
　　　　　　　２０１７（平成２９）年６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　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し ６／１～６／７ 松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

25 認知症カフェで臨床美術 砺波 新たな取り組み開始  五感使いリンゴ描く

25 市議場リニューアル 砺波 一問一答方式導入 質疑用演台を設置

25 児童７種目で競う 砺波 市小学校連合運動会

25 味わい深い籠や花入れ 砺波 峯の会「一閑張展」

25 市環境保健衛生協が研修 砺波 楽しく歩き健康づくり

25 議長に稲垣氏 砺波広域圏事務組合議会

25 側溝の土砂取り除く 砺波 砺波市出町地区の住民や市職員

31 火元はおがくず収集装置 ３０日夜に発生した砺波市太田の火事

富山 1 砺波で３０．６度 ３１日の富山県内の最高気温

2 富山県分は３１２億円 今月の普通交付税

3 環境保全で全国首長会 ７日設立 会長に森富山市長

23 くらしの日記 ボランティア 柴田照子 ６８歳（砺波市鷹栖）

24 県となみ野観光連盟に名称変更 県観光連盟砺波地区会

24 砺波高の１年生１０人自転車リーダー委嘱 砺波署

25 砺波高志摩さん標語で全国２位 情報通信安全利用

25 議長に稲垣氏 砺波広域圏議会

25 ４部門で大会新記録 砺波市小学校連合運動会

26 認知症カフェ５ヵ所に拡充 臨床美術、音楽療法を導入 砺波・包括支援センター

27 福島、２００㍍も県高校新 県高校総体（２９日）

27 まちづくり国土交通大臣表彰 砺波市 中神土地区画整理組合

29 事件・事故 砺波の木工所で出火

29 地鳴り 俳句や二行詩作り続け５０年 春川正人 ７０歳（砺波市）

29 〃 遺影用の顔写しておく 佐野嘉江 ７２歳（砺波市）

31 自転車の女性 車と衝突、重体 南砺 

北陸中日 16 平成２９年度まちづくり国土交通大臣表彰 まちづくり功労者 砺波市中神土地区画整理組合

16 議員席に演台 砺波市議会、改修完了

17 アートする力で認知症を予防 砺波で臨床講座始まる 見て、触れて…右脳を刺激

17 おかきと大門素麺詰め合わせを発売 砺波・御菓蔵

17 ファイル１１０番 木工場で集じん装置焼く

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

27 南砺の市道交差点 女性はねられ重体 自転車で横断中

朝日 22 北信越の頂点へ １２校熱戦 高校野球 新潟で３日開幕 砺波工

23 砺波・チューリップタワー建て替え 新デザイン アイデア募る

日本経済 31 鑑賞花 世界で咲け 富山のチューリップ ２６年ぶり輸出再開

 ２日　金曜日
北日本 1 政活費 １６年度使い切り率 県と１１市町で減少

2 けさの人 県高体連会長に就いた 林誠一さん

3 北陸新幹線全線開業早期実現決議を確認 県西部市議会議長会

14 北信越高校野球 代表校の横顔 下 砺波工（富山２位） 投打とも勝負強さ

24 読者のひろば 中越鉄道開通１２０年 南砺市 今井春継（農業 ６４歳）

26 空き家にＤＩＹ工房 砺波 般若地区で来春開設

27 行燈作りに地区一丸 あすから庄川観光祭 復活１０年目下村 老若男女が協力

27 庄川のアユ味わって 砺波 料理店 介護施設で提供

27 おかき全てに地元産材料 砺波  おかき製造・販売の御菓蔵

32 石坂会長を再任 県高校ＰＴＡ連合会

富山 3 ３０年度の全線開業決議要望へ 新幹線で県西部議長会

23 空き家にＤＩＹ工房 砺波・般若地区、来春開業

23 体育センター ２２日に起工式 出町保育所跡地

23 ＪＡとなみ野アルギットにら 大阪方面にも出荷  南砺 初収穫の７５０㌔集まる

23 福寿会が介護初任者研修 社会福祉法人福寿会による介護職員初任者研修

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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25 石坂会長を再任 県高校ＰＴＡ連合会

