
　　　　　　　２０１６年（平成２８）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　水曜日
北日本 2 農地整備へ事業費確保を 砺波土改協　小泉進次郎氏に要望

11 高齢者の運転免許証返納 県内市町村が支援策

22 植え込み拡大で「芝桜の郷」ＰＲ 砺波　新屋敷地区

23 市長「重みある」と理解 砺波　議員報酬の引き上げ要請

23 補正案に２８００万円盛り込み 砺波　チューリップ　切り花販路拡大へ支援

23 名称「ゆずの郷やまぶき」に 庄川の健康福祉施設

23 会長に堀田さん 砺波　市文化財保護審議会

23 議会日程 砺波市

28 藤森さん（庄川出身）顧問に 日展

29 支援の輪　熊本地震義援金 砺波支社

富山 3 県分は３１１億円 ６月交付額　砺波市１２億３８６０万円

20 梅雨に備え　演習 砺波市　河川敷のパークゴルフ場

21 砺波市補正案 チューリップ振興３本

21 砺波市文化財保護審 会長に堀田氏

22 砺波・新屋敷のシバザクラ 今春の見学者４倍の４０００人

24 新顧問に藤森氏 日展役員人事

25 地鳴り 砺波の散居村黄金色の夕日　宮田好子　６９歳（南砺市）

読売 30 よみうり文芸 俳句　砺波市　西能さとみ

30 ソフトボール　第３０回全日本小学生女子大会県予選 ダイヤモンドキッズ16-2吉島ｊｒ.

30 バレーボール　第４７回全国ママさん大会県予選 ③庄西ク

　　２日　木曜日
北日本 18 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

24 読者のひろば 大風ものともせず　砺波市　島田 栄（農業　６７歳）

26 子どもの交通事故防ごう 砺波　砺波市交通安全母の会連合会の総会

27 自転車のマナー向上へ 砺波　砺波高校１年生の校風委員１０人をサイクル安全リーダーに委嘱

29 アユの食文化をＰＲ １日は「鮎の日」 砺波の山田商事と川金

30 南画院公募展 吉岡さん（高岡）最高賞

特 1 東京富山県人会連合会１００周年 富山県人会が刻んだ一世紀（敬称略）

2 東京富山県人会連合会 歴代会長

4 富山県人　１００人１００字ツイート 村岸優希さん（２７）砺波市出身

6 〃 稲垣二雄さん（７４）砺波市出身

7 〃 福澤由佳さん（２９）、長久隼廷さん（２５）砺波市出身

富山 29 砺波市教委　探訪事業開始 出町小、増山城跡へ

32 戦後最も暑い春 ５月は５地点で歴代２位

33 地鳴り 健康に勝るものはない　犀川寮明　６８歳（砺波市）

北陸中日 19 会長に堀田氏 砺波市文化財保護審

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

　　３日　金曜日
北日本 3 科学五輪参加６日から募集 県と県教委

16･17 学びの成果　生き生き あすから記念発表会　北日本新聞砺波支社カルチャー教室

25 「くまモン」行燈かわいい 五鹿屋幼稚園児　引き回し豊作祈る

25 地域の「見守り隊」　いつもありがとう 砺波　庄東小で感謝集会

27 女性助っ人　祭りに元気 庄川観光祭・京坂若連中　大行燈意欲的に製作

28 梅雨時期前に危険箇所確認 砺波で県防災パトロール

28 医師ら２８人表彰 県学校保健功労者

28 職員６人を表彰 県児童館連絡協

31 自転車の９６歳男性　車にはねられ重体 砺波　２日午前９時２０分ごろ、砺波市広上町の市道交差点

富山 2 学校保健功労２８人たたえる 富山で表彰式

3 参院選とやま２０１６ 有権者８８万５７８０人　砺波市３９，６２０人

3 とやま科学オリンピック ３回以上参加で記念章

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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20 砺波で防災パトロール 県の防災パトロール

