自治振興会と栴檀野公民館

23 川上さん（砺波）最優秀 女子高生意見発表　ユース・フォーラムｉｎとなみ

23 災害時の情報収集　クイズ形式で学ぶ ガールスカウト県連盟　砺波市のチューリップ四季彩館

24 前ちゃんわかちゃん　第一回 前ちゃんわかちゃんチューリップフェアに行ってきた

29 内視鏡下手術支援ロボット「ダヴィンチ」今秋導入 高岡市民病院　医療圏で初　（砺波総合は既に導入）

富山 25 砺波高の川上さん最優秀賞を受賞 国際ソロプチミストそれいゆ砺波のスピーチコンテスト　

26 砺波地区寿野球　定期リーグ戦 ２６日

26 県社会人ラグビーリーグ ２６日　砺波総合運動公園

26 県民スポレク祭フレッシュテニス大会 ２６日　砺波市の県西部体育センター

北陸中日 15 県高校総合体育大会 ２６日　バスケットボール【男子】【女子】　バレー【女子】

15 県高校野球招待試合　 ２５日、２６日

26 県内３日連続真夏日　５月初 砺波市で３１．０度

読売 22 黒部名水マラソン 各種目上位者　【男子】マラソン②

朝日 21 ５県から１２チーム熱戦へ 北信越高校野球　富山で来月１日開幕

 ２９日　水曜日
北日本 2 けさの人 砺波市議会議長になった　島崎清孝さん

13 北日本歌壇の集い 高岡会場　砺波市　中井溥子

14 柔道　全国小学生学年別大会県大会 【女子】

10 ページ



14 ソフトボール １９、２６日　全国健康福祉祭県予選　砺波総合運動公園

14 ラグビー ２６日　県社会人リーグ　砺波総合運動公園

20 むかわ町に元気を　中行燈練り回し 北海道地震で中止　　来月庄川観光祭に招待

20 防犯活動に役立てて ２７日　砺波金融協会が砺波市防犯協会に２０万円を寄付

21 保育所・幼稚園再編　判断基準の案示す ２８日　子ども・子育て会議

21 庄川地域の教育　住民全体で支援 「庄川地域教育支援協議会」発足

26 警察官に包丁突き付けた疑い ２８日　

富山 24 木製の感謝状作る 砺波・庄川の加藤さん　挽物木地の技

25 保育所１クラス　３年連続１０人以下で再編 砺波市が適正規模案

25 高波Ｂが優勝 ２８日　第２６回砺波市カローリング競技大会

25 地域で学校活動支援 庄川教育協議会が設立

27 北海道むかわ復興願う 砺波・庄川の清水町　夜高行燈に懸垂幕

27 廣貫堂が北信越出場 第６３回高松宮賜杯軟式野球県大会　砺波午前様クラブ

27 砺波工と富山国際大付敗れる ２６日　県高校野球連盟強化招待試合最終日

31 拳銃構え 包丁男に警告 砺波署員、通報受け臨場　公務執行妨害容疑　４６歳男逮捕

31 「適正な判断」 砺波署

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

13 技　光る　庄川挽物の感謝状 伝統工芸士　加藤さん制作 県高野連　竹本前理事長に贈呈へ

朝日 23 砺波平野　散居村　１０年の変遷知る ミュージアムがリーフレット　となみ散居村ミュージアム

 ３０日　木曜日
北日本 15 ２日　北日本となみ野茶会２０周年茶会　大樋長左衛門さん席主 挑戦と伝統感じる場　祖父制作の茶碗披露

15 北日本俳壇の集い 特選 二俣れい子　佳作 野村邦翠

16 県内美術館・博物館の催し(５／３０～６／５) 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

21 仲間と集う 砺波南部小平成５年度卒同窓会（砺波市 野村崇司）

21 仲間と集う 金剛寺福祉会・たまり場サロン（砺波市　坂井尚義）

25 子ども服や靴持ち寄り販売 みんなのママフリ

31 農業用水で死亡１８４件 県内過去１０年　対策会議が現場視察　県砺波総合庁舎

富山 14 コント 砺波・たぬき

25 ５、６年生９３０人競う 砺波市小学校連合運動会

25 小学校に１０万円寄付 メディカルケア

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 まつり 庄川観光祭

15 砺波市シルバー人材センター　ポイントカード制度開始 新規会員紹介などで付与

読売 27 初夏の花々　色彩豊か 砺波・四季彩館

 ３１日　金曜日
北日本 16 北信越高校野球 代表校の横顔 砺波工（富山３位） 接戦で勝負強さ発揮

22 特産ニラ出荷開始 ＪＡとなみ野生産組合 販売１億３０００万円目指す

23 ９３１人７種目で競う 小学校連合運動会

28 外国人客誘致へ 観光サイト充実 飛越能懇談会

30 女子高生買春容疑で男逮捕 砺波署

富山 15 地鳴り スマホの使用 細心の注意 嶋村了吉 ５５歳（砺波市・会社員）

25 アルギットにら初出荷 ＪＡとなみ野生産組合 高温対策で質向上

25 砺波市小学校連合運動会 大会結果

25 ロビー展 滝場由夫氏・夜高行燈ミニチュア展 北陸銀行庄川支店

26 となみ野花火 ８月２５日 旧盆から変更 メッセージ花火募集

26 車の更新費２０万円 市防犯協に寄付 砺波金融協

26 優良運転者ら表彰 砺波市交通安全協

26 屋敷林の管理 市に支援要求へ 砺波・カイニョ倶楽部

27 連携力が砺波の特長 連載執筆 本誌編集委員が講演

27 高校総体 大会結果

北陸中日 15 甘くて食感シャキッ 南砺 アルギットにら出荷式

15 北陸の１２チームが女子ミニバス熱戦 砺波で田上の郷カップ
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読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 6 広告特集　地域発　２０１９～我がまちの魅力～ ニッポン２０１９ 富山県　砺波市

＊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

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。
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