27 南と役川・塚田Ｖ 北信越中学生テニス選手権

北陸中日 20 新幹線全線開業求める決議を 県西部市議会議長会

27 「村上春樹」さん いらっしゃい 神戸の老舗 同姓同名にピザ提供 ノーベル賞受賞祈願

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

24 砺波づくし お中元に 地元原料のおかきなど ギフトセット販売

25 空き家ＤＩＹ貸し工房に 砺波で来春オープン

朝日 10 広告特集 地域発ニッポン２０１７～我がまちの魅力～ 砺波市

22 モクチョーシンドローム 佐藤忠博 ３日～７月１７日 松村外次郎記念庄川美術館

 ３日　土曜日
北日本 15 全面広告 第６５回庄川観光祭

16 第７２回県展 入賞・入選 美追求 意欲作そろう

21 県民スポーツ・レクリエ―ション祭 ターゲット・バードゴルフ  ビーチボール ビリヤード 

23 砺波工 中越と対戦 北信越高校野球きょう開幕

26 大花壇にカンナ植え込み 砺波 チューリップ公園で来月フェス

26 AEDの使い方学ぶ 砺波 JAとなみ野のボランティアグループ「ほほえみの会」

27 行燈集結・街並み一望 ９、１０日となみ夜高まつり 商議所青年部 高所観覧を初企画

27 田楽行燈作ったよ ちゅうりっぷ保育園 お年寄りと協力

27 従業員１６人を表彰 砺波 砺波工場協会

27 華やかなバラ１９０株 砺波 県花総合センター・エレガガーデン

27 会長に堀田さん 砺波 砺波商工会議所女性会

27 会の新名称決まる 砺波 県観光連盟砺波地区会

29 植物園に来られ 県内１０カ所対象 スタンプラリー

富山 1 県内有権者９０万２２９５人 ３月から６８３人減

24 小菊電照栽培にLED 砺波・権正寺営農組合  経費節減、面積拡大へ

24 園児、行燈作り練る ちゅうりっぷ保育園 砺波

24 消火や土のう訓練 砺波市危険物安全協

25 県内１０植物園でスタンプラリー １１月末まで

25 不審者対応を訓練 砺波・鷹栖小

26 県展きょう開幕 県民会館 ６５６点が入選

27 カンナ植え込み夏の迷路楽しみ 砺波チューリップ公園

27 県社会人ラグビーリーグ 砺波３３－１４富山

北陸中日 18 越中春秋 タマネギ

19 カンナの大迷路 楽しみ 砺波、球根植え込み始まる

読売 32 ラグビー 県社会人リーグ

 ４日　日曜日
北日本 1 大輪１５００発夜空彩る 庄川峡花火大会

18 県高校総体 中心会期が開幕 大会結果

18 陸上競技 砺波地区中学校選手権大会 大会結果

20 読者のひろば いい写真が撮れた 砺波市 黒田和也（会社員 ４０歳）

20 仲間と集う 芝桜の郷 新屋敷（４月）

23 民話の絵本 役立てて となみ衛星通信テレビ 砺波や南砺 小矢部市に寄贈 

23 布雑貨やアクセ 多彩に 砺波 「小さな手作り展」

23 中国の遺跡 写真で紹介 砺波 庄川町日中友好協会の第３６回中国展

28 ゴリラの彫刻など１７点 庄川美術館 福光の佐藤さん作品展

29 天位に川上さん（魚津） 県俳句連盟春季大会 古文書読む喜び表現

29 会長に水谷さん（富山市西部中） 県PTA連合会

31 １９６４年に砺波で３人死亡 県内の小型機墜落

31 極彩色行燈ぶつけ合う 庄川観光祭開幕

富山 1 立山で小型機墜落 ４人乗りセスナ

1 夜高行燈 鮮やか競演 砺波・庄川観光祭が開幕

22 砺波・上中野配水場 初公開で家族連れ 水道水使った発電施設見学

23 児童にカイニョ伝え 砺波で総会 出前講座実施目指す

23 生活訓練で書道 砺波で障がい者

24 テニス団体男女 国際大付が制す 県高校総体（３日） 大会結果

25 砺波工、初戦敗退 きょう高岡商－星稜

26 夜高行燈 勢ぞろい 砺波・宮村、三郎丸、中村
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26 新会長に水谷氏 県PTA連

北陸中日 19 砺波工１回戦惜敗 北信越高校野球 中越に４－６

19 夜高あんどん豪華絢爛 庄川観光祭が開幕

19 県高校総体 大会結果

19 県中学生空手道選手権大会 大会結果

20 県境ものがたり 飛越６ 鏡に浮かぶ人の営み

読売 28 病院の実力 ～富山編１１２ 腰痛 内視鏡手術 ＨＰに認定医

29 砺波工 初戦で敗退 第１３６回北信越地区高校野球大会

朝日 23 砺波工 中越に競り負け 北信越高校野球が開幕

23 陛下植樹の無花粉スギなど ４８年ぶりの植樹祭 記念展

毎日 22 砺波工 先制及ばず 新潟 北信越高校野球開幕

 ５日　月曜日
北日本 1 富山の風感じ快走 グランフォンドに１４００人

8 読者写真コンクール ５月の入選作 一席 「スマイルガーデン」 ほか

14 県高校総体 中心会期第２日 大会結果

15 ９２３８人 健脚競う 黒部名水マラソン

15 富山中部制す 県高校ＯＢゴルフ 高岡ＣＣ ２７校２１４人競う

17 越中路 海へ山へ グランフォンド富山２０１７

24 吹奏楽祭 ３０団体演奏 砺波 第３６回砺波地区吹奏楽祭

24 イタセンパラいるかな 氷見 万尾川 「守り人」が調査

25 躍動の踊り街盛り上げ 庄川観光祭 パレード演舞も

25 コスモス種まき子ども１３人体験 砺波 夢の平スキー場

25 ゴリラ彫刻への思い語る 砺波 松村外次郎記念庄川美術館

29 村岸さん（砺波出身）看護師役で主演 ミュージカル「あした天使になあれ」 仕事と恋テーマ

富山 16 油田Ａが制す 第２０回北部苑所長杯争奪親善【やすごと】ゲートボール大会

16 男子は末上が優勝 第３４回カーター記念黒部名水マラソン

17 １００万本コスモス心待ち となみ夢の平スキー場 子どもら種まき １０月にウォッチング

17 津軽三味線 熟練の技 砺波で貫松輝会おさらい会

17 音頭街流しや行燈練る 砺波・庄川観光祭最終日

19 魚津・砺波が高学年を制す 富山南ライオンズクラブ杯第１９回富山市ジュニアラグビー大会

19 富山一、サッカーＶ 県高校総体（４日） 大会結果

21 月曜川柳 乱反射 別所武（砺波）

21 コント 値上がりラッシュ（砺波・たぬき）

北陸中日 13 「庄川よいとこ…」まち彩る踊り流し 観光祭最終日

13 県高校総体 大会結果

13 カーター記念黒部名水マラソン 小学女子 ３㌔①上野真由（砺波東部小）

読売 25 少年野球 となみ野リーグ（４日）

25 末上選手「うれしい」初Ｖ 名水マラソン 各種目の上位者

 ６日　火曜日
北日本 14 空手道 第２２回県中学生選手権大会 ３日 男子個人組手③中谷翔貴 女子個人組手①三島桜妃

14 空手道 県少年少女選手権 ４日 小学女子 形 ３年③津田琳絢

14 テニス 北信越中学生選手権 女子シングルス⑧長山真凛

14 バスケットボール オールジャパン県予選 試合結果

14 インターハイ 試合結果

18 合宿誘致を強化 砺波市 ６月補正で補助増額

18 会長に田中南砺市長 砺波土木協会
19 自転車の安全利用 砺波高生が模範に サイクル安全リーダーの委嘱状交付式

富山 23 わが町朝市夕市（６～１２日） 砺波市

25 チューリップ、写真多彩 砺波 高波のコンテスト作品展

25 藤崎さん、南部さん けがの高齢者保護 砺波署が感謝状

25 観光祭終えた会場 中学生と清掃奉仕 庄川町商工会青年部

26 住みたいまち 住民が考えて となみＪＣ講演会

北陸中日 17 ＬＥＤ電照栽培 目指せ輝く成果 砺波・権正寺営農組合

17 夜道で高齢者保護 女性２人に感謝状 砺波署

17 県少年少女空手道選手権大会 女子 形 小学３年③津田琳絢

 ７日　水曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生 かなわぬ住民の発言

11 県俳句連盟春季俳句大会 ３日、北日本新聞ホール
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13 サッカー 高円宮杯県ユース（Ｕ－１５）リーグ 試合結果

13 ソフトテニス 県小学校夏季大会 大会結果

13 県ジュニアクライミング大会 大会結果

19 大規模地震を想定 市職員が参集訓練 災害時非常連絡員ら対象職員１００人に連絡

19 元気良く「ヨイヤサ」 園児が行燈曳き回し

19 不審者対応を確認 砺波署が鷹栖小学校で不審者対応訓練

19 屋敷林の知識普及を推進 砺波カイニョ倶楽部が総会

19 高齢者女性保護で感謝状 砺波市上中野で道に迷った高岡市の女性を保護

19 ガソリンスタンドで訓練 砺波市危険物安全協会の危険物施設消防訓練

24 牛岳 山開き 一年の安全祈る

24 ウナギ稚魚を放流 庄川漁業協同組合

24 記者ぶろぐ 散居村の新たな風景

26 犯罪被害支援窓口 全市町村設置は４１都府県

富山 4 北陸総合通信局長賞に氷見高 「安心安全な利用」標語 協議会長賞に志摩彩美さん（砺波高）

22 園児元気 曳き回し 砺波 出町認定こども園児

23 山満喫の季節到来 牛岳山頂春祭と開山祭 入山者の無事、１００人願う

23 大きく育って 園児や高齢者花植え 砺波・北部苑

23 石黒・福田組３連覇 第３回屋内ペア親善ゲートボール大会

24 県民スポレク祭 試合結果

27 地鳴り 日本の農業は生命維持産業 武蔵 桂 ７９歳（高岡市）

27 コント ミラン今季限り （砺波・越中之助）

北陸中日 5 発言 ツバメを眺め 初孫誕生待つ 農業 島田 栄 ６８ 富山県砺波市

15 声響く 砺波・こども園 夜高あんどんを園児が引き回し

15 ポートランドにまちづくり学ぶ 砺波でＪＣ講演会

読売 30 よみうり文芸 川柳 秀逸  砺波市 前田美智子

31 夜高あんどん ぼくらも引くぞ 砺波市立出町認定こども園の園児

 ８日　木曜日
北日本 2 循環型社会へ首長の会 １６０市区町村設立総会 初代会長に森富山市長

16 県内美術館・博物館の催し ６／８～６／１４ 松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

19 米原商事決勝へ 砺波市大会開幕

23 きれいな花 楽しみ 各地で苗植え 砺波 北部幼稚園 お年寄りと協力

23 １００万人目利用者の渡辺さんに記念品 砺波 市温水プール

23 コイ・ニジマス放流 砺波 和田川ダム湖畔

23 茶筅に感謝 精進を誓う となみ供養茶会 かいにょ苑で開催

23 マイクロ水力発電所を見学 砺波市上中野配水場

23 ざっくばらん 舟戸若連中裁許 舟戸卓也さん （砺波市・４４歳）

23 陶器や井波彫刻の力作並ぶ 吉田恵子さんと家族による「風薫る三人展」

26 あすから頼成の森「花しょうぶ祭り」 砺波６００品種並ぶ

26 特別支援学級へ図書カード贈る 富山パイロットクラブ

29 地域の助っ人増加 協力隊員５年で１０倍 任期後の定住 課題

富山 2 環境保全へ地方が結束 東京で「首長の会」設立総会

24 とやま文学街道 高岡市 常国  砺波市 増山、頼成新

29 １団体１個人たたえ 砺波市危険物安全協会

30 来場者１００万人 砺波市温水プール

31 ハナショウブ見に来て ９日から祭り 砺波のＰＲ隊来社

33 コイ・ニジマス放流 砺波・和田川ダム湖

33 地鳴り 量販店のビール安売り規制疑問 角栄一 ６５歳（砺波市）

北陸中日 9 災害時 ＦＭ局設置協力 通信局とコミュニティ放送協会北陸

17 砺波市温水プール 利用者１００万人達成 渡辺さんに記念品

17 砺波・和田川ダム湖にコイ、ニジマスを放流 県企業局

17 花しょうぶ祭り 来てね あすから砺波、関係者がＰＲ

18 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド まつり となみ夜高まつり

18 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド 季節 頼成の森花しょうぶ祭り

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 26 ハナショウブの季節 あすからイベント

朝日 25 「花しょうぶ祭り」来てね プリンセスチューリップがＰＲ 砺波・頼成の森 あすから
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 ９日　金曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生５０ 個人の賛否 公開で増す緊張・責任