21 砺波、写真の力作並ぶ 高波チューリップまつり

21 見守り隊に「ありがとう」 砺波・庄東小　「見守り隊感謝集会」

21 園児、最後の夜高曳き回し 砺波・五鹿屋幼稚園

22 祭り気分高まる 夜高行燈が登場　イオンモールとなみ

22 観光祭ポスター並ぶ 庄川　トッペ行燈も登場

23 １１氏の功績たたえ 県生涯スポーツ協議会

25 健全育成で６氏表彰 県児童館連絡協

27 砺波で自転車の９６歳男性重体 軽と衝突

北陸中日 23 手作り夜高行燈園児が曳き回す 砺波の五鹿屋幼稚園

23 砺波の８ヵ所で防災パトロール ８月に総合防災訓練を予定している砺波市で

33 自転車の９６歳はねられ重体 砺波の交差点

読売 21 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

21 ９６歳はねられ重体 砺波市広上町の市道交差点

　　４日　土曜日
北日本 12 第７１回県展・ 入賞・入選 あふれる創作への思い

18 第６４回庄川観光祭 ６月４日 土・５日 日

19 散居村の入門書改訂 散村地域研究所 条例制定を追加

19 庄川の増水に備え 砺波　

19 増山城跡に興味津々 砺波 ふるさと探訪事業  初日は出町小学校が見学

23 鹿島保存会今年も参加　行燈作りに励む １０、１１日 となみ夜高まつり

23 田楽行燈作り公園練り歩く 砺波　ちゅぅりっぷ保育園児

23 元気に「ヨイヤサ」夜高行燈引き回す 砺波　東野尻幼稚園児

23 写真で内モンゴル紹介 砺波　きょうから庄川中国展

23 チューリップ球根収穫 砺波　新規参入小幡さん栽培の伝統引き継ぐ

23 林業功労・奨励者たたえる 南砺  砺波林業協会

富山 24 匠指導の球根掘る 砺波・小幡さん「上々」　チューリップ・新規生産者

25 夜高の継承　園児脈々 砺波　東野尻地区、ちゅうりっぷ保育園

25 園児「バラきれい」 砺波・庄下保育所　県花総合センターへ

25 飯田部会長を再任 砺波安全運転管理者部会

26 第７１回県展きょう開幕 近藤さん（写真）２年連続大賞

29 地鳴り 迫力満点の演奏に感動　別所武　７７歳（砺波市）

北陸中日 17 チューリップ球根初収穫 新規参入、砺波の小幡さん

17 夜高行燈 曳いたよ 砺波・東野尻幼稚園児

毎日 22 第７１回県展　きょう開幕 県民会館で１０日まで

　　５日　日曜日
北日本 1 ため池で７０代夫婦死亡 砺波　転落男児助けようと

14 県高校総体中心会期が開幕 ソフトテニス、バレーボール、柔道、剣道、バドミントン、卓球、ラグビー

14 空手道　県中学校選手権 女子　個人　組手　①三島桜妃（庄西）

15 全日本学童軟式野球県大会 １６チーム頂点目指す

23 本社砺波支社カルチャー教室１５周年 きょうまで４３講座が成果披露

23 庄川美術館尾山さん（版画家）が作品展 画業の軌跡一堂に

23 ヨイヤサ３町行燈集合 砺波　中村　三郎丸　宮村

28 天位に柄沢さん（富山） 県俳句連盟春季大会 チョウの愛らしさ詠む

29 極彩色の行燈激突 庄川観光祭

29 空き家対策推進 県建築士会　新役員　副会長　近江吉郎

29 きょうから高齢者講習案内 高齢者講習空き情報

31 砺波 ７０代夫婦死亡 助けたい一心で…

31 大輪彩る夏 幕開け 庄川峡花火

富山 1 貯水池で７０代夫婦死亡 砺波　男児救助で溺れる

23 県高校総体２０１６ 卓球、ソフトテニス、ラグビー、剣道、バレーボール、バドミントン

25 駅前の空き店舗に活気 砺波　テンバラショップ始まる

25 夜高行燈 そろい踏み 砺波・宮村、三郎丸、中村の３町内

25 ２０人が書に親しむ 砺波市社会福祉協議会の生活訓練事業「書道教室」

25 家族の似顔絵並ぶ イオンモールとなみの「家族の似顔絵展」

26 となみ・ラモーダ 社交ダンスの基本みっちり

30 勇壮 鮮やか 夜高行燈 砺波・庄川観光祭始まる
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31 砺波の７０代貯水池で死亡 仲良し夫婦突然の悲劇　地元住民「信じられない」

北陸中日 1 きょうの紙面 男児救助、砺波で７０代夫婦溺死

19 県高校総体が開幕 バレーボール、柔道

19 とっぺ行燈作ったよ 砺波で体験催し

19 県中学空手道選手権大会 女子　個人　組手　①三島桜妃（庄西）

27 男児救助７０代夫婦死亡 砺波の貯水池で溺れる

読売 27 ふるさと写真館 加越線の記憶伝える

27 責任感強い２人悼む住民 ７０代夫婦溺死 男児転落の池、柵なく

29 ７０代夫婦溺れ死亡 富山　池に落ちた男児救おうと

朝日 23 家庭婦人バレーいそじ県大会 富山桜組Ｖ全国へ

31 男児救助試み７０代夫婦死亡 富山・砺波のため池

毎日 22 高校ラグビー富山第一優勝 ３位決定戦　砺波31-10富山工

27 救助で池へ　夫婦死亡 富山　転落した７歳児追い

産経 25 男児救助で溺れ７０代夫婦が死亡 ４日午後３時ごろ、富山県砺波市井栗谷の貯水池で

日本経済 31 貯水池で７０代夫婦死亡 富山　落ちた男児助けようと

　　６日　月曜日
北日本 1 議員報酬４倍の差 県内市町村　富山６０万円 舟橋は１５万円

6 学びや上空２０１６　砺波高校（砺波市） 文武両道目指す

8 読者写真コンクール　５月の入選作 最終選考進出者　飯田章治（砺波市）

17 県高校総体　中心会期第２日 柔道、剣道

17 ４チームの対戦決まる 第４７回北日本新聞朝間野球砺波市大会　８日開幕

18 本社旗争奪県少年野球 対戦カード決まる 栄冠へ１３４チーム闘志

18 全日本学童軟式野球県大会 稲積少年会野球部11-1出町ボーイズスポーツ少年団

21 飯田部会長を再任 砺波　砺波安全運転管理者部会

21 全国珠算学校連盟検定合格者第２４６回段位珠算検定試験 合格者一覧

21 同２９９回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

25 多彩な演奏３１団体が披露 砺波　地区吹奏楽祭

25 庄川観光祭フィナーレ 砺波　よさこいや「合わせ」熱く

25 障害者対象に書道教室 砺波市社会福祉協議会

27 ハンガリーへ歌声響け 砺波・出町中合唱部　国際合唱コンクール本番向け壮行演奏

29 庄川町の国道にクマ ５日午後１時ごろ、砺波市庄川町金屋の国道１５６号で

31 砺波・ため池 夫婦死亡 再発防止へ柵設置

富山 8 日彫北陸展 彫刻の可能性追求

17 県高校総体２０１６ 剣道

18 砺波夢の平 コスモス１００万本満開の秋、待望

18 ロビー展 吉田外之　日本画展

19 茶筅に感謝、法要と茶会 砺波・茶道３流派

19 ３００人、歌謡舞踊を堪能 砺波で御供田一座ショー

21 柳瀬が優勝 ソフトボールの第３回砺波市レディース大会

23 地鳴り 月に１度の誕生会に参加　角栄一　６４歳（砺波市）

25 新入禁止ロープ早急に 夫婦事故死砺波の貯水池　関係機関が対策検討

25 砺波で幼獣１頭 ５日午後１時ごろ、砺波市庄川町金屋の歩道で

　　７日　火曜日
北日本 19 収穫が楽しみ 砺波市農業委 耕作放棄地を再生

19 出町幼稚園最後の夜高 砺波　園児が行燈引き回す

19 祭り後の町きれいに 砺波　庄川中生徒ら庄川観光祭の会場清掃

19 市町村議会　砺波 出町市街地に調整池　浸水対策で学校・公園活用

19 〃 新砺波体育センター　外観シンプルに

19 ビーチボール　第６９回県民体育大会砺波市予選会 大会結果

21 カンナの迷路楽しみ 砺波チューリップ公園 球根植え込み

22 功労者に感謝状 県人権擁護委員連合会

23 陸自富山駐屯地１．４倍に拡張へ 砺波

24 きょうため池に柵設置 砺波市土地改良区　夫婦死亡事故受け

富山 1 夏野氏、再選出馬の方向 砺波市長選　１３日の議会で答弁

21 わが町朝市夕市 砺波市

22 耕作放棄地解消 除草、野菜植える 砺波市農業委

22 登下校見守り 児童感謝 砺波東部小　水の事故に注意促す
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22 シルバー人材会員前田さんしのぶ 砺波

23 市町村議会（６日）　砺波市 観光・防災 Ｗｉ－Ｆｉ １５カ所増設

　 23 〃 総合病院、２年連続赤字決算

　 23 〃 新砺波体育センター　アリーナは１．４倍　

23 ホタル見入る 砺波・石北鑑賞の夕べ

24 観光祭の後、きれいに 庄川町商工会青年部　庄川中の有志約１００人も参加

25 最後の曳き回し威勢よく 砺波、出町幼稚園児

27 地鳴り 後世に残るよう詳しく書き込む　浦外喜夫　６７歳（砺波市）

27 〃 全身灸を受け体が軽くなる  黒田和也  ３９歳（砺波市・会社員）

北陸中日 16 チューリップ栽培振興など７議案 砺波市議会

17 砺波で夜高行燈曳き回し 園児元気に「よいやさー」

17 夏には「迷路」にカンナ植え込み 砺波チューリップ公園

読売 30 小学生バレー 出場３５チーム全国目指す

朝日 22 ベルマークだより ５月の運動　設備購入資金を取得　砺波市　庄南小

23 ニュース短信 砺波市議会が開会

　　８日　水曜日
北日本 3 作文コンテスト講演会など実施へ 日本国際連合協会県本部

20 地域振興・産学連携を重視 砺波　砺波工場協会

21 砺波・石北地区６年ぶり鑑賞会 ホタル飛び交う里再び

21 二俣さんと窪田さん天位 砺波　辛夷砺波支部俳句大会

21 ざっくばらん 砺波市庄東小学校見守り隊　菅野利貞さん（砺波市・６５歳）

21 園児の似顔絵 笑顔誘う 砺波　イオンモールとなみ２階で

21 優良会員を表彰 砺波　市シルバー人材センター

23 ３２０人訓練の成果競う 富山で県消防救助技術大会

24 福野夜高祭フォトコン 斉藤さん（砺波）本社賞

24 会長に石坂さん 県高校ＰＴＡ連合会

27 再発防止へ安全柵 ため池事故受け砺波市土地改良区

富山 21 砺波南部小の畑にヒナ 卵４個、２羽生まれる

21 となみ夜高まつり 大行燈製作大詰め

22 新会長に石坂氏 県高校ＰＴＡ連合会

27 死亡事故受け転落対策 砺波の貯水池、ロープ設置

北陸中日 15 転落防止 ため池に柵 砺波・夫婦死亡現場で県など

読売 30 よみうり文芸 俳句　砺波市　西能さとみ

　 30 〃 川柳　砺波市　西能さとみ

30 〃 海潮砺波歌会

31 夫婦溺れ死亡 ため池２０００か所調査へ

31 東海北陸道に追加車線 渋滞解消や事故防止検証へ

　　９日　木曜日
北日本 3 砺波平野断層を調査 熊本地震受け被害想定を試算

5 経常・純益とも微増 となみ衛星通信テレビ

5 アパマンショップとなみ店オープン 朝日不動産

15 とやま文芸散歩　久泉迪雄 伊藤和世　砺波市

17 情報かわらばん となみ野

17 県内朝市夕市 砺波市

19 米原商事が決勝進出 砺波市大会開幕

22 草木・柿渋染め素朴な味わい 砺波　越の国染色展

23 「元気に育ってね」 砺波　栴檀野幼稚園児 コイとニジマス放流

23 郷土ゆかりの作品紹介 砺波　本社砺波支社　１５周年記念し収蔵品展

23 会長に田守さん 砺波　市書道連盟

23 寸劇で防犯呼び掛け 砺波　砺波署と砺波市交通安全協会

26 あすから砺波で花しょうぶ祭り ６００品種７０万株並ぶ

27 傷害の疑いで高岡の男逮捕 砺波署

27 女性の尻触った疑いで男逮捕 南砺署

28 砺波の夫婦に県警が感謝状 ため池事故

富山 4 朝日不動産のとなみ店開業 イオンモール内

24 高齢者ら１００人「元気に１００歳へ」 砺波・雄神で交流会

25 ８月・庄川水まつり　流木乗り選手権 砺波　仮装賞新設
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　 25 油田保育所園児と一服 砺波・麦秋苑

25 和田川ダム湖に放流 栴檀野幼稚園児や幼児ら約３５人が

25 アラピアで華麗な舞台 新蔵富美男一座の新蔵流歌謡舞踊ショー公演

26 となみ・ラモーダ 速く駆ける走り方学ぶ

26 ハナショウブ見に来て あすから祭り　砺波の実行委来社

26 県民スポレク祭 ビリヤード  ラージボール卓球

29 事件・事故 傷害容疑で男逮捕　砺波署

29 〃 女性の体触った疑い

30 前田さん夫婦に県警が感謝状 砺波の貯水池事故

北陸中日 18 砺波と邑知潟断層被害想定を検討へ 知事が答弁

18 満開しょうぶ会いに来て 砺波の県民公園、あすから祭り開催

18 ため池２０００ｶ所危険調査へ 死亡事故受け県柵設置で補助金も

18 県警本部長感謝状を伝達 亡きご夫婦の勇気忘れない

19 ファイル１１０番 痴漢容疑で砺波の男逮捕

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 24 頼成の森であすから花しょうぶ祭りＰＲ 砺波市のイベントをＰＲするプリンセスチューリップの伊勢雛子さんら

　１０日　金曜日
北日本 14 北日本新聞朝間野球　９日 砺波市　市立砺波総合病院0-2一心ＡＷ

15 第３１回花しょうぶ祭り ６月１０（金）－１９（日）

20 涼感演出する家族３人展 砺波　砺波市表町のギャラリーみかん堂で

21 大門素麺の小麦拡大 砺波　地産地消でブランド向上

21 「となみ野の郷」来客７０万人 砺波　農産物直売所 西尾さんらに記念品

21 園児が茶道に親しむ 砺波  砺波市福祉センター麦秋苑

21 熊本地震の義援金預託 砺波  砺波市表町の飲食店「串や桃源」

27 「突き合わせ」迫力楽しんで きょうあすとなみ夜高まつり　観光協が見学ツアー

28 記者ぶろぐ 「ハレ」の熱気に驚き

30 ため池の半数安全柵未設置 砺波市土改など調査

富山 21 となみ野の郷来場７０万人 砺波、農産物直売所

22 となみ・ラモーダ 韓国語の学び方考え

22 大門素麺用の小麦生産 砺波の営農組合　本格栽培に着手

22 砺波地区中学校総合選手権陸上競技 大会結果

25 地鳴り 歴史懇談会今後も参加を　犀川寮明　６８歳（砺波市）

25 〃 五穀豊穣祈る祭りが続く   武蔵桂  ７８歳（高岡市）

26 ため池緊急パトロール 砺波、夫婦死亡事故を受け

26 クマ目撃情報 砺波

北陸中日 19 ため池を緊急巡回 水難事故で砺波市　県全数調査に対応

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

29 通話録音装置貸与拡大 昨年度６市町が実施　詐欺被害防止に効果

29 夫婦溺死事故受け砺波のため池点検 県や市、土地改良区の職員と住民ら

　１１日　土曜日
北日本 24 読者のひろば ひとつやいと参加　砺波市　黒田和也（会社員　３９歳）

24 〃 ねつおくり楽しみ　南砺市　水上宗一郎（無職　９０歳）

29 勇壮夜高引き回し披露 砺波総合病院前　患者ら雰囲気楽しむ

29 祭りや風景の番組ＰＣ・スマホで視聴 となみ衛星通信テレビ

29 農業経営への女性参画促進 砺波で来月セミナー

31 砺波の国道１５６号交差点名を変更 「砺波チューリップ公園」に

32～33 華やか７０万株 砺波　花しょうぶ祭り開幕

34 大行燈威勢良く となみ夜高祭り開幕

富山 23 砺波市長らに花束贈る 出町青葉幼稚園児

24 大門素麺用の小麦刈り取り 砺波　収量５０㌧見込む

28 優美にハナショウブ 砺波・頼成の森

29 豪華絢爛 行燈ずらり となみ夜高まつり開幕

北陸中日 1 あんどん 勇壮に となみ夜高まつり

14 あでやかショウブ歓声の雨 「入梅」、砺波で祭り開幕

17 黄金色小麦刈り入れ 砺波で大門そうめん原料

　１２日　日曜日
北日本 1 夏野砺波市長再選出馬へ １１月２７日に任期満了を迎える
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10 「１０年後に生き残る最強の勉強術」 鈴木秀明（砺波市出身）著

16 中野なかよしＡ団体優勝 砺波市児童クラブ相撲大会

16 県内外７チーム熱戦 少年硬式野球　小学部北陸交流戦始まる

16 アレスグーテ砺波Ⅴ フットサル・Ｕ-１８県大会

25 となみ夢の平スキー場 トラクターで草刈り省力

25 幼保連携こども園着工 砺波　東野尻・五鹿屋幼稚園を統合

25 感謝の気持ち花束に 砺波  出町青葉幼稚園

25 カード事業から市の財団へ寄付 砺波　イオンリテール

32 県内２人熱中症搬送 砺波、南砺高宮、八尾で３０度を超える真夏日となり

33 白熱「突き合わせ」 となみ夜高まつり

富山 1 迫力の大行燈 となみ夜高最終日、突き合わせ

1 県内３地点で真夏日 ２人熱中症

26 林Ａが優勝 第１８回北部苑所長杯争奪親善【やすごと】ゲートボール大会

27 南部こども園が起工 砺波　幼保一体型で来春開園

27 ゲレンデ除草に新トラクター 砺波・夢の平スキー場

29 すこやか育児 荒井久也さん（31）祐子さん（33）　長女 文音ちゃん

29 デスク日誌 城端線　地道な取り組み

31 地鳴り いつの間にか物語の世界に　亀岡綾子　８６歳（砺波市）

31 コント 砺波・越中之助

北陸中日 12 ２幼稚園を統合 認定こども園起工 砺波・鹿島

読売 28 少年野球 となみ野リーグ　Ｃリーグ　大谷13-9庄南

　１３日　月曜日
新聞休刊日

　１４日　火曜日
北日本 3 夏野砺波市長再選出馬表明 １１月２７日に任期満了を迎える

20 バスケって楽しい！ 砺波でフェス 元代表の田中さん指導

21 新緑の万葉路駆ける 高岡　マラソン大会に２０５５人

21 野球　マクドナルド学童軟式大会兼ろうきん旗学童軟式大会 大会結果

21 サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-15）リーグ １２日、砺波河川敷

21 サッカー　高円宮杯Ｕ-18リーグ 試合結果

23 都万麻の木〝２代目〟植樹 砺波・出町小 初代の種から苗木栽培

26 版画家尾山さん創作への思い語る 砺波　庄川美術館

27 市町村議会　砺波　 市庁舎耐震化　方向性は２２年度以降

27 〃 国保事業赤字見通し　税率引き上げ検討

27 園児にタマネギプレゼント 砺波　砺波市五鹿屋地区の「たんぼにおえかき」実行委員会

28 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小６年　宮本拓海君

32 最優秀賞に大門中 県中学校放送コンテスト

富山 1 「地方創生の施策推進」 砺波市長選 夏野氏、再選出馬表明

18 文芸喫茶 海潮砺波歌会５月例会

21 わが町朝市夕市 砺波市

25 地物タマネギ、思い出に 砺波・五鹿屋幼稚園児

25 市町村議会（１３日）　砺波市 市庁舎耐震化　基金積み立て加速

25 〃 砺波総合病院　地域医療支援病院承認目指す

25 砺波・千光寺で朝市 砺波市栴檀野自治振興会の朝市「芹の市」

26 バスケの楽しさ伝える 砺波　元日本代表が児童指導

北陸中日 1 夏野氏が出馬表明 砺波市長選

17 とれたてタマネギどうぞ 砺波で地元園児に贈る

17 バスケ元代表に学ぶ 砺波、キッズフェスに１００人

読売 33 砺波市長　再選出馬表明 「市民の幸せ目指し、全力で」

朝日 27 夏野・砺波市長 再選へ立候補表明　人口減対策など意欲

　１５日　水曜日
北日本 3 国道３５９号１９年度全線開通 砺波東バイパス急カーブ区間解消

5 学習帳「恐竜ノート」発売 文運堂 塗り絵や解説ページも

12 くらし川柳 砺波市　島倉京子

13 北日本歌壇の集い 砺波市　安念智栄子、中井溥子

17 全国珠算学校連盟検定合格者第247回段位珠算検定試験 ２段 下津佐奏来（庄西中）

17 全国珠算学校連盟検定合格者第３００回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧
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21 市町村議会　砺波　 類似施設統廃合へ　年内に総合管理計画策定

21 チューリップ球根掘り取り 砺波　四季彩館周辺花壇 市内の小学生体験

21 お年寄りに記念品贈る 砺波　柳瀬地区の敬老会

23 ふるさと紀行　我がまち砺波市 砺波市長　夏野修

27 功労者ら表彰 県高速道路交通安全協

富山 20 小牧発電所やダム見学 砺波市庄川小６年生４９人

21 市町村議会（１４日）　砺波市 出町地区豪雨時の浸水対策　５カ所に地下タンク

21 やすんごとの餅つきで交流 砺波・庄東デイサービス

22 球根掘り取り始まる 砺波・庄東小児童

24 となみ野花火８月１５日に 砺波で実行委　１０号玉やスターマイン

24 功労者に感謝状 県高速道路交通安全協

27 ほたるいか 砺波市西中の諏訪川用排水路

北陸中日 5 テーマ特集　広島訪問① 勇気と決断に偉大さ感じた　会社員　石丸秀幸　５７　富山県砺波市

19 砺波の児童が球根掘り出し 体験学習始まる

読売 34 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ

34 〃 俳句　砺波市　源通ゆきみ

34 球根掘り児童が挑戦 砺波

朝日 24 第９８回全国高校野球選手権大会　展望 西日本編 富山第一・高岡商が優勢

　１６日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

22 グラウンドゴルフ 第１１回県年金受給者協会砺波支部大会

22 新聞エコバッグ教室 北日本新聞砺波支社

23 市町村議会　砺波 チューリップ水耕栽培キット 都内小学校で活用

23 電気柵の設置５地区に拡大 イノシシ被害防止へ

23 かばんや花鉢色合いしっとり 砺波 峯の会「一閑張展」

27 国に補助要件緩和を要望 県ため池安全対策強化へ

27 来月までに点検 砺波市と市土改

27 砺波市ナイターソフト開幕 １２チーム栄冠目指す

27 一心ＡＷ４連覇 北日本新聞朝間野球砺波市大会 米原商事破る

29 クマ出没情報 砺波で１頭目撃

29 砺波の庄川で男性遺体 １５日午後６時２０分ごろ、砺波市柳瀬の庄川で

富山 26 砺波で消費生活講座 砺波市消費者グループ連合会

27 市町村議会（１５日）　砺波市 昨年度イノシシ被害額半減 電気柵、おり効果

27 砺波工高生が清掃 苗加苑など訪れ

28 優良従業員１１人表彰 砺波建設職業安定協会

31 事件・事故 庄川に男性遺体

31 地鳴り 熊本城の復興声高は当然 石川祐惠 ６８歳（砺波市）

31 〃 春の風物詩いつまでも 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

31 〃 畑の管理は妻にお願い 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

北陸中日 12 平和の俳句 砺波市 上竹秀幸、佐野由美子、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

朝日 27 今年も色つやショウブ 砺波「頼成の森」

　１７日　金曜日
北日本 14 砺波地区中学校総合選手権大会 ３、４、１１、１２日 小矢部陸上競技場ほか

20 わが家のアイドル 岩見 怜ちゃん ３歳 砺波市杉木 

22 おかきと大門素麺ギフトセット紹介 砺波 市長に御菓蔵

22 中国の医師ら研修 砺波 砺波総合病院で１７日から研修する医師・看護師

23 医療圏見据え２病院を改革 田中幹夫南砺市長

23 入院患者の満足度８６点 砺波総合病院

24 とやま元気っ子 庄東スポーツ少年団野球部 助け合いミスをカバー

27 地元”お宝”水墨美術館へ 砺波市徳万自治会 小川芋銭の掛け軸寄託

27 旬のアユ香ばしく 釣り漁解禁で庄川の料理店

28 最高賞に平井さん（富山） チューリップフェア写真コンテスト

29 とやま世界こども舞台芸術祭 県内４２団体１４００人参加 来月３０日から 代表者ら説明会
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富山 2 看護関係の功労者に５氏 砺波市総合病院看護部長の松原直美氏（５８）砺波市

23 おかきと素麺、新セット 砺波・御菓蔵、夏向け限定

23 市町村議会（１６日） 砺波市 国保赤字１億３１００万円

24 展示のアジサイ格安 砺波・四季彩館で販売

24 季節展示始まる ユリやチューリップ 四季彩館

24 中国の眼科医ら技術習得へ意欲 砺波総合病院で研修

26 初夏の味覚に舌鼓 庄川・アユ専門店

27 コント 日本人プリンシパル（砺波・越中之助）

北陸中日 18 人気商品詰め合わせ 「御菓蔵」夏ギフトを一新

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

　１８日　土曜日
北日本 2 利賀ダム建設巡り意見聴取 国交省北陸地方整備局

3 となみ政経懇話会 ６月例会 神志名氏（元ＮＨＫ解説委員長）講演 参院選自民単独過半数なるか 

24 読者のひろば 「はな子」安らかに 砺波市 山田陽子（主婦 ７１歳）

27 市町村議会 砺波市 ４、５月の強風で教育施設に被害

30 となみ野美術展きょう開幕 市美術館

31 クマ出没情報 １７日 砺波市 三合新で目撃

31 厚生部門功労表彰に６人 松原直美（砺波総合病院看護部長）

31 庄川の男性遺体、死因特定できず 砺波署

富山 27 市町村議会（１７日） 砺波市 半額給付奨学金２人

28 運転免許更新時における高齢者講習空き情報 砺波

28 正蔵師匠、巧みな語り口 砺波で落語会

29 砺波地区中学校総合選手権 水泳

29 高円宮杯Ｕ18サッカー 試合結果

31 地鳴り わが家のネコ名前はミーコ 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

32 クマ目撃情報 砺波

32 死因の特定に至らず 砺波署

　１９日　日曜日
北日本 1 １６参院選とやま 公示前最後の週末 野上・道用氏奔走

20 詰め放題にぎわう 砺波 ＪＡとなみ野と道の駅砺波

21 「金屋石」探してみよう 砺波 来月１６日町歩き企画

21 ２２０人庄川の自然描く 砺波 砺波・小矢部・南砺の中学生参加

21 出町中合唱部・吹奏楽部 砺波 鷹栖・ふれあいフェス

27 １２１人の意欲作一堂に 砺波市美術館 となみ野美術展来月１０日まで

28 リオで輝け 県関係選手 車いすバスケ男子 宮島徹也選手

富山 26 砺波・すいげつろうホテル 「半露天」の風呂好評

26 無差別の部酒井さんＶ 高波碁遊会・第４１回富山新聞社杯高波囲碁大会

26 上野さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会第２回むかわ町杯ＰＧ大会

27 地元園児、最後の出演 砺波・東野尻で敬老の集い

27 花火やアイドルコンサート楽しむ 砺波・柳瀬

27 攻防の地タワーから望む 砺波市 散居村学習講座が開講

27 演奏や合唱楽しむ 砺波・鷹栖小

27 ９月に野球教室 明るい社会づくり砺波圏民会議総会

33 参院選２０１６とやま 公示前最後の週末 ３陣営、街頭に

33 ほたるいか 砺波市出町児童センターで

北陸中日 5 発言 夜高あんどん結束し最優秀 農業 島田栄 ６７ 富山県砺波市

20 ２２日公示へ富山選挙区 ２陣営早くも走る

20 となみ野美術展３市１２１人の力作 砺波市美術館

20 利賀ダム整備で賛成、反対の意見 流域住民ら会合

読売 30 小学生バレー 県大会 試合結果

　２０日　月曜日
北日本 3 参院選比例の柴田氏 ２０１０年参院選の柴田氏の得票

8 とやまの橋 ５４ 雄神橋（砺波市庄川町庄）

14 サッカー 高円宮杯Ｕ-１８リーグ県リーグ Ｔ３Ｂリーグ 第５節 砺波5-1富山西

20 優良従業員を表彰 砺波 砺波建設職安協会

21 来年３市で租税教室 砺波 砺波法人の会青年部会と女性部会

23 華麗な舞い成果を披露 砺波 豊晧会「民踊の四季」
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富山 16 防災の努力日々重ね 砺波・柳瀬 用水や側溝歩いて点検

17 女性の社会参加話し合う 県婦人会指導者研修会砺波地区研修会

23 地鳴り 菜園を通して地域と関わり 鈴木佳奈 ２８歳（砺波市）

23 月曜川柳 浦外喜夫、川辺久松、別所武（砺波）

　２１日　火曜日
北日本 13 県内タクシー業界 ママさん運転手活躍 

16 砺波地区中学校総合選手権大会 １８、１９日、県西部体育センターほか

20 高波の土地改良一目で 砺波 郷土資料館調査報告書 整備前の歴史伝える

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波市砺波南部小６年 川田華暖（かれん）さん、小松颯馬（そうま）君

25 ２０周年花火で彩るたんぼのコンサート 砺波・柳瀬

25 １０人・６組が北陸大会出場 エレクトーンフェス

26 高齢者の買い物便利に 砺波・丸圓商店 ２３日から移動スーパー

26 桜井が最優秀 県高校放送コンテスト

27 窃盗容疑で砺波の男逮捕 石川県津幡署

27 砺波の遺体は７２歳男性 １５日に砺波市柳瀬の庄川で発見された

富山 20 文芸喫茶 川柳 となみ野川柳会５月句会

23 わが町朝市夕市 砺波市

25 短冊１３００枚、園児願い事 イオンモールとなみ

25 圃場整備前の高波伝え 砺波郷土資料館 報告書第２２集発刊 地図帳など整理

25 ロビー展 砂岡廣美さん染物展 北陸銀行庄川支店

29 事件・事故 財布盗んだ疑い男逮捕

29 〃 庄川の遺体は高岡の男性

29 地鳴り あぜ道歩くといろんな発見 河合泰 ８２歳（砺波市）

北陸中日 17 ファイル１１０番 財布盗んだ疑い

毎日 24 第６８回毎日書道展 会友出品県内２３４人

　２２日　水曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 報酬増検討の高岡・砺波市議会

3 今回から選挙権１８、１９歳２万５７人 県全体９０万６８０３人

13 北日本俳壇の集い 佳作 二俣れい子

18 南国の花々華やか 砺波 チューリップ四季彩館

18 移動スーパーが見守り活動支援 砺波 市と協定締結

19 市町村議会 砺波 ８月の県防災訓練臨時放送局を設置

19 〃 論戦を振り返って 公共施設の行方を注視

19 災害時の避難危険箇所確認 砺波 柳瀬・防災ウォーキング

23 砺波市全国３位 住みよさランキング

24 ハンガリー合唱コンクール 出町中「富山ＰＲ隊」

富山 1 新有権者２万５７人 県内 選挙人名簿登録者数

5 ５５年熟成のウイスキー 若鶴酒造５５万円、１５５本限定発売

23 軽トラのスーパー 砺波の中山間地 あすから巡回 移動販売＋見守り

23 市町村議会（２１日） 砺波市 補正予算可決、閉会

27 地鳴り 過疎化の集落ますます心配 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

27 〃 選ばなければいいだけのこと 石川祐惠 ６８歳（砺波市）

27 〃 旅こそ風雅各地を歩く 春川正人 ６９歳（砺波市）

28 砺波躍進３位 住みよさランキング２０１６

29 庄川の水がめ貯水率４０％ 岐阜・御母衣ダム

北陸中日 14 「住みよさ」砺波３位 北陸、３０位内に１４市

18 ８議案可決し閉会 砺波市議会

19 ファイル１１０番 砺波市の男性遺体の身元判明

30 選挙人名簿登録者数９０万６８０３人 １８、１９歳２．２％２万５７人

読売 30 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市 西能さとみ

30 「５５年」熟成ウイスキー販売 若鶴酒造「歴史的な商品」

31 選挙人名簿登録者数（２１日現在、県選管調べ） 砺波市 ４０，７１０

朝日 31 １８歳選挙権で前回比７４６８人増 県内名簿登録者数

31 高校野球富山大会 第９８回全国高校野球選手権富山大会日程

毎日 24 ２０１６参院選 きょう公示 選挙人名簿登録９０万人

　２３日　木曜日
北日本 2 けさの人 砺波市議会議長に就いた今藤久之さん
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20 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館

21 情報かわらばん となみ野

21 県内朝市夕市 砺波市

24 読者のひろば きれいになった川 砺波市 横川實（庭師 ７３歳）

26 熊本地震義援金贈る 砺波 砺波高校生徒会

27 投稿１０年温かい視点で 砺波・村中さん エッセー集出版 題字は妻担当

27 ざっくばらん チューリップ四季彩館管理係主任 三上亜紀代さん（砺波市・４１歳）

29 短冊に願い書いて チューリップ四季彩館 七夕神社（愛知）奉納へ

富山 31 願い事、安城で奉納へ 砺波・四季彩館で七夕祭り

31 砺波高が熊本地震義援金 砺波高

北陸中日 19 砺波・四季彩館七夕飾りが彩り 南国の庭 星に願いを

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

　２４日　金曜日
北日本 5 理事長に荒木氏 県信用組合

18 読者のひろば 登山道整備に汗 南砺市 直江裕二（無職 ７９歳）

18 仲間と集う 砺波高商業科第１２回卒同級会（砺波市 西尾英宣）

21 仲八郎さん２６日復興支援ライブ 砺波 出町子供歌舞伎曳山会館

21 下水道応急対策市と災害時協定 砺波 日本管路管理業協県部会

29 南砺の全国順位天地の差 住みたい田舎１０位 住みよさランキング２３４位

富山 2 期日前投票に「１８歳」効果 県内１４市町村で増加

25 射水の串田さんＶ 第１７回となみ大正蔵杯健康麻将交流大会

25 砺波・麦秋苑で初の舞台 新蔵冨美男一座による新蔵流歌謡舞踊ショー公演

27 下水道管路で協定 砺波市、災害時に対応

27 砺波地区中学校総合選手権 大会結果

29 地鳴り 中干しの前に田の溝掘り 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

29 コント 竜宮城で会議（砺波・たぬき）

北陸中日 15 若鶴酒造 ５５年間熟成 ５５万円

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

31 昭和４０年代に着手ほ場整備調査書刊行 砺波郷土資料館

朝日 26 展覧会 となみ野美術展２０１６

　２５日　土曜日
北日本 3 参院富山選挙区選挙公報を印刷 砺波で県選管

15 県俳句連盟２０１６年度春季俳句大会 ４位 砺波市 野村邦翠 ほか

19 日本代表に宮島、藤井 パラリンピック１次発表

20 砺波市民体育大会（１９日、市陸上競技場） 大会結果

20 県シニアゴルフ レギュラーの部ネット優勝 中村雄三（トナミロイヤル）

22 わが家のアイドル 島千瀬（ちせと）ちゃん ３歳 砺波市徳万

24 昭和５０年代の川舟展示 地元の船大工製作

24 木目込み人形と押し絵競演 砺波 砺波市表町のギャラリーみかん堂

25 七夕短冊に願い込め 七夕の集い 砺波社会福祉庄東センターと砺波総合病院で

28 租税教育推進や中小企業を支援 北陸税理士会県内４支部

富山 3 選挙公報４７万５千部印刷 砺波市三郎丸のチューエツ印刷砺波工場

27 県内木造和船歴史伝え 昭和の川船寄贈受ける 氷見市文化財センターきょう公開

27 七夕飾り 願い届け 砺波・庄東センター 砺波総合病院

27 労災防止へ連携強化 砺波地区建設工事関係者連絡会議

29 鯉恋の宮 絵馬を一新 庄川水記念公園 開運キャラ１体追加

30 中小企業支援を充実 北陸税理士会 ４支部合同総会

31 地鳴り 妻の胸中思い静かに見守る 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

31 〃 仲良しだった２羽のめんどり 小倉慶子 ７１歳（砺波市）

32 「草刈り十字軍」８月解散 ４３年の歴史に幕 砺波市鷹栖、農業滝本和男さん（６８）

北陸中日 7 発言 投手の故障多く 球界の課題に 上野亮平 ７３ 富山県砺波市

19 庄川のごみ拾った昭和の川舟を展示 きょう氷見で 

19 中小円滑支援へ重点施策を確認 北陸税理士会４支部

読売 30 となみ野少年野球チームの紹介 上 Ａリーグ 砺波北部 庄東 Ｂリーグ 庄川 砺波東部

　２６日　日曜日
北日本 1 民意と歩む とやま議会考 ギカイのはてな？ 中継 

22 県内外の児童熱戦 南砺で洲崎杯サッカー
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22 砺波市からは７人 北日本新聞社長杯パークゴルフ大会砺波市地区予選会

22 サッカー県ユース（Ｕ－１５）リーグ １部第５節 富山北ＦＣ４－２庄西中

22 軟式野球 県生涯還暦選手権兼県民体育大会３部 ２回戦 氷見フレンズ１５－５砺波シニア

22 軟式野球 県民体育大会 ２部 １回戦 水西ドランカーズ５－１砺波市役所

22 小中学生が激しいラリー ソフトテニス 第１６回北信越小学生クラブ選手権

24 読者のひろば 華麗ハナショウブ 高岡市 向孝子（無職 ７０歳）

27 明治期の農家 間取３タイプ 散村地域研究所例会

27 児童の安全守る 砺波 高波防犯組合協議会

29 きれいな絵画ありがとう 洋画家・林さん 砺波・庄南小に寄贈

30 ハナショウブ描こう 庄川美術館実技講座

30 エゴマでイノシシ被害ストップ 砺波・増山で試験栽培 においで撃退 特産化も視野

30 とやまwebunランキング １８～２４日 ③若鶴酒造、５５年熟成ウイスキー販売

32 長野で震度４ 震源は新潟・上越 震度１ 砺波市＝庄川町

富山 24 認知症予防を解説 砺波・スリーティ運輸

24 防犯協力員の見守りに感謝 砺波・庄南小で対面式

24 災害時の平易な日本語指導 とやま国際センター  次回７月９日、砺波市文化会館で

24 砺波・高波で青パト車新調 砺波市高波自治振興会

25 林さんが油絵寄贈 砺波・庄南小

26 砺波地方の歴史に理解 散村地域研究所が例会

27 県スポーツ少年団大会開会式 ７６０人が検討誓う  卓球・バドミントン・剣道

28 イノシシ対策にエゴマ 砺波・増山で試験栽培 農作物保護へ

30 滑川などで震度２ 砺波市 震度１

読売 30 ＵＳＯ放送 初の臨床へ （砺波・越中之助）

30 園児ら七夕飾り付け 砺波

　２７日　月曜日
北日本 5 社説 報酬審議会 富山市と同じ轍踏むな

11 追想 ありし日 山本修市さん 

19 サッカー 第１６回大島カップ大会 大島カップ③ＦＣとなみ

20 障害者スポーツで交流 第１２回砺波市障害者スポーツ大会

20 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

24 見守りありがとう 砺波 庄南小学校の児童と防犯活動協力員の対面式

25 安川城跡の道きれいに 砺波 栴檀山地区の住民が２６日

25 小幡さんの１００歳祝う 砺波 砺波市荒高屋の小幡とよさん

30 北陸吟詠コンクール 優秀賞 中村純子（砺波）

富山 17 ５行事まとめ交流促進 砺波 栴檀山公民館

17 １３０人、７競技熱戦 第１２回砺波市障害者スポーツ大会

17 百歳（２６日） 小幡とよさん（砺波市荒高屋、２６日生まれ）

19 第６９回県体 ラグビー 成年  魚津３７－１４砺波

19 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ソフトボール ①ダイヤモンドキッズ

北陸中日 12 一票に託す 消費税撤廃論議に期待 川越美子さん（６３）

13 障害者１３０人が７種目で親睦 砺波でスポーツ大会

13 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 大会結果

16 近所の竹 おもちゃに変身 砺波・井栗谷 公民館で世代間交流

朝日 22 １１６団体の演奏順決定 県吹奏楽コンクール

　２８日　火曜日
北日本 3 １６参院選とやま 期日前投票前回比２．１８倍

5 砺波平安閣を総合宴会場に 来月１日改装オープン

13 北日本文芸 歌壇 人 砺波市 源通ゆきみ 他

13 〃 詩壇 六月のバラ 砺波市 蓮井信吉

13 〃 俳壇 佳作 砺波市 中邨宗承 他

13 〃 柳壇 入選 砺波市 吉川博

20 読者のひろば 水管理の徹底を 砺波市 村中正敏（無職 ８６歳）

22 ロビー展 県信用組合出町支店

23 夏白菜を初出荷 砺波 東般若 露地栽培で出来上々

23 少年補導功労の宗景さん表彰状 砺波 

23 文部科学省後援第３７３回全珠連検定試験合格者 合格者一覧

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波南部小６年 森田愛生さん、前川咲希さん
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28 記者ぶろぐ きっと会心の舞台に

29 子どもの通塾支援 安念さん（砺波）基金設立

富山 3 全市町村で前回上回る 期日前投票 開始４日で１万８千人

4 補助金の交付先発表 北陸総合通信局

21 わが町朝市夕市 砺波市

23 宗景さん、栄誉銀章伝達 少年補導功労で砺波署

23 露地栽培で初出荷 砺波・東般若 夏白菜 

29 地鳴り いつごろからこんな時代に 石川祐惠 ６８歳（砺波市）

29 〃 印象に残った喪主の言葉 犀川寮明 ６８歳（砺波市）

　２９日　水曜日
北日本 1 民意と歩むとやま議会考 費用弁償支給１１議会 

2 叙位叙勲 正六位瑞宝双光章 元砺波市立砺波北部小学校長河原美明氏（82）

3 県西部６市都市圏形成 総務省 全国９件支援対象に

4 大島会頭退任を表明 砺波商議所

5 ２年連続で黒字確保 エフエムとