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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

 １日　金曜日
北日本 2 叙勲（１日） 瑞宝双光章 砂田重男氏＝砺波市小杉

15 いえしごとの夜明け１０ 寿木けい 夫婦の相乗効果

16 高円宮賜杯 全日本学童軟式野球県大会 出場チーム紹介３  出町ボーイズスポーツ少年団（砺波）

23 牛岳から眺め楽しんで 砺波の登山愛好者ら  手作りいす 山頂へ運搬

23 高波チューリップまつり写生大会 村中さん（砺波北部小６年生）金賞

24 とやまいろいろ図鑑４１ 砺波郷土資料館 昭和の子育て⑤ 自転車の前に子どもを乗せる台 普及した便利グッズ

28 県西部森林組合 組合長に森松氏

29 窃盗容疑で愛知の兄弟逮捕 砺波署 ３１日

富山 2 総販売額伸び悩み 県など １億円産地づくり事業

2 ６月概算交付額県分３１１億１７４９万円 普通交付税

18 新聞の夜明け １８ 「９０歳」はめでたい  歴史をつなぐ女性たち

22 牛岳登山 景色楽しんで 歩道にベンチや椅子  砺波登高会 ６日の山開き前に準備

22 乾燥機出火を想定 通報や放水訓練  砺波市危険物安全協会

23 金賞に杉山さん（高岡） 砺波・高波チューリップ写真

23 会長に尾田氏 砺波市文化財保護審

25 ８月１５日となみ野花火 砺波で実行委 ２千発、夜空華やかに

25 組合長に森松氏 県西部森林組合

26 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 砂田重男氏＝砺波市小杉

27 事件・事故 窃盗疑いで兄弟逮捕

29 運動会 昼食取らせず陳謝 砺波・出町小  休憩短縮で 雨を理由に

北陸中日 16 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 砂田重男氏＝砺波市小杉

17 ふるさと納税返礼品 体験型の３点を追加 砺波市

23 くらしの作文 二人の桜 最上まき子（富山県小矢部市）

読売 24 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章 砂田重男氏 砺波市小杉

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

朝日 30 ニッポン２０１８ 富山県 砺波市

 ２日　土曜日
北日本 14 県展　講評 日本画他

15 第７３回県展　入賞・入選　作り手の心にじむ 入賞・入選者

18 柔道　全国小学生学年別大会県大会 大会結果

18 バスケットボール　第９４回天皇杯・第８５回皇后杯全日本選手権県予選 試合結果

18 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会 大会結果

18 バレーボール　全国ママさん大会県予選 大会結果

18 ラグビー　県社会人リーグ 試合結果

19 広告 第６６回庄川観光祭

24 ポンプの稼働状況確認 砺波市東別所の農業用水路

24 個性豊かな写真ずらり たけの子フォートクラブ

25 手作り田楽行燈で元気よく練り歩く ちゅうりっぷ保育園児

25 危険物火災に備え訓練 砺波市危険物安全協会

25 会長に尾田さん 砺波市文化財保護審議会

30 記者ぶろぐ ここにも「新富町」が

31 県展６３９点入賞・入選 県民会館できょう開幕

富山 3 日台往来　さらに活発に　台中で観光サミット知事、富山開催契機に

15 地鳴り 先生の言葉心の支えに　嶋村了吉　５４歳（砺波市）

26 手作り行燈で練り歩く 砺波　園児、夜高まつり継承で

26 高岡工芸高生に最新測量技術紹介 県測量設計業協会

27 応急ポンプで無事に田植え 砺波・東別所　地滑りで水路被害

29 県展きょう開幕　県民会館 大野さん（工芸）２年連続大賞

29 西から東から 旗振り役の勢い続く

31 広告 第６６回庄川観光祭

32 11日から領収書写しネットで公開 砺波市議会

北陸中日 14 11日からネットで領収書の写し公開 砺波市議会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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読売 26 ひろば 前回の正解　アジサイ