19 北日本新聞朝間野球 ８日 砺波市 １回戦

19 卓球 中部日本選手権県予選 カブ②梅基来夢（砺波ジュニア）

24 行燈突き合わせ「楽しみ」 きょうから「となみ夜高まつり」  インド出身シバラマさん

24 地元の店で食べ歩こう 砺波 市飲食店組合がガイド

25 砺波総合病院１６年度決算 赤字幅 半減の見込み

25 障害者 丁寧な筆運び 砺波 障害者の生活能力向上を目的にした書道教室

25 広告 となみ夜高まつり 

28 全面広告 第３２回頼成の森 花しょうぶ祭り

30 遺構から社会探る １１日 越中史壇会が講座

32 増山城跡 １９年度から整備 砺波市教委 案内板や散策路

富山 3 ４地区を採択決定 県の中山間地域チャレンジ支援

20 今はこれ！市場から 炒め物に砺波のニラ

23 砺波市飲食店組合 ６部門１３７店紹介 ガイド冊子、好評で改訂

23 総合病院、３年連続赤字 砺波市

23 増山城跡に看板や柵整備 全員協議会

24 砺波市シルバー人材センター ゴールド会員新設 就業できない会員対象

24 県体（３、４日） バレーボール 

24 バレーボール・全国家庭婦人いそじ大会県予選 大会結果

北陸中日 16 ４議案を提案 砺波市議会開会

16 DIY応援 工房開設へ 砺波 工具賃貸や指導

16 砺波市シルバー人材センター ゴールド会員制を導入 県内初

読売 16 第３２回頼成の森 花しょうぶ祭り ６／９（金）～１８（日）

23 ほくりくフットパス ツバキ彩る「水のまち」  三条山と庄川まち歩き（砺波市）

23 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

朝日 27 ニュース短信 砺波市議会が開会

 １０日　土曜日
北日本 25 特集 となみ夜高まつり 夜高行燈コンクール 復活５０年 町の誇り

25 広告 私たちも「となみ夜高まつり」を応援しています

34 「雪たまねぎ」最高の出来 JAとなみ野 販売額５億円見込む

34 初夏の草花１３０品種紹介 県花総合センターで花まつり

34 苗木成長へ「根踏み」 北陸コカ・コーラグループとGRNホールディングスグループ

35 まちづくりテーマに講演 となみ青年会議所の公開例会

36 五穀豊穣を願う 砺波 五鹿屋地区 JAとなみ野資材配送センターあぐり館に集まる

36 行燈２１基 街きらめく となみ夜高まつり開幕

36 入院患者らに披露 砺波総合病院前

36 ゴールド会員新設 砺波市シルバー人材センター ８日総会 県内では初の取り組み

37 ハナショウブ優美 砺波で祭り開催

37 田んぼで野菜生産 規模拡大へ研修会 「みずほ農場」（砺波市）が事例発表

富山 1 華麗な大行燈競演 となみ夜高まつり開幕

26 ロックの日 鍵掛け求め 砺波のスーパー 砺波署や青島地区防犯組合など

27 近藤さん栄冠 砺波市柳瀬地区グラウンドゴルフ前期大会

27 砺波総合病院を訪問 新町と東町の大行燈

27 新町が大行燈市長賞 コンクール結果

27 出町青葉幼稚園児が花束 キリスト教の「花の日」の行事

28 初夏を彩る草花満喫 砺波で「ユリとギボウシ」 開園３０周年

28 コンテナガーデン 八塚さん最優秀賞 入賞者の報告

28 提灯や行灯で彩り イオンとなみ ２周年祭始まる

28 タマネギ豊作 産地化に弾み JAとなみ野 選別ライン増強 砺波で収穫始まる

29 中部日本卓球選手権県予選会 結果報告

31 地鳴り 公園のトイレ 軽率さを猛省 嶋村了吉 ５３歳 （砺波市・会社員）

31 地鳴り センダイハギ 日々癒され 上田百合子 ６４歳（砺波市）

33 「健やかに」「長生きを」県民の声 NPO法人森林総合支援センターの鶴巻登志広理事長

33 ハナショウブ優美 砺波・頼成の森

北陸中日 1 ど派手 あんどん輝く となみ夜高まつり

19 砺波産タマネギ 今年も実り豊か 収穫本格化

5 ページ



19 花しょうぶ祭り 開幕 砺波・県民公園 見ごろは１４日ごろ

読売 32 土中から目覚め 特産タマネギ収穫 「雪たまねぎ」の名前で出荷

32 空手道 第２２回県中学生選手権

毎日 26 花しょうぶ祭り 園児の歌で開園 砺波・頼成の森

 １１日　日曜日
北日本 1 豪快「突き合わせ」 となみ夜高まつり

3 基金増で交付税削減論 「埋蔵金」政府が問題視

9 ICTで学ぶ意欲アップ 県内高校 授業にタブレット活用 県立１２校モデル指定

17 鷹栖・ひなどりA優勝 砺波市児童クラブ相撲大会

19 １団体１人を表彰 砺波市危険物安全協会の表彰式

22 ご神火ともし豊作祈る 越中一宮高瀬神社の伝統行事「祈念穀祭」

23 農村の暮らし体験 とやま帰農塾・砺波塾開講

23 庄川アユやや小ぶり 解禁前に試し捕り

23 雨のハナショウブきれい となみ野バスツアー 郷土料理に舌鼓も

23 花束贈り感謝伝える 砺波市青葉幼稚園

28 フラメンコと書の競演 砺波 糸魚川支援チャリティー

富山 1 大行燈 激突に沸く となみ夜高まつり最高潮

23 収穫の喜び砺波で実感 県外８人「帰農塾」始まる

23 農業関係者豊作祈る 南砺・高瀬神社

23 平木、斎藤さんV 砺波市パークゴルフ協会６月度月例大会

24 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ県リーグ 試合結果

24 バスケットボール・オールジャパン県予選 試合結果

25 県小学生夏季ソフトテニス大会 大会結果

25 北信越ハイシニアソフトボール大会県大会 大会結果

26 庄川のアユ やや小ぶり 射水、砺波で成育調査 １６日に解禁

27 地鳴り 飼い犬のふん 処理しない人 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

27 地鳴り 週末の楽しみビール値上げ 藤井昭道 ４５歳（砺波市）

 １２日　月曜日
新聞休刊日

 １３日　火曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生５２ 維持・削減 正解なく

24 吹奏楽の練習の成果披露 南砺福光高校吹奏楽部 砺波市文化会館で第３６回定期演奏会

25 採れたて野菜ずらり 千光寺 芹の市 花しょうぶ祭りに合わせ

32 大門が最優秀賞 県中学校放送コンテスト 砺波市庄西中学校

33 窃盗で福岡県の男再逮捕 砺波署と県警捜査１課、長野、和歌山両県警

33 県内３１団地で石綿使用か 県内では富山、高岡、滑川、砺波、南砺の各市と立山町にある３１団地

富山 21 わが町朝市夕市（１３～１９日） 砺波市

24 流木乗り「出場を」 砺波 ８月の庄川水まつり

24 イオン、緑化推進へ寄付 花と緑と文化の財団に５６万５８６８円を寄付

24 砺波「芹の市」にぎわう 砺波市栴檀野自治振興会の朝市が千光寺駐車場で開かれる

25 大行燈 豪快突き合わせ 砺波・五鹿屋地区 夜高祭最終日

27 玉入れなどで競う 第１３回砺波市障害者スポーツ大会

29 ひったくり疑い再逮捕 砺波署、県警捜査１課と長野、和歌山両県警

29 地鳴り 車当て逃げ 何と卑劣な 黒田和也 ４０歳 （砺波市・会社員）

29 地鳴り ママの怒った顔はシーサー 小倉慶子 ７２歳 （砺波市）

30 土地評価額が下落 ２人が砺波市提訴 地裁高岡支部

北陸中日 17 ファイル１１０番 窃盗容疑で再逮捕

17 県春季ジュニアテニス選手権大会 大会結果

読売 32 県代表目指す① 男子チーム となみJr.

32 少年野球 となみ野リーグ　庄川４－２福光

32 ＵＳＯ放送 引退表明後の初戦 （砺波・越中之助）

１４日　水曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生５３ 生徒の声 議会に反映

1 天地人 「小野竹喬展」図録

20 各地のスポーツ成績 結果報告

22 読者のひろば 入れ忘れに気落ち 砺波市 小西文子（主婦７３歳）

25 ホタル舞い１００匹の光 砺波 石北地区で観賞会 住民一丸環境作り
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25 歌って踊って１０周年祝う 砺波 福祉センター北部苑 北部デイサービスセンター

25 彫刻や絵画３４点紹介 砺波 「となみから～世界から～藤井治紀の軌跡」

28 最高賞に片岸さん 福野夜高祭フォトコンテスト 斉藤司（砺波市）

29 県西部でなりすまし詐欺の前兆事案１２件 警察官らをかたる不審電話があった

富山 21 創立１０周年で記念式典 砺波・北部苑 高齢者、園児祝う

21 戸出、砺波の消防合同訓練 署員が相互の連携を深めた

23 福野夜高祭フォトコンテスト 富山新聞社賞 斉藤さん（砺波市）

27 地鳴り 朝の出勤途中 女の子が花を 佐野嘉江 ７２歳（砺波市・パート）

27 コント 藤井四段２５連勝 （砺波・たぬき）

28 １２世帯に不審電話 砺波、南砺、小矢部

北陸中日 5 テーマ 特集 旗 平和呼び掛け 東京五輪好機 上野亮平 ７４ 富山県砺波市

読売 26 よみうり文芸 短歌 【秀逸】 砺波市 別所武

26 〃 文芸サークルから　海潮砺波歌会

26 ラグビー県社会人リーグ 試合結果

26 県代表目指す② ＴＮＶＧ（砺波） 砺波東部（砺波） 庄川（砺波）

毎日 22 糸魚川に希望を 砺波 書家ら支援の催し

 １５日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（６／１５～６／２１） 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

16 照明の下 はつらつ 砺波 ナイターソフト開幕

16 逆転サヨナラＡＷ優勝 北日本新聞朝間野球 砺波市大会

19 婦人会活動で地域元気 砺波 県婦人会の砺波地区指導者研修会

19 障害者がスポーツで親睦 砺波 第１３回砺波市障害者スポーツ大会

19 利用額の一部 財団に寄付 砺波 砺波のイオンモールとなみ

20 仲間と集う 若神組十三日講 砺波市 中嶋一雄

23 古布使った服飾２００点 砺波 村田悦美さんによる「大人のかわいい服展－古布リメイク」

23 相撲部員と一緒に餅つき 砺波 デイ施設で園児ら交流

23 訓練で連携強化確認 砺波 戸出消防署と砺波消防署、同署庄東出張所の連携強化

25 民営化後の園児も一服 あぶらでん保育園 砺波・麦秋苑 お茶を嗜む会

25 砺波工高の生徒 施設で清掃奉仕 砺波工高のボランティア活動 

富山 26 全国ホープス兼東日本ブロック卓球大会県予選会 大会結果

27 園児、高齢者と餅つき 砺波 アイシン相撲部員が参加

27 砺波地区寿野球 定期リーグ戦 大会結果

27 砺波地区中学校陸上競技選手権 大会結果

27 県柔道連盟第１回昇段審査会 結果

27 西から東から 豊作は農家の愛情で

28 となみ野花火 ８月１５日に２千発

北陸中日 5 ミニコント 旗 （砺波・越中之助）

17 福野夜高祭 切り〝撮”った 福野夜高祭フォトコンテスト

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

 １６日　金曜日
北日本 22 茶色に輝く小麦収穫 大門素麺原料 地元産５０トン見込む

22 夢追って建具の世界へ 砺波のメーカー 服部さん奮闘 数少ない女性職人に

22 チューリップ公園周辺 球根掘り始まる

23 外部コンサルを導入 砺波 総合病院経営健全化へ

23 一問一答方式を一般質問に導入 議論分かりやすく

23 代表質問 山森文夫氏 病院に自動精算機 効果考慮して検討

23 ２３００戸に屋敷林保全管理推進 開田哲弘氏の一般質問に加藤商工農林部長が説明

27 高木さん（京都）が書を寄付 砺波 チューリップ花汁を使用

28 県内１６人入選 独立選抜書展

28 県功労表彰に看護職員５人 厚生部門医療分野

29 １０月に３０周年式典 県シルバー人材連合会

29 機械に手挟まれ重傷 国道３５９号延長工事現場

富山 22 チューリップ球根掘り取り 砺波で児童 フラワーロード

23 各部門で経営戦略企画 総合病院 ３診療料から改善
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23 屋敷林保全で枝打ち研修会 砺波、南砺両市が連携

23 一般質問で一問一答形式 今定例会から導入

23 買い物客に呼び掛け 砺波署と砺波市防犯協会 特殊詐欺被害防止の啓発

23 種田Ｂ優勝 第２１回砺波市カローリングクラブ競技大会

24 大門素麺原料 小麦を収穫 砺波で営農組合 ５０トン見込む

26 砺波市民らの「お宝」紹介 １１、１２月に展示会 作品を募集

27 事件・事故 作業中に指挟まれ重傷

27 地鳴り 砺波夜高祭りにぎわった 嶋村了吉 ５３歳 （砺波市・会社員）

27 地鳴り 事故に遭った息子の言葉 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

28 議会改革度 県内は県議会トップ 回答９市で富山市最下位

北陸中日 18 砺波総合病院 赤字半減１億円余 １６年度 黒字転換を目指している

19 砺波市教委 案内看板や散策路 整備へ 増山城跡こちらです

19 黄金色の麦畑 純白素麺の夢 砺波・大門で収穫始まる

19 球根ざくざく 土から見っけ 砺波の小学生 体験学習

19 ファイル１１０番 指はさまれ重傷　国道３５９号の道路延長工事現場

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

毎日 24 県内から１６人入選 東京で開催 独立選抜書展

24 ギャラリーだより モクチョーシンドローム佐藤忠博

 １７日　土曜日
北日本 3 となみ政経懇話会 ６月例会 「地方創生の現状と課題～企業再生による地域活性化～」

17 県民スポレク祭 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

18 パークゴルフ 第１回県年金受給者協会砺波支部大会 大会結果

23 大規模災害に備え業務継続計画策定 砺波市 

25 旬のアユに舌鼓 釣り漁解禁で庄川の料理店

25 糸魚川大火復興へ義援金２３万円預託 書家の高木さん

26 大賞に熊木さん（砺波） となみ野美術展きょう開幕

富山 3 きょう厚生部門で５人表彰 県 １７日 今年度の厚生部門（医療分野）の功労表彰

21 市町村議会（１６日） 砺波市 災害時の市業務継続計画 今年度中に策定

21 砺波法人会２部会が総会 砺波法人会女性部会と青年部会の総会

22 アユ香り高く 柔らかく 砺波・庄川の専門店

25 地鳴り 人の情けこそ一番うれしい 春川正人 ７０歳（砺波市）

北陸中日 15 塩焼きや甘露煮 アユ料理に舌鼓 砺波「鮎の里」

18 災害時の業務継続 年度内に計画策定 砺波市が概要

18 一問一答方式導入 砺波市議会

読売 26 笑顔広がる認知症カフェ 砺波 「臨床美術」「音楽療法」導入

26 全国ホープス兼東日本ブロック大会県予選 大会結果

26 球根掘れ掘れ！ 砺波 砺波チューリップ公園周辺

毎日 24 砺波市に「花」寄贈 高木さん 糸魚川支援で揮毫

 １８日　日曜日
北日本 18 小杉で県生涯軟式野球還暦選手権 声掛けプレーはつらつ

22 青年部会長に山田さん 砺波　砺波法人会の青年部会と女性部会がそれぞれ総会

23 庄川の自然美 絵で表現 砺波　となみ野 中学生写生大会

23 コシノヒガン 園児と植樹 砺波　富山トヨペット社員ら ちゅうりっぷ保育園で「さくら植樹会」を開く

23 パパに手作りプレゼント 砺波　父の日に向けたプレゼントを作る手作り教室

23 散村地域研究 住民らに発表 砺波  地理・文化 幅広く

27 庄川に初の民泊施設 川向さん（名古屋）実家改装

28 １２０人の意欲作一堂に 砺波市美術館 となみ野美術展開幕

31 風車 富山大国際交流センターのオランダの大学生

富山 20 富山、石川ゆかりの作品 高岡で書画古美術展

20 ちゅうりっぷ保育園園児らがサクラ植樹 富山トヨペット寄贈

21 砺波に初 民泊施設 築１５０年の空き家活用

21 古刹見学や書道体験 砺波でオランダの大学生

21 アカペラを楽しむ 砺波・鷹栖小「よい音楽を聴く会」

22 県勢９チーム決勝Ｔへ ミニバス ブリンスカップ開幕 大会結果

24 加賀藩の田地割を報告 砺波散村地域研究所が例会

北陸中日 17 築１４６年の空き家を再生 古民家のゲストハウス
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読売 24 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

25 小学生バレー ４強 出そろう 県大会開幕 大会結果
朝日 23 名古屋の男性、砺波の実家を修繕 ゲストハウスを開業「地元へ恩返ししたい」

 １９日　月曜日
北日本 7 とやまの公園 空中散歩 庄川水記念公園

10 追想 ありし日 東洋道路興業会長 砺波市議会元議長 梶谷公美さん

17 陸上競技 第１３回砺波市民体育大会 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
25 天位に野村さん・別所さん 砺波 辛夷砺波支部と若芽句会の合同俳句大会

30 南砺福野が最優秀 県高校放送コンテスト

31 魚津で来年４、５月 富山国際現代美術展 ２５周年彩る野心作期待

富山 2 ２００株の花 夏の庭演出 砺波・チューリップ四季彩館

16 災害に備えて危険箇所巡視 砺波市防災士連絡協議会 ７カ所を巡視

17 親子が語りの魅力体感 砺波図書館の図書館サポーター講座

19 氷見ブリンスカップ 大会結果

22 最優秀に南砺福野 県高校放送コンテスト

23 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 12 アンスリウム“夏の庭” 砺波の四季彩館 季節展示始まる

12 チューリップ花汁 墨に混ぜた書寄贈 砺波市に高木さん

13 県社会人ラグビーリーグ 試合結果

13 県高校選手権水泳競技大会 大会結果

13 県民スポレク祭 大会結果
読売 27 少年野球 となみ野リーグ　大会結果

27 ＵＳＯ放送 健康の秘訣 （砺波・越中之助）

 ２０日　火曜日
北日本 3 県議会 一般質問 返礼品に「富富富」 瘧師富士夫氏（自民、砺波）

12 広告 空中カフェ２０１７

20 読者のひろば 客の心つかむ方法  砺波市 村中正敏（無職 ８７歳）

23 道の駅庄川２７日新装開店 市町村議会 砺波 ご当地メニュー提供

23 イノシシ捕獲１６年度は１５９頭 農作物被害 ピークの１割

23 まちづくり功労受賞報告 砺波市中神土地区画整理組合

28 チューリップフェア写真コンテスト 最高賞に杉山さん（高岡）

28 東京だより 佐藤さん（砺波）の油彩・水彩画１８点 銀座

富山 3 県議会 一般質問 ふるさと納税どうする 瘧師富士夫氏（自民）

3 記者席 地元応援団の力

19 くらしの日記 ハーモニカ 紫藤道子 ８２歳（砺波市狐島）

21 わが町朝市夕市（２０～２６日） 砺波市

22 市町村議会（１９日） おんせん野菜地物料理販売 改修の「道の駅庄川」

25 中神土地区画整理組合が大臣表彰報告 砺波市長に

29 地鳴り 外出時には鍵掛け徹底  犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 19 新砺波体育センター ２２日、表町で起工式 ２０１８年９月の完成を目指す

 ２１日　水曜日
北日本 15 砺波地区中学校総合選手権大会 大会結果

15 水泳 砺波地区中学選手権 大会結果

15 軟式野球 スポーツマスターズ県大会 大会結果

15 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ 大会結果

19 総合病院への紹介率４５．２％にアップ 昨年度の月平均３９．６％に比べ５．６ポイント増えた

19 ざっくばらん 砺波商工会議所業務課主任 森田要さん（砺波市・４２歳）

19 スペインの町並み描く 砺波 洋画家 大野一秀さんの個展がギャラリーみかん堂で始まった

23 スリル満点 流木乗り大会 ８月庄川水まつり 参加者募集

24 フィリピン・ベトナムへ 富山の観光売り込み 旅行会社担当者ら招く 砺波の名所案内

24 砺波 住みよさ２位 全国ランキング 出生数増など後押し 県内８市 ５０位以内

富山 1 砺波２位、魚津６位 住みよさランキング 全国７９１市と東京２３区を対象とした東洋経済新報社の住みよさランキング

3 富山観光の魅力紹介 ベトナム、フィリピンから招聘

20 市町村議会 非紹介患者が減少 昨年度同時期に比べ８．６％減少

21 中嶋さん優勝 第３１回健康麻将氷見島尾ボルカノ杯

21 野村会長を再任 砺波市社会福祉協議会の理事会で再任した

25 地鳴り 譲渡会に参加 ４匹の子猫が 嶋村了吉 ５３歳　（砺波市・会社員）
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27 県内５０位以内に８市 住みよさランキング２０１７ 「住居水準充実度」氷見１位

北陸中日 13 砺波 住みよさ全国２位 かほく４位、野々市５位

17 道の駅庄川 ２７日新装開店 フードコート新設、買い物広々

読売 26 砺波市 住みよさ全国２位 順位上昇 ６位に魚津市

朝日 27 夏に挑む ４７チーム ６球場 来月１３日に開幕

 ２２日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（６／２２～６／２８） 砺波市美術館 松村外次郎記念庄川美術館

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

18 県高校総体　水泳 大会結果

18 県柔道連盟昇段審査会合格者 合格者一覧

22 大麦全１６６トン１等 JAとなみ野 初検査

23 教員の勤務実態把握へ 市内小中学校を調査

23 美しいハーモニー楽しむ 砺波市鷹栖地区のふれあいフェスティバル

30 「いろはす」にカビ 北陸コカ・コーラが回収

富山 22 とやま文学街道 砺波市芹谷

26 小中学校教諭の労働実態を調査 総務文教常任委員会 

27 ４人に資格取得給付金 それいゆ砺波、認証２０周年記念

27 新会長に岩崎氏 砺波建設職業安定協会の総会

29 関東オールスターに帝京大・西選手出場 ラグビー 砺波市庄西中出身 西和磨選手

29 ２７日、砺波で指導 となみラグビースポーツ少年団の練習に参加

29 頼成の森 雨の散策 石川県中央歩こう会３９人が花ショウブを見て回った

32 県内河川で投網解禁 アユ、今年は豊漁

35 「い・ろ・は・す 塩れもん」 一部にカビ、自主回収 北陸コカ・コーラが回収

北陸中日 17 １７年産大麦１６６トン 全て１等格付け JAとなみ野、初検査

17 県立高校の再編へ ３日から意見交換 県内５地区で

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

27 北陸 夏至の梅雨入り 平年より９日遅く

朝日 31 「い・ろ・は・す」３１万本回収 一部にカビが混入

 ２３日　金曜日
北日本 5 ２期ぶり減収減益 県信組３月期

17 砺波市地区予選７人が本大会へ 本社社長杯パークゴルフ

18 色とりどりのステンドグラス 富山 花木さん教室作品展

20 図書館で親子に語り 砺波市砺波図書館の図書館サポーター講座

20 防災体制を確認 砺波市防災士連絡協議会

20 新聞エコバッグ教室 ＪＡとなみ野本店南館会議室

21 身近なスポーツ拠点に 新砺波体育センター起工 来年９月完成予定

21 早く元気になるように 砺波総合病院 七夕飾り付け

21 利用者３０万人を達成 砺波市庄川健康プラザの利用者

21 レースに合わせ木彫刻 南砺 １０月トレイルラン 初の参加者向けツアー

21 会長に岩崎さん 砺波建設職業安定協会 総会

21 野村会長を再任 砺波市社会福祉協議会

25 スマホ注意点学ぶ 砺波高１年生

26 来月枝打ち研修会 砺波屋敷林保全管理検討会 施工業者向けに

26 ２０周年記念事業で看護学生らに援助金 それいゆ砺波

27 杉江会長を再任 県自治会連合会

富山 21 「早く元気に」「笑顔で」 砺波総合病院に七夕飾り

21 新体育センター起工 砺波市、１８年秋完成 出町文教ゾーンの中核に

21 高岡さん優勝 第２８回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

21 ロビー展 織田定男漆芸展 北陸銀行庄川支店

21 ロビー展 原田桐花さん絵ことば展 富山銀行庄川支店

23 最優秀に外国語対応シート 砺波消防組合

23 全日本バスケットボール選手権 大会結果

26 杉江会長を再任 県自治会連合会総会

27 地鳴り アユの苦み 今はおいしく 藤井昭通 ４５歳（砺波市・会社員）

27 地鳴り 孫のためにももう少し健康に 小倉慶子 ７２歳（砺波市）

27 コント 忖度と意向（砺波・たぬき）
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28 散居村青々と 砺波平野

29 ほたるいか 高岡龍谷高校のイタリア料理実習

北陸中日 18 地域活動貢献功労者ら表彰 県自治会連総会

読売 23 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

24 星に治癒の願い 砺波市立砺波総合病院

25 散居村の景観守ろう 屋敷林 円すい形に枝打ち 砺波、南砺市と県 来月研修会

 ２４日　土曜日
北日本 4 ２期ぶり最終黒字 砺波信金３月期決算

24 長森さん指導の受講生が作品展 きょうから本社砺波支社

24 台湾訪問団が庄川中視察 日本の教育に理解

25 市営バスの条例一部改正 追加提案の市農業委員１９人の任命に同意し、閉会

25 論戦を振り返って 委員会審議の活性化期待

29 道の駅庄川 伝統の獅子頭見て ２７日から１１体展示 金剛寺地区上村（砺波）も出展

31 平でまたクマ 中学校から４０～５０メートル 砺波市頼成新の市道でもクマ１頭が目撃

富山 4 経常、最終益が黒字転換 砺波信金

11 人事 富山県信用組合

28 台湾から小規模校視察 教育関係者、砺波・庄川中に

28 農業委員の任命同意 本会議を再開し、農業委員１９氏の任命に同意

29 園児、願いを短冊に 庄東センターに七夕飾り

29 防犯協力員に謝意伝え 砺波・庄南小で対面式

29 種田地区の高齢者に砺波署「詐欺注意を」 種田コミュニティセンターで特殊詐欺の被害防止を訴えた

35 クマ目撃情報 砺波市頼成新の市道で、成獣１頭を目撃

北陸中日 11 富山県信組は本業益８４％増 コア業務純益三千五百万円

18 バス条例改正など４議案可決し閉会 砺波市議会

読売 29 １億円産地づくり難航 ＪＡとなみ野 タマネギで成功

 ２５日　日曜日
北日本 1 急流下り〝大冒険〟 ラフティングが県内河川でシーズンを迎えている

3 県立高校再編 議論加速 モデル提示へ

20 万葉線チャリティーゴルフ 大会結果

20 北信越ソフトテニス ５県の児童 白熱ラリー

20 児童が激しい攻防 洲崎杯サッカー 県内外１６チーム競う

20 軟式野球・中学の部 大会結果

20 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 大会結果

20 ラグビー 県成年１部 試合結果

22 わが家のアイドル 中橋治暉ちゃん 砺波市永福町

24 公園に憩いの水路 中野公園に完成 園児カワニナ放流

25 加計学園問題など風刺効いた謎掛け 仲八郎さん（砺波出身）公演

25 ざっくばらん 富山薬草生産組合代表 奥村輝昭さん

25 音楽・歌謡漫談楽しく 出町小合唱ク 両陛下に披露の曲歌う

25 最優秀賞に辻元・末永さん 全国消防会東近畿支部消防研究に派遣する職員選考会

25 児童 南極の氷に興味津々 自衛隊富山地方協力本部が南極の氷を贈った

29 季節の草花 丁寧に 小原さん指導 砺波で描き方講座
30 新装「道の駅庄川」関係者６０人完成祝う 砺波２７日オープン

富山 2 社説 住みよさランキング

20 新しい水路にホタル増えて 砺波・中野公園

20 地元の獅子頭集合 砺波・道の駅庄川

20 庄川らしさ、随所に 道の駅がリニューアル

21 合唱と管楽器で魅了 砺波市出町小合唱クラブと管楽器クラブのコンサート

22 中本さん無差別制す 富山新聞社杯高波囲碁大会

22 チューリップ球根 栽培１００年で講演会 砺波市オランダ友好交流協会が主催 水野嘉孝顧問が講演

25 地鳴り 花しょうぶを見ながら散策 安井紀美子 高岡市

25 地鳴り 新品種の花々 目を奪われる 稲垣俊之 射水市

北陸中日 19 棲み心地◎ ホ～タルこい 改修水路の完成祝う

19 県春季ジュニアテニス選手権大会兼北信越ジュニアテニス選手権県予選 大会結果

読売 30 少年野球 となみ野リーグ　Ａリーグ 試合結果

30 ＵＳＯ放送 全米オープン２位 （砺波・越中之助）

31 道の駅庄川 新装祝う 地元食材フードコートなど

11 ページ



 ２６日　月曜日
北日本 1 長野で震度５強 県内は射水３

17 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

18 健闘誓い宣誓 砺波市体開会式

18 山田（砺波工）優勝 全日本少年少女空手道

18 トナミアカデミー惜しくも準優勝 洲崎杯サッカー

18 全国大会へ１２人 わんぱく相撲 富山ブロック

18 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 大会結果

20 読者のひろば 富山の魅力発信へ 砺波市 武部幹夫（無職７６歳）

22 特殊詐欺の対策学ぶ 砺波市種田地区の高齢者を対象に講習会

23 地元の山城きれいに 砺波栴檀山住民 安川城跡散策道で草刈り

23 願いを込めて短冊飾り付け 庄東・七夕の集い

23 仕入れ・値段設定を体験 道の駅庄川 小学生が開店準備

27 飲むショウガいかが 庄川峡観光協同組合「おんせん野菜」加工第１弾

28 文科相表彰を祝う 砺波の青島公民館

富山 1 長野南部で震度５強 ２人けが、今夜も揺れ警戒

17 来月１日、庄川でマーケット 児童店主 菓子仕入れ

17 しょうがドリンク販売 庄川峡観光協組 おんせん野菜加工

17 名品ピアノ演奏体験 砺波市文化会館

17 チューリップの歴史や魅力説明 砺波市立図書館友の会

17 流しそうめん味わう 砺波・栴檀山公民館 子ども交流

18 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

18 県春季ジュニアテニス選手権 大会結果

21 地鳴り ５日に１度の入浴は悲しい 犀川寮明 ６９歳 （砺波市）

北陸中日 5 発言 元気に長生き 職員のおかげ 福岡みよ子 ９１ 富山県砺波市

13 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

13 県県民体育大会ラグビーフットボール競技 成年一部　決勝

16 おんせん育ちショウガジュースいかが あすから道の駅庄川で販売

25 長野南部で震度５強 ２人けが 落石、住宅損壊 相次ぐ

 ２７日　火曜日
北日本 18 市内３施設で使えるスタンプカード発行 ４０個で入浴券２枚に

18 庄川中前遊歩道にハーブ２５００株植える 砺波市庄川町青島の住民ら約２６０人が植えた

18 砺波詠んだ家持の歌解説 となみ散居村学習講座

19 通学路の見回りに感謝 砺波市庄南小学校の児童と防犯活動協力員

23 砺波チューリップ栽培１００年 オランダとの交流 水野さんが語る

24 民話絵本企画が入賞 ケーブル・アワード２０１７ベストプロモーション大賞にとなみ衛星通信テレビが入賞

富山 2 用排水路パイプライン化 富山、砺波で実証試験

23 わが町朝市夕市（２７日～７月３日） 砺波市

24 全長１００メートル スライダー初登場 ８月５、６日庄川水まつり

24 街道 ピンク彩る 砺波・庄川 中学生や住民、花苗植栽

北陸中日 16 スマホなど使い田んぼの水やり 八尾と砺波にモデル地区

17 ハーブ植えて雑草退治 砺波・庄川中の生徒ら

読売 28 公道にウォータースライダー ８月庄川水まつりで初設置

毎日 22 第６９回毎日書道展 会友出品 富山から２２１人

 ２８日　水曜日
北日本 1 議会の公開 密室議論 県議会 透明性確保に逆行

1 県内 基本条例の協議 非公開 県議会のみ

13 北日本文芸 歌壇 詩壇 俳壇 柳壇

15 ラグビー 県民体育大会成年１部 ①砺波ＲＦＣ

15 新体操 砺波地区中学校総合選手権大会 大会結果

18 チューリップ題材に講座 砺波市立図書館友の会の講演会

18 新目玉はスライダー 庄川水まつり ポスターが完成

18 特産品売り場充実 道の駅庄川リニューアル

23 近代遺産の駅で歩み紹介 列車模型や昔の切符展示

24 空手やバレエ 挑戦だ！ 本社 夏休み 森のきょうしつ

25 砺波の男性行方不明 砺波市庄川町庄 齊藤善吉さん８５歳

富山 23 県内最古の戸出駅 ２日、開業１２０周年を記念 模型、パネルで歴史紹介

27 事件・事故 路上で顔殴った疑い
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27 事件・事故 砺波で男性不明

27 地鳴り まだ自転車をこげる体に感謝 小倉慶子 ７２歳 （砺波市）

27 地鳴り 義父の縁で助けられる 紫藤道子 ８２歳 （砺波市）

北陸中日 16 砺波駅の店で割引 ３０日開始 城端線乗ってプレ金ビール

16 道の駅庄川が新装 地元の獅子頭展示 ２７日新装オープン

27 砺波の８５歳行方不明 情報提供呼びかけ

読売 28 よみうり文芸 川柳

29 庁舎跡に交流センター 黒部市、２１年度完成目指す 図書館や公民館集約

朝日 26 砺波で米朝一門会 ９月２６日 砺波市出町子供歌舞伎曳山会館で開かれる

26 フォーラムとやま　展覧会 となみ野美術展

27 道の駅庄川がリニューアル ２７日リニューアルオープンした

 ２９日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（６／２９～７／５） 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

23 「えんじゃら節」元気よく 南般若の盆踊り歌 小さな担い手 猛稽古

23 「チューリップの父」水野豊造の足跡学ぶ 富山大１年生

23 城端線利用で生ビール半額 砺波駅近くの喫茶店

28 イノシシ対策 県西部が一丸 ３市で講習

29 拝殿彫刻は希少な「飛龍」 砺波の比賣神社 長谷川富山大名誉教授調査

29 砺波の不明男性 遺体で発見 砺波市庄川町庄、無職、齊藤善吉さん ８５歳

富山 29 えんじゃら節 子ども響かせ １１人、来月の夏祭りで披露 南般若 独特の盆踊り歌

30 昨年度の決算承認 砺波商工会議所

30 第８回全日本女子相撲郡上大会県予選会 中学生 軽量級 ②山田潤苗（砺波・出町）

31 後輩にラグビー指南 砺波出身・西選手

32 イノシシ対策学ぶ とやま呉西圏域で講習会

32 砺波のチューリップ学ぶ 富大１年生 ほ場や四季彩館回る

33 事件・事故 不明男性を遺体で発見

33 地鳴り 季節先取り 詩人の務め 春川正人 ７０歳 （砺波市）

34 乳牛、結核病疑い 砺波で１頭

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

読売 30 「チューリップの父」学ぶ 砺波 富山大生２０人

30 花街道の雑草対策 ハーブでバッチリ 庄川ふれあい花街道

 ３０日　金曜日
北日本 8 ふるさと紀行 我がまち砺波市 砺波市長 夏野修

23 ハウスで果樹栽培 生産者から助言

23 地域の文化財学ぶ 公民館連合会が研修会

23 １２月に剣道のリハーサル大会 ねんりんピック実行委

27 窃盗容疑で砺波の女逮捕 砺波市鷹栖 綿隼人容疑者を現行犯逮捕

富山 5 ジョージア 北陸・長野仕様 北陸コカ・コーラボトリング、３日発売

5 カナショクを子会社化 オカモトＨＤ 富山、石川の給油所１６店運営

25 文化財の用具見て回る 砺波で３市公民館長ら研修 砺波地区公民館連合会研修会

25 ねんりんピック 砺波市実行委発足 来年１１月３日～５日のスポーツ交流大会の剣道開催を準備

33 砺波の飲食店で食中毒 砺波市高道 「柿里本店 花御堂」

34 窃盗容疑で女逮捕 砺波署 砺波市鷹栖 綿隼人容疑者を現行犯逮捕

北陸中日 18 ファイル１１０番 窃盗の疑いで女を逮捕

読売 29 四季彩るチューリップ 砺波で展示会 夏の花と競演

29 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

31 ヒラメ刺し身で１８人食中毒 砺波の飲食店 「クドア」で営業停止 県内初

朝日 31 ヒラメで食中毒 １８人嘔吐や下痢 砺波の店 営業停止に

毎日 24 クドア食中毒で県内初営業停止 砺波市高道の飲食店

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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