毎日 22 県展大賞に嶋さん 入賞、入選６３９点　きょうから展示

日本経済 ｓ9 鉄道の旅 富山湾　魚も眺めも「キトキト」

 ３日　日曜日
北日本 1 初夏の夜空 大輪華やか 庄川峡花火 １５００発

6 ニュースの今 とやま３０年 ２００４～０６（平成１６～１８）年 県内の合併 市町村 ２０減の１５に

14 県高校総体 中心会期が開幕 大会結果

16 「小学生の甲子園」目指す 全日本学童軟式野球 県大会が開幕

21 洋服やアクセサリーずらり 「小さな手作り展」がチューリップ四季彩館で始まる

21 「三国志の旅」写真で紹介 庄川町日中友好協会 中国展「三国志の旅」

25 人物表現の軌跡たどる 庄川美術館 藤森さん作品展

28 「合わせ」威勢よく 庄川 大行燈ぶつけ合う

29 高岡信金理事長逮捕 高岡署 酒酔い運転の疑い

富山 1 夜高行燈 勇壮に 華やかに 砺波で庄川観光祭始まる

9 地鳴り 京都方面の茶室を巡る 安カ川仁省 ６７歳（砺波市）

23 大行燈 製作大詰め となみ夜高まつり 深江 吊り物に風神雷神

23 ５０周年で記念大会 南砺ＲＣ

23 林Ａが優勝 第２２回北部苑所長杯争奪親善【やすごと】ゲートボール大会

25 県高校総体 大会結果

29 高岡信金理事長 逮捕 酒酔い運転、容疑認める

北陸中日 7 発言 交付金受け皿 新党に違和感 石丸秀幸 ５９ 富山県砺波市

12 庄川 極彩色の熱気 観光祭、あんどん練る

13 県高校総合体育大会 大会結果

13 県スポーツフェスタ県民スポーツ・レクリエーション祭 大会結果

 ４日　月曜日
北日本 9 読者写真コンクール　５月の入選作 一席　「朝日に染まる雲海」　橋場正夫　砺波市太田

10 常願寺川　暴れ川から恵みの川へ　７ 越の国・川の道　名うての急流ぞろい　治山治水工事相次ぐ

16 県高校総体　バスケットボール　男子 試合結果

16 県高校総体　剣道　男子 試合結果

16 児童が力強く押し合い わんぱく相撲となみ野場所　大会結果

16 軟式野球　マクドナルド・ろうきん旗学童大会 試合結果

16 パークゴルフ　砺波市老人クラブ連合会大会 大会結果

20 卒業から半世紀　県内外１２人合同展 高岡工芸高デザイン科

20 といで菜の花フェス　フォトコンテスト 梶原さん（富山）最高賞

21 庄川観光祭 よさこい躍動　会場盛り上げ

21 鉄道ジオラマに見入る 麦秋苑でこどもまつり　人力発電電車も登場

21 吹奏楽祭　３２団体出演 砺波地区吹奏楽祭

21 愛用の茶筅に感謝 かいにょ苑で供養茶会

21 ろくろ使って造形実演 射水市水戸田の陶房「匠の里」

27 熱中症で５人搬送 砺波で２８．８度

富山 2 砺波の３流派 感謝込め茶筅供養

7 地鳴り 横綱白鵬は完全な力負け　犀川寮明　７０歳（砺波市）

18 人力発電電車や輪投げ楽しむ 砺波・麦秋苑

18 フォト最高賞　梶原さん 高岡・菜の花フェス　特選は山崎さん

18 シルクスクリーン立体造形と「共演」 砺波で二人展

19 巧みに木田流津軽三味線 砺波　貫松輝会おさらい会

20 街流しに３００人 庄川観光祭

21 平木が１位　男子６年 第１７回わんぱく相撲となみ野場所

21 県高校総体　バスケットボール　男子 試合結果

北陸中日 1 特報とやま オール富山　タマネギ産地に JAとなみ野　成功例広める

13 わんぱく相撲　残った残った 南砺、砺波の児童ら競う

読売 29 少年野球　となみ野リーグ 試合結果

 ５日　火曜日
北日本 13 県高校総体 中心会期最終日 大会結果

13 バレーボール 全国家庭婦人いそじ大会県予選大会 大会結果

13 ソフトテニス 県小学生夏季大会 大会結果

19 デマンドタクシー １０月から本格運行へ 自宅と公共施設結ぶ
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19 従業員２０人を表彰 砺波工場協会

19 庄川中生徒ら町の清掃 砺波市庄川中学校の生徒と庄川町商工会青年部員が清掃ボランティア

19 ざっくばらん 砺波夜高振興会長 荒木満雄さん（砺波市・７０歳）

19 夏に向け 花苗植え 北部苑 北部幼稚園児が訪問

24 業界発展に尽力の５６人４４事業所表彰 県トラック協会など

富山 2 富山で日台サミット 「立山」以外の魅力発信も好機

2 有権者８９万７８４７人 ３月から９５３人減

2 首都圏に移住拠点を 高岡市 市選出県議に要望説明

21 わが町朝市夕市 砺波市

24 ２０年からの整備考える 砺波市下水道計画検討委

24 花の苗植え交流 砺波・北部苑

25 砺波市デマンドタクシー １０月の本格運行了承 「目的地」に庄川地区追加

25 ごみ拾いに汗 庄川町商工会青年部

29 六条大麦 収穫 砺波で始まる

読売 26 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

26 バレーボール 第４９回全国ママさん大会県予選

26 バレーボール 第３０回全国家庭婦人いそじ大会県予選

 ６日　水曜日
北日本 13 日本伝統工芸富山展に寄せて 高岡市美術館学芸課長 瀬尾千秋

13 県俳句連盟春季俳句大会入賞句 ５位 砺波市  島倉千春  ６位 砺波市 二俣れい子

19 大きく育ってね 和田川ダム  園児ら稚魚放流

19 思い・学び一冊に 金岡さん  本紙投稿など１８編

24 旭町有志が助っ人 ８、９日となみ夜高まつり  ３０年ぶり復活西町大行燈

24 砺波駅前でＰＶ 突き合わせ  大型画面で

24 会長に山崎さん 県高校ＰＴＡ連合会

富山 2 中山間地チャレンジ 県、５地区を採択 雄神楽天塾（砺波市庄川町雄神地区）

13 コント 砺波・たぬき

13 地鳴り 献血続けた周囲に感謝  菅野友之 ６３歳（砺波市）

13 地鳴り 岩手と宮城 友人と旅行  松原千華 ３１歳（砺波市）

22 花のコンテスト神間さん最優秀賞 県花総合センター

23 団体で太田優勝 個人は中居さん 砺波市老人クラブ連合会第２回パークゴルフ大会

23 コイ、ニジマス成長願い 砺波のダム湖で園児放流

25 県中学生空手道選手権 女子 個人組手①三島桜妃（庄西）ほか

北陸中日 5 テーマ特集 平成を振り返って㊤ バブル崩壊の波にのまれる  貝渕文夫  ６９ 富山県砺波市

12 越中春秋 ４０人前の差し入れ

13 県マスターズ水泳短水路大会 大会結果

朝日 24 県生涯軟式野球連盟・還暦リーグ戦 試合結果

 ７日　木曜日
北日本 5 光ファイバー工事　経費膨らみ利益減 となみ衛星通信テレビ

14 砺波総合病院　決勝へ 砺波市大会開幕　午前様クに快勝

22 県内美術館・博物館の催し（６/７～６/１３） 松村外次郎記念庄川美術館　

23 情報かわらばん となみ野

23 朝市夕市 県内 砺波市

26 陸上競技　砺波地区中学校選手権大会 大会結果

27 ねんりんピックまで１５０日 砺波　剣道PRへ横断幕

27 元気よく「ヨイヤサ」 出町認定こども園　夜高引き和太鼓演奏

27 一般会計を３２０８万円減額 市補正予算案　３事業に国から補助

27 最優秀賞に神間さん 県花総合センター　コンテナガーデンコンテスト

27 広告 となみ夜高まつり

31 台湾の踊り楽しんで 県台湾総会　富山の施設で初の慰問

32 あすから砺波で花しょうぶ祭り　 ６００品種７０万株並ぶ

富山 15 地鳴り 歩こう会と追悼奉賛会　春川正人　７１歳（砺波市）

15 地鳴り 「かほく・金沢視察会」に参加　黒田和也　４１歳（砺波市）

28 入山者の安全祈願 牛岳山頂春祭

30 花しょうぶ祭り来て 砺波の実行委、本社でPR

30 園児元気にヨイヤサー 砺波・出町こども園　夜高行燈を曳き回し

31 ねんりんピックまで１５０日 横断幕、のぼり旗設置　砺波
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32 ２４日に金沢大会「世代闘争見て」 ノア・マサ北宮　砺波市出身

北陸中日 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

14 まつり となみ夜高まつり

14 季節 頼成の森花しょうぶ祭り

17 花しょうぶ祭りにぜひ あすから　PR隊、富山支局来訪

読売 24 花しょうぶ祭りPR 第３３回頼成の森花しょうぶ祭り

毎日 24 ハナショウブ７０万株 プリンセスPR　砺波で祭り

 ８日　金曜日
北日本 3 タマネギ産地拡大へ研修会 南砺で収穫法学ぶ

23 全面広告 第３３回 頼成の森 花しょうぶ祭り

24 読者のひろば 水田で地下水涵養 砺波市 米沢義昭（７８歳）

26 銀行強盗に備え 富山銀行砺波支店

27 古典や和歌題材に書 玄土社瑞穂書会の半紙習作展

27 ネットの危険性学ぶ 砺波北部小学校の児童

31 広げよう友達の輪 砺波 小規模校同士が交流 庄川小・庄東小の４年生７１人

32 となみ夜高まつり エコ行燈 夜空彩れ きょう開幕 全町ＬＥＤ導入

32 東夜高に法被 富山第一銀砺波支店寄付

32 練り回し今年も楽しみ 仏出身・二コラさん

32 学校医・薬剤師ら功労者３１人を表彰 県学校保健会

富山 15 地鳴り 隣の空き地で畑づくり開始 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

15 地鳴り 砺波地区ではタマネギ生産 加茂博一 ６９歳（富山市）

15 コント 砺波・越中之助

22 強盗事件へ行員が備え 富山銀砺波支店で訓練

22 ボランティアが病院前の除草に汗 砺波総合病院

22 市や砺波署に感謝の花束 砺波・出町青葉幼稚園

22 大人数でゲーム楽しむ 小規模校同士 他校と触れあい

23 東夜高に法被贈る 富山第一銀砺波支店 若連中にまつり成功願い

23 射水で南太閤山美術展が開幕 射水市南太閤山文化協会

24 タマネギ収穫作業の実演見学 県が研修会

24 広告 となみ夜高まつり

25 学校保健尽力 ３１人を表彰 県学校保健会

28 南砺 八魂一如１１８ 第３章 男前・女前 まとめ⑤ 競争しながら共生を

北陸中日 12 逆紹介患者の再診 加算料２５００円を徴収 １０月から砺波総合病院

12 ネット利用の怖さ学ぶ 砺波北部小で啓発教室

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

28 広告 第３３回頼成の森 花しょうぶ祭り

朝日 22 ウイークエンドとやま 催し なんと！ となみのお気軽寄席

23 「花しょうぶ祭り」砺波できょう開幕 県民公園頼成の森

 ９日　土曜日
北日本 16 空手道  第１６回県少年少女選手権 大会結果

19 広告 富山県酒造組合

23 となみ夜高まつり 夜高行燈コンクール 伝統継承 輝く極彩色

26 草むしり奉仕で環境整備 砺波総合病院 「りんどうの会」と協力し

29 となみ野の歴史満喫 本社バスツアー  季節の草花も鑑賞

29 色とりどりのベリー 会場彩る 県花総合センター・エレガガーデンの「初夏を彩る花まつり２０１８」

30 地域の夜高 多彩に 大行燈引き回し 砺波 東町・新町  入院患者ら楽しむ

30 五穀豊穣願い５基が練り歩き 砺波 五鹿屋地区

30 優美 花しょうぶ祭り 砺波 頼成の森  ６００品種７０万株

30 功労者ら表彰 県人権擁護委員連合会

33 鮮やか２１基 威勢良く となみ夜高まつり

富山 1 となみ夜高まつり開幕 勇壮、華やか 行燈競演

3 部活週２日休 ４０校導入 ガイドライン今年度改定予定  競技団体から意見

14 地鳴り 賃金よりも必要な存在に  角栄一  ６６歳（砺波市）

14 地鳴り シランの葉でバッタ作る  横山多美子  ７３歳（砺波市）

24 高波Ｂが優勝 第２４回砺波市カローリング競技大会

25 初夏彩るベリーそろう 砺波で花まつり開幕

25 災害時の輸送で協定 高岡市と大和トランスポート
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26 ２町の夜高 患者癒やす 砺波の総合病院 勇壮に曳き回し

27 第４９回全国ママさんバレーボール大会県予選 ③庄西クラブ

27 第３０回全国家庭婦人バレーボール大会いそじ大会県予選 ②りっぷとなみ

31 ハナショウブ 優美に 砺波・頼成の森 祭り開幕

31 富山など真夏日 砺波市は２９．４度

北陸中日 12 悩みあったらＬＩＮＥして 県教委が中高生相談窓口  北陸３県で初の試み

13 花しょうぶ祭り開幕 砺波・頼成の森 まだ一分咲き

28 小塚記者が行く  てくてく利家ゆかりの地へ 砺波駅－埋蔵文化財センター（砺波市） 暮らし変わった散居村

29 「ヨイヤサー」３０年ぶり輝き となみ夜高まつり

日本経済 31 ほくりく逸品一品 ＪＲ西「べるもんた」（富山県）

 １０日　日曜日
北日本 1 突き合わせ 熱気最高潮 となみ夜高まつり

3 子育て環境充実へ 保育士の処遇改善 富山で厚労政務官

3 アジアと交流 共に発展 高岡で県タウンミーティング  知事「人口対策で戦略必要」

16 南般若・頼成児童クが優勝 砺波市児童クラブ相撲大会

16 サッカー 高円宮杯ＪＦＡ県リーグ２０１８ 試合結果

16 軟式野球 高松宮賜杯全日本大会２部県大会 大会結果

18・19 富山気質を継ぐ ６ 匠が築いた近代日本

22 仲間と集う 若神組十三日講（砺波市 中嶋一雄）

24 緑化活動推進へイオンが寄付 イオンモールとなみ

25 ふれあい店を毎月開催 砺波市シルバー人材センター

29 隣の「般若」で名所巡り 砺波の住民 高岡訪問

29 オランダの学生６人 砺波の魅力に触れる 富山大で日本語を学ぶオランダ・ライデン大の学生

29 水の事故に備え着衣で水泳練習 砺波 ＪＳＳスイミングスクールとなみ

31 書の力作そろう 高岡 県文化書道墨親会展

31 庄川アユ小ぶり 漁連が解禁前調査

31 越中座見学 ３～９日 砺波市・安川親寿会（３７人）

33 民意と歩む  議員の年金 平均年齢  県内唯一７０歳超

富山 1 衝突  大迫力「突き合わせ」 となみ夜高まつり  最高潮、観衆沸く

3 片町に腕時計専門販売・買い取り店 電陽社が開業

22 緑化推進へ寄付 イオンリテール

23 祭りの熱気留学生体感 オランダの６人 となみ夜高 大行燈曳き回し

23 大行燈・市長賞に新町 ８日 夜高行燈コンクール

23 「ロックの日」施錠忘れずに 砺波でキャンペーン

23 アユ解禁へ成育調査 庄川沿岸漁業組合連合会

23 地域学習 市の枠超え 砺波・般若公民館  北般若（高岡）巡る

25 県ヤングベースボール協会第６回小学部北陸交流戦（２０１８富山親睦大会）第１日 大会結果

28 島田さん、吉田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会６月度月例大会

北陸中日 5 発言 うそ、隠蔽、欲ない世の中に  頼成山知子 ７８ 富山県砺波市

5 モーニングサロン 麦秋に卯木の花  島田栄  富山県砺波市 ６９歳

10 アユ釣り解禁前 庄川で試し釣り 沿岸漁連

22 小塚記者が行く  てくてく利家ゆかりの地へ 増山陣屋－増山神社（砺波市） 難攻の城 援軍とめぐる

読売 30 色合い鮮やか 砺波、花しょうぶ祭り

30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

 １１日　月曜日
新聞休刊日

 １２日　火曜日
北日本 20 県勢刻んだ球史紹介 県民会館 高校野球写真展

20 新緑の万葉路駆ける 高岡 マラソン大会に１２００人 大会結果

20 軟式野球 マクドナルド学童大会兼ろうきん旗学童大会 大会結果

25 市町村議会 総合病院３億円黒字 病院・診療所の機能分化

25 市町村議会 政活費領収書 ネットで公開

25 市町村議会 小学校空調整備 国への補助要望 全員協議会

32 市長賞 上野さん（高岡） 本社賞 城宝さん（南砺出身） 福野夜高フォトコンテスト

33 車のタイヤパンクさせた疑い 砺波署 器物損壊の疑いで射水市川口 柏嶋彦容疑者を逮捕

富山 26 新鮮な割安野菜や増山城戦国米並ぶ 砺波・朝市「芹の市」

27 ３億円の黒字見込む 砺波総合病院、４年ぶり転換
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27 デマンドタクシー 土曜は１便増に 全員協議会

28 福野夜高祭フォトコンテスト 推薦・市長賞 上野さん（高岡） 富山新聞社賞　斉藤さん（砺波）

28 富山新聞文化センター チアダンス躍動 砺波で発表会

28 砺波地区寿野球定期リーグ戦 大会結果

29 わが町朝市夕市（１２～１８日） 砺波市

31 事件・事故 器物損壊容疑で男逮捕

北陸中日 5 発言 農耕史学べる「高瀬遺跡」へ 上野亮平 ７５　富山県砺波市

 １３日　水曜日
北日本 18 黒部市職労Ｖ３ 軟式野球の全日本自治体職員等スポーツ大会県大会

23 活動の記録・歴史伝える 青島公民館 大臣表彰で特集号

23 取れたて野菜 山菜ふんだん 千光寺で芹の市

29 責任役員に廣橋・島田氏 井波別院瑞泉寺

富山 25 紙芝居「うわばみ」上演 砺波で「らんぷの会」

読売 28 ３２チーム 全国目指し熱戦へ 第３８回全日本バレーボール小学生大会の県大会

朝日 31 ニュース短信 砺波市議会始まる

 １４日　木曜日
北日本 2 けさの人 砺波市議会議長に就いた 川岸 勇 さん

16 県内美術館・博物館の催し（６/１４～６/２０） 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 照明の下　爽やかな汗 砺波市ナイターソフト開幕

19 フットサル ＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓＸＥＢＩＯ県リーグ 大会結果

19 ラグビー 県社会人リーグ 大会結果

19 砺波地区中学校選手権 大会結果

22 園児らお茶の作法学ぶ 油田保育園の園児 福祉センター麦秋苑にて

23 少年消防クラブ結成・入隊式 砺波東部少年消防クラブ

27 物語の世界へ朗読でいざなう 砺波でらんぷの会

28 県産夏野菜いかが 県出荷組合協がフェア

富山 15 コント 砺波・越中之助

19 くらしの日記 最高の同級会 紫藤道子 ８３歳（砺波市狐島）

21 とやま童話 百年の夢 文・吉田真寿美（砺波市）

24 野菜など販売のふれあい店企画 砺波市シルバー人材

24 園児が野だて楽しむ 砺波・麦秋苑

25 旬です 県産夏野菜 富山など県出荷組合協がフェア

25 アサガオアーチ心待ち 砺波・東般若公園 園児が苗植え

26 全小学校に少年消防ク 砺波市 砺波東部小で入隊式

北陸中日 21 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 第３８回全日本バレーボール小学生大会 小学生バレー チーム紹介①男子

 １５日　金曜日
北日本 16 ＡＷが６連覇 砺波市大会  総合病院下す  北日本新聞朝間野球

20 球根いっぱい掘ったよ チューリップ四季彩館 市内小学生が体験

20 味わい深い木彫刻や陶芸 「和・三人展」 砺波市表町のギャラリーみかん堂で

25 健やか成長願いプチ七夕 高岡で制作講座 赤ちゃんに贈呈へ

25 夏色華やか４１０株 砺波 チューリップ四季彩館

26 タマネギ収穫本格化 目指せ！販売額７億円  ＪＡとなみ野

29 砺波 散居村にクマ 住宅敷地内で駆除  田園に銃声響く

富山 2 きょう５氏一般質問 県議会６月定例会

24 竹内源造の鏝絵学ぶ 砺波市民大学  「学遊塾」が学習会

24 小型の七夕飾り まつりムード盛り上げ 高岡で制作説明会

25 砺波総合病院で中国の医師ら研修 夏野市長を表敬

26 チューリップ 来年も花を 砺波 児童がフェア球根掘り

26 華やか 夏の趣 四季彩館

27 タマネギ一大産地化上々の出来 砺波、南砺で収穫スタート  栽培１９２㌶に拡大

30 砺波の民家にクマ 市中心部付近、射殺  ４時間うろつく

北陸中日 27 砺波の庭にクマ、射殺 富山県砺波市荒高屋の民家の庭に

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

25 民家の庭にクマ 住民騒然 砺波 体重４３㌔雌、市が駆除
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朝日 28 展覧会 となみ野美術展２０１８

29 砺波の民家敷地クマ発見し射殺 砺波市鹿島の鹿島神社

毎日 24 民家で木に登る メスのクマ射殺 砺波

 １６日　土曜日
北日本 2 来社 １５日 砺波支社

3 県議会 一般質問 瘧師富士夫氏（自民、砺波）

3 犬猫の殺処分２０８匹 １６年度県管理センター  全国５番目の少なさ

18 北信越高校体育大会 陸上

22 仲間と集う 庄西中第１４回卒同級会（砺波市 井上五三男）

24 竹内源造の鏝絵見学 砺波市民大学「学遊塾」

25 市パークゴルフ場 ５万人 金子さんに記念品

25 租税教室を推進 砺波法人会の青年部会と女性部会の総会

30 県内から１７人入選 独立選抜書展

30 となみ野美術展 きょう開幕 彫刻 川田さん（井波）大賞

富山 3 県議会一般質問 動物管理センター研修室など増設

3 記者席 「孤軍奮闘」でなく

3 スマート農業の普及を 瘧師富士夫氏（自民）

12 富山で来年 日台観光サミット、正式決定 ６月１日に今年のサミット開催

13 地鳴り 一人カラオケ友人や知人も  北清俊一 ６１歳（砺波市）

25 女性、青年部会 事業計画を決定 砺波法人会

26 富山銀砺波支店でも注意を呼び掛け 砺波署

26 男子ハンマー投げ 舘田、大会新で優勝 北信越高校体育大会

27 パークゴルフ場利用者５万人 砺波・庄川河川敷公園

30 築１１５年の実家活用 小矢部で中山さん  父の遺志継ぎ開業 民泊新法スタート

北陸中日 15 ユリなど４１０株大輪咲かせる 砺波の四季彩館

15 来場５万人を達成 砺波市パークゴルフ場

15 再読！週間ＮＥＷＳ ６月８日（金）～１４日（木）  １４日

読売 28 空手道 第２３回県中学生選手権 大会結果

29 民泊解禁「交流楽しみ」 県、７件の届け出受理  「規制多い」断念する人も

毎日 24 「独立選抜書展」県内の１７人入選 東京で２１日まで

 １７日　日曜日
北日本 2 けさの人 県伝統工芸士会長に就任した 野原孝之さん

12 ソフトボール 北信越ハイシニア大会 大会結果

12 卓球 全国ホープス兼東日本ブロック大会県予選会 大会結果

12 卓球 中部日本選手権県予選会 大会結果

14 フットサル 全日本ユースＵ－１８県大会 大会結果

14 県民スポレク祭 グラウンドゴルフ ラージボール卓球 大会結果

16 北信越高校体育大会 バスケットボール 新体操 卓球 大会結果

16 砺波地区から７人本大会へ 本社社長杯パークゴルフ

22 読者のひろば 夫に似てきた息子 砺波市 犀川啓子（７６歳）

25 待ってた 旬のアユ 釣り漁解禁 料理店盛況

25 タマネギ生産取り組み紹介 散村地域研究所例会

25 スキヤキ演奏に笑顔 鷹栖ふれあいフェス

25 庄川地域の自然描く 砺波地区中学生が写生会

25 パパにキーホルダー作り 砺波市出町小学校の児童 出町児童センターで父の日に向け

30 １２６人の意欲作一堂に となみ野美術展開幕 砺波市美術館

30 とやまｗｅｂｕｎランキング ９～１５日 ⑥砺波市荒高屋でクマ射殺（１４日）

31 ようこそ補給艦「とわだ」 伏木寄港海自公開 林艦長（砺波出身）が見学対応

32 太公望どっと 県内アユ釣り解禁

富山 7 地鳴り 孫の野球応援 長寿の薬に 犀川寮明 ７０歳（砺波市）

7 地鳴り 私が平均寿命全うする頃は 嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

24 市民協働で側溝清掃 砺波・出町地区 冠水被害を防止

24 スチールドラム演奏、児童楽しむ 砺波・鷹栖小

25 砺波平野の景観多様化 散村研例会、研究員が報告

27 北信越高校体育大会 バスケットボール 卓球 大会結果

27 県教育会１３０周年 富山で記念式典 富山国際会議場で開催

28 香り高いアユ味わう 砺波・庄川の専門店
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北陸中日 13 アユ解禁 県内にぎわう 炭火でじっくり 庄川「鮎の里」

13 北信越高校総体 バスケットボール 大会結果

13 県スポーツフェスタ県民スポーツ・レクリエーション祭 大会結果

読売 26 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

27 ふるさと写真館 庄川水記念公園（砺波市） 流木のまち 歴史伝承

 １８日　月曜日
北日本 20 民謡本番へ入念稽古 藤本わかば会 ２４日 福野で「ゆかたざらい」

21 側溝きれいに 砺波市出町地区の住民や市職員ら

21 昔の農業を体験 砺波市庄川小学校の児童ら 青島公民館が開催し、砺波郷土資料館が協力

21 シェアハウス来月開設 庄川地域初 古民家を改修

21 踊りの成果披露 チャリティーイベント

富山 1 富山県内首長のイクボス宣言 ４市町村「予定なし」 独自の取り組み理由に

7 地鳴り 田園風景が夏色に衣替え 小倉慶子 ７３歳（砺波市）

7 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

18 砺波で来月オープン シェアハウス 初 庄川地区に

18 日本人家族 印から移住 砺波に一家７人「良い環境」

18 道路や公園のごみ集め 砺波・杉木自治会青年部

25 ハナショウブかれんに 砺波・頼成の森

朝日 23 夏本番へ審判員ら動き確認 県高野連 実戦想定し講習会

毎日 24 夏の花鮮やかに５種類４１０株展示 砺波・四季彩館

 １９日　火曜日
北日本 1 大阪 震度６弱 Ｍ６．１ ９歳女児ら４人死亡 ３３０人超負傷 避難１３００人

1 大阪 震度６弱 Ｍ６．１ 県内 震度２ サンダーバード終日運休

16 砺波地区中学校総合選手権大会 大会結果

22 早く元気になりますように 総合病院で七夕飾り付け

22 黄金色に輝く小麦収穫 大門素麺原料５０トン見込む

24 とやまいろいろ図鑑５１ 砺波郷土資料館 やすごと②つぼよ神輿 ツボヨで飾って村回る

30 かなざわ便り ハートホーム（金沢市）代表取締役 飛田誠治さん 砺波市出身・４７歳

30 海外ボランティア ２人が意気込み 県庁 安念幸恵さん（３０）＝砺波市＝

31 クマ出没時 対応確認 砺波市 駆除受け緊急会議

富山 13 地鳴り 散居村や豊かな食文化に触れる　深尾靖子 ５６歳（滋賀県東近江市・看護師）

24 病気治癒願い短冊 砺波総合病院 ボランティアら飾る

25 大門素麺の小麦刈り取り 砺波 ５０トン収穫見込む

26 砺波市 初出没で緊急会議 散居村でクマ 連携対応強化

27 ＪＩＣＡ派遣で県庁で抱負語る 青年海外協力隊 安念幸恵さん（３０）＝砺波市＝

27 わが町朝市夕市（１９～２５日） 砺波市

30 富山にも危険断層帯 富大都市デザイン学部 渡邊教授

北陸中日 12 県議会 改革度ランク８８位 基本条例評価される

12 クマ騒動を受け 迅速な周知確認 砺波で対策会議

13 大門素麺用の小麦収穫 砺波市大門地区

読売 24 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

朝日 30 大会スローガン「１００回目の夏、変わらぬ僕らの夢」 第１００回全国高校野球選手権記念富山大会

 ２０日　水曜日
北日本 11 四季の窓 花火  高岡市 村田由美

11 レシピ手帳 若鶏のシチリア風煮込み（ＴＯＮＡＭＩ翔凛館料理長 ・石橋孝司）

13 上野文化の杜から③ 国立科学博物館長 林良博  彰義隊の墓や「合格大仏」 東京の移ろいを象徴

13 とやま文芸散歩 高島裕

16 軟式野球 スポーツマスターズ県大会 大会結果

18 読者のひろば 雪たまねぎの収穫 富山市 加茂博一（６８歳）

20 味わい深い陶芸作品 砺波市東保の陶芸家、新保孝二さんの作品展

21 学校の閉庁日拡大 砺波 夏季 ３日から５日に

21 女性防災士が初の避難所設営 ９月２日総合防災訓練

21 空き家バンク登録 ハンドブック活用 空き家の利活用を進めたい

22 とやまいろいろ図鑑５２ 砺波郷土資料館 やすごと③ 大夜高の台 今も大事に保存

富山 12 地鳴り 税金への嘆き 納得できない 河合泰　８４歳（砺波市）

26 部活動指導員 庄川中に２人 市町村議会 砺波市

29 事件発生備えて強盗対応訓練 富山第一銀行砺波支店
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32 県内市町村が調査開始 倒壊の危険性があるブロック塀

北陸中日 14 砺波移住決め手は教育 子ども５人 岡部さん一家

読売 29 学校周辺ブロック塀点検 県教委指示 大阪の女児下敷き受け

 ２１日　木曜日
北日本 1 全教委 出退勤を管理 県内 教員働き方改革へ本腰

1 耐震化 県内１１市町村完了 小中学校 最低は富山８８．６％

14 県内美術館・博物館の催し（６/２１～６/２７） 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

18 ８３人 頂点目指す 富山ＣＣ あす県シニアゴルフ

23 ハナショウブ しっとり 週末まで見頃 砺波 頼成の森

23 土砂災害で避難訓練 手助け必要な人対象

23 地元に十分説明を ４幼稚園統合

24 とやまいろいろ図鑑５３ 砺波郷土資料館 やすごと④ 旧出町駅の大時計 見に行って時刻確認

27 ２０周年を記念 感謝の晩餐会 ロイヤルホテル富山砺波

28 藤森さん（砺波出身）の人物・風景画展示 日本橋三越本店で個展

29 全国住みよさランキング 砺波２４位に急落

29 ６０代女性がＯ２６感染 砺波厚生センター管内の６０代女性が腸管出血性大腸菌Ｏ２６に感染

富山 15 地鳴り 民家にクマ 不安になる 吉井他喜子 ８０歳（小矢部市）

21 くらしの日記 古希の節目旅行 柴田照子 ６９歳（砺波市鷹栖）

26 土砂災害 初の避難訓練 今年度は栴檀山、東山見

27 ロビー展 島田珠代さん表具作品展 北陸銀行庄川支店

32 砺波管内の６０代女性がＯ２６ 砺波厚生センター管内の６０代女性が腸管出血性大腸菌Ｏ２６に感染

33 住みよさランキング 県内全１０市 大幅ダウン　砺波２４位、黒部３１位

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

13 越中春秋 移住の条件

19 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 小学生バレー チーム紹介⑤ 女子 庄川（砺波）

朝日 23 地方議会の改革度 昨年度全国調査 ３００位以内に県内４議会

 ２２日　金曜日
北日本 1 バス位置情報システム 来年１１月本格運用 県全域網羅

5 教えて！富山けいざい クラウドファンディングって？　企業や自治体が活用

16 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ大会 大会結果

20 日本の原風景描く 砺波市の洋画家、林清納さんの作品展 古布アトリエ奈津野

21 空きビルを遊び空間に 小矢部 地域おこし協力隊

21 豊町公園地下に調整池 市が来月着工 市街地の浸水対策

21 滑落女性救助した米澤工業に感謝状 砺波地域消防組合

22 とやまいろいろ図鑑５４ 砺波郷土資料館 やすごと⑤ ふれ太鼓・真空管ラジオ 時刻を知る方法

29 投網舞う 県内 アユ網漁解禁

富山 3 市町村別移住者 上市が最多１１０人 武田氏が調査

24 庄川右岸も農地防災整備 砺波市産業建設常任委 市側考え示す

24 負担少ない介助法学ぶ 砺波でリハビリ研修会

24 救急現場機器の改良、開発成果発表 砺波地域消防組合

24 消防協力者感謝状　米澤工業に贈呈 救助に当たった米澤工業（南砺市）の社員６人の行動をたたえた

31 クマ出没急増 県内、今月２８件 餌求め行動範囲拡大

31 ほたるいか 高岡龍谷高のイタリア料理実習 アクアフレスカ（砺波市）の小西富治オーナーシェフが指導

北陸中日 14 砺波↓２４位 前年２位 住みよさランキング２０１８ 県内１０市後退、指標変更響く

15 空きビル 気軽に遊ぼう ３０日小矢部の旧小森ビル

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

 ２３日　土曜日
北日本 5 超低金利で減収減益 県信組３月期

6 資産運用支援へ企画組織を設置 北陸銀行

9 社説 民泊スタート  地方の魅力発信へ好機

24 あすから市美術展 小矢部  大賞に絵画の髙田さん

24 生徒企画の挙式いかが 庄川地域の魅力凝縮  射水の専門学校 １０月カップル募集

24 裏打ちと表装展示 砺波支社ギャラリー

24 体に無理ない介助法学ぶ 砺波地域リハビリテーション広域支援センターの研修会
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24 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の対面式

24 自慢の山野草ずらり 砺波市盆草協会の山野草普及展

25 臓器移植の絵本 小中学校に寄贈 支援のＮＰＯ

25 消費税１０％で８０００万円増 砺波 総合病院支出見込み

25 老人ク加入率減 市議会民生病院委員会

33 ５市町 小中で満たさず 県内 学校ブロック塀調査  建築基準法規定 

富山 3 県が２６社の経営革新計画を承認 木村産業（砺波市）

20 謙信襲来  北陸戦国ヒストリア１２ 萩原大輔  進攻の正当性を「強弁」

24 五ケ種チョンガレ、やっちん踊り 歌、三味線も継承 砺波えんじゃら節保存会

24 恋愛パワースポット「鯉恋の宮」で結婚式を 学生企画  庄川の魅力発信

24 見守り活動に感謝 砺波・庄南小

25 日本移植支援協会が臓器移植の絵本贈る 砺波市教委に

25 砺波市 昨年度免許返納１９７人

26 髙田さん市展大賞 あすから小矢部市美術展  アートハウスに１１３点

北陸中日 5 発言 砺波の大麦畑農家魂あふれ  松田由紀子  ６３  金沢市

15 大賞に高田さんの絵画 あすから小矢部市美術展

 ２４日　日曜日
北日本 3 来春の県議選 態度表明せず 米原氏

5 社説 砺波市の空き家対策  課題共有し利用促進へ

14 広告 空中カフェ２０１８

17 児童 激しいラリー 高岡で北信越ソフトテニス

17 懸命にボール追う 南砺 洲崎杯サッカー

17 サッカー 県リーグ 試合結果

20 読者のひろば ホタルに見入る  砺波市 島田栄（６９歳）

21 イノシシ対策 人材育成 県が富山など４市２町で研修会 被害抑制へ習性学ぶ

22 野菜栽培へ草刈り 砺波・南砺の若手農業者 耕作放棄地を活用

23 楽曲への思い伝える 片山瞠山さん講習会

23 陶芸の意欲作６００点 射水 陶友会の作品展

23 ざっくばらん 砺波市頼成の森臨時職員 北井桂子さん（砺波市・７２歳）

23 漫談・謎かけに笑顔 仲八郎さん演芸会

23 夜高行燈の魅力紹介 となみ散居村学習講座

27 「えんじゃら節」「五ケ種チョンガレ」「やっちんどっこい」 縁深い３民謡 力合わせ伝承  砺波で研修会

30 砺波の用水で女性死亡 ２２日午後７時１５分ごろ

富山 2 米原氏「県議選、みんなと相談」 砺波で後援会総会

8 地鳴り 自分の遺影写真  今のうちに用意  犀川寮明 ７０歳（砺波市）

8 地鳴り 介護施設の内見会に行く  加茂博一 ６９歳（富山市）

8 地鳴り 砺波に移り住み夜高祭りに参加  嶋村了吉 ５４歳（砺波市）

8 地鳴り 畑仕事が日課 夏野菜を作る  安カ川仁省  ６７歳（砺波市）

26 七夕飾り 親子で作る 砺波・藤花荘

26 遊休農地で野菜を栽培 砺波で若手農業者

27 夜高行燈まつり学ぶ 砺波で散居村学習講座

28 イノシシ被害防止へ 電気柵は鼻の高さに 県がリーダー育成研修

28 砺波地区協会が発足 健康麻将

29 西から東から 平野部にクマ 強い危機感

31 砺波の用水に女性遺体 ２２日午後７時１５分ごろ

北陸中日 13 小中生 共に汗流せ 県競技別交流大会が開幕

29 小矢部の民家庭クマ出没、射殺 県内では１４日砺波市でも

読売 27 男女４強決まる 県大会開幕  小学生バレー

朝日 25 １１０・１１９ 用水路で女性が死亡

 ２５日　月曜日
北日本 2 安倍政権の成果 経済ずっと上向き 慶友会総会で橘氏

3 「園芸生産飛躍を応援」 知事  砺波で対話集会

17 山田（砺波工高）準優勝 全日本少年少女空手道

17 ２１地区から参加 選手健闘誓う 砺波市体開会式

17 スポーツで親睦 砺波市障害者大会

21 唄・踊りで４０周年飾る 藤本わかば会 福野で「ゆかたざらい」

21 天位に安達さん 第１回となみ野俳句大会
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21 高橋さんＡ級優勝 将棋 市長杯・議長杯 南砺

29 「名知事」「気遣いの人」 中沖豊さん死去 県民 人柄・功績しのぶ

富山 2 消費増税「可能性高い」 橘氏  高岡で慶友会総会

9 月曜川柳 乱反射 紫藤道子（砺波）

9 月曜手帳 身近に潜む危険

18 県内で咲く桜解説 砺波で講演会

19 障害者スポーツ 砺波で１３０人熱戦

20 砺波でタウンミーティング 防災士研修の受講枠拡充

北陸中日 11 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

 ２６日　火曜日
北日本 3 来春県議選 富山市２選挙区維持 各会派会議 今回も議長裁定

5 富山けいざい短信 新事業創造基金助成先を決定

10・11 全面広告 元富山県知事  中沖豊氏のご冥福を心よりお祈り申しあげます

16・17 サッカー 第１８回大島カップ大会 大会結果

18 読者のひろば 記念樹を育てる  砺波市 小西文子（７４歳）

18 読者のひろば 米騒動映画に期待  砺波市 山田敏江（７５歳）

21 見守りありがとう 砺波東部小学校の防犯感謝集会

21 新図書館２０年秋開館 砺波市議会総務文教委 跡地利用は未定

21 落語の楽しさ体験 出町小で学校寄席

21 七夕に交通安全願い込め 保育園児が砺波署訪問

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市庄東小６年 石附志野美さん  八田晄季君

26 音楽劇 一緒に作ろう 来年 砺波で県内有志  オリジナル作品上演  来月オーディション

27 木材運搬中に車両ごと転落 ２５日午後２時４５分ごろ

27 女性の死因は水死 砺波署

富山 3 県議会予算特別委 県立高の海外研修拡充  デザインセンターにコンセプトカー展示

15 地鳴り 砺波の祭りは県外の人も魅了  安井紀美子  ６４歳（高岡市）

23 わが町朝市夕市（２６日～７月２日） 砺波市

27 無事故を願いジャンボ七夕 砺波署 １３㍍、園児ら飾る

27 ２カ月半利用停止に 市町村議会（２５日）砺波市  体育センター 移転建設に伴い

27 ロビー展 高砂書道部作品展 富山銀行庄川支店

31 事件・事故 砺波の女性も溺死

31 事件・事故 作業車両が転落、男性重傷

北陸中日 13 交通安全を願ってジャンボ七夕飾り 砺波署に今年も設置

読売 30 少年野球 となみ野リーグ 大会結果

30 第２８回県スポーツ少年団競技別総合交流大会 卓球

31 監査委員「議員全廃」進まず 検討は富山市のみ

朝日 26 桂ひろばさんら児童に出前寄席 砺波・出町小

 ２７日　水曜日
北日本 3 長寿命化で施設費２割減 県立学校  県教委計画  建て替えから転換

3 ６人に県功労表彰 県 本年度の厚生部門（医療分野）と地方自治部門（コミュニティー活動）

5 重点施策申し合わせ 北陸税理士会県内４支部

5 富山けいざい短信 助成金交付先４５社を決定

12 レシピ手帳 なんとポーク バーベキューソース（ＴＯＮＡＭＩ翔凛館料理長・石橋孝司）

16 県スポーツフェスタ 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

20 軟式野球 砺波市民体育大会中学の部 大会結果

20 グラウンドゴルフ 鷹栖クラブ月例会 大会結果

21 いつまでも元気に 砺波市作成 自分で心身チェックを  運動記録カード 介護予防へ手帳

21 茅の輪くぐり無病息災願う 金屋神明宮で夏越大祓式

21 園児ら願い込め短冊を飾り付け 庄東・七夕の集い

富山 3 県議会 農林水産委

5 助成金交付先を採択 富山新世紀産業機構

15 地鳴り 亡くなる前父がくれた  紫藤道子  ８３歳（砺波市）

26 健康カードでいきいき砺波 運動習慣づくりで市  手帳も作成、配布

27 七夕飾り よいしょ‼ 砺波市社会福祉庄東センターで設置

28 倶利伽羅峠の源平合戦題材に吟じる 津幡で全国大会

29 県社会人ラグビーリーグ 砺波３６－５富山

29 初誕生 中西陸斗ちゃん  砺波市堀内
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31 県内全域真夏日 熱中症で２人搬送

33 ほたるいか 砺波市 金屋神明宮で夏越の大祓式

北陸中日 14 運動  カードで習慣化 砺波市健康センター作成

読売 28 よみうり文芸 短歌 砺波市 井上房子

毎日 26 第７０回毎日書道展 会友出品 富山から２１４人  ８月２６日北陸展開幕

 ２８日　木曜日
北日本 5 ウイスキー「一口オーナー」募集 若鶴酒造１００周年

5 ４期連続黒字 エフエムとなみ３月期

15 北日本文芸 歌壇 俳壇 入選作品

16 県内美術館・博物館の催し（６／２８～７／４） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館 庄川水資料館

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 新町さわやかクラブ（砺波市 松井仁）

21 仲間と集う 己丑の会（砺波市 柴田照子）

22 読者のひろば 園児からの贈り物  砺波市 村中正敏（８８歳）

22 仲間と集う 北部苑カラオケ友和会（砺波市 江成文雄）

24 百歳体操 健康寿命アップ 砺波 ４４グループ１１１人が交流  ２年継続団体を表彰

25 国道１５６号に夏の花１４００株 チューリップ街道実行委

25 創立３０年の節目祝う 庄川開発記念式典

25 古布をリメークさわやかな夏服 村田悦美さん展示会

富山 5 １００周年、ウイスキーオーナーを募集 若鶴酒造、２日から

6 広告 前富山県知事中沖豊氏のご冥福を心からお祈り申し上げます

15 コント 砺波・たぬき

15 地鳴り 亡き友人を見送る会  春川正人 ７１歳（砺波市）

26 「６５歳以上の１割」達成 砺波市  百歳体操参加、１４００人に

27 竹内さん優勝 第２回やまふじぶどう園杯健康麻将交流大会

28 わが家 鈴木要輔ちゃん １歳 砺波市東開発

28 砺波地区中学校陸上競技選手権 大会結果

29 ソフトボール・第１３回北信越ハイシニア大会県予選会最終日 大会結果

29 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ富山 試合結果

北陸中日 13 「百歳体操」で仲間づくり 砺波市 本年度に１００グループ目指す

13 「庄川開発」３０周年 道の駅で節目祝う 砺波

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 大人の部活 越中いさみ太鼓保存会（砺波市） 打ち鳴らし自分を表現

朝日 23 始球式バッテリー 小中生１２組決まる 第１００回全国高校野球選手権記念富山大会

 ２９日　金曜日
北日本 13 ピティナ・ピアノコンペティション富山地区予選 予選結果

21 ディスク競技で会員ら１２０人交流 県身体障害者福祉協

22 犯罪・非行防止活動に力 社会を明るくする運動砺波市推進委員会

22 考案した機器を映像・実演で発表 高岡  市消防職員

22 パークゴルフ 柳瀬第６回交流大会 大会結果

22 広告 ふるさと紀行 我がまち砺波市

23 特産タマネギ初出荷 ＪＡとなみ野  過去最多８０００㌧  愛知にも初めて

23 市町村議会 補正予算など１４議案可決 砺波

23 ブロック塀問題なし 市内小中学校

23 お盆期間休日３日間に拡大 市立保育施設

23 論戦を振り返って 幼稚園統合 説明丁寧に

23 民意と歩む 議員の議案賛否公開

27 郷土の石像 由来を調査 高岡 中田地域生涯学習推進協  ９月に成果発表

28 剪定枝・落ち葉の処理方法 屋敷林保全「砺波型」で  市と富山大  新手法提案へ

富山 2 広告 前富山県知事中沖豊氏のご冥福を心からお祈り申し上げます

3 小矢部、黒部、舟橋で事業所増 経済センサス

15 地鳴り 受診結果にショック  角栄一 ６６歳（砺波市）

23 これで簡単郷土ごっつぉ ナスそうめん 相性よい夏の風物詩

23 市場から 今はこれ！ 砺波のアルギットニラ

29 市町村議会（２８日） 砺波市  ホームページで議案の賛否公開  議案１４件を可決

29 ８月１３日～１７日 小中学校を閉庁 砺波市議会全協
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29 藤田さんが優勝 第３９回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

30 屋敷林 富大と実態調査 枝や落ち葉再利用図る  砺波市が保全管理検討会

30 目標の１万㌧へ順調 作付１９２㌶に拡大  となみ野産タマネギ初出荷

30 髙木、藤井氏に厚生部門功労表彰 砺波医師会会長 藤井正則氏（６１）

31 西から東から どこでも出くわす

34 窃盗３被告に有罪判決 富山地裁

北陸中日 12 タマネギ 過去最多見込む ＪＡとなみ野、初出荷

12 議会だより ２８日 砺波市

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 25 トップシェア 冊子に 北陸３県  優れた技術や製品紹介

日本経済 41 ウイスキー樽 求む！オーナー 若鶴酒造  今夏蒸留の１樽分

 ３０日　土曜日
北日本 6 となみ政経懇話会 ６月例会 時代と共に変わる皇室 講師 皇室ジャーナリスト 山下晋司氏

24 仲間と集う 福光けんしん年金友の会（砺波市 金倉多栄子）

27 書の力作展示 玄土社瑞穂書会の半紙習作展

27 会長に天野さん 砺波市商店街連盟

30 ほほ笑み土偶 文化財指定 砺波市 徳万頼成遺跡で発掘

30 ９月に庄川下流清掃 となみセントラルLC

富山 16 ７月イベント一覧 ８日 第１０回東般若地区グラウンドゴルフ大会 ほか

16 イベント 夏季特別企画展「ドラゴンボール超 修業チャレンジ～悟空を目指して強くなろう！～」

17 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

30 観光発信や災害、空き家調査 ドローン操縦学ぶ 砺波市職員

30 柳瀬の出身者 故郷に戻って 砺波の自治振興会 初の就活ツアー ８月、工場見学など企画

31 「灰小屋は農村文化財」 砺波、南砺に９８カ所確認 南砺の西村さん 表示板を設置

31 新会長に天野さん 砺波市商店街連盟

33 農業用ため池 一斉点検 県など４市２町１４カ所問題なし

北陸中日 14 となみセントラルライオンズクラブ新役員 役員一覧

15 土偶、砺波市文化財に 縄文中期 徳万頼成遺跡から出土 市教委指定

読売 26 立像土偶 砺波市文化財に 「欠損少ない、貴重」

27 夏彩る オレンジ鮮やか 砺波 県花総合センター

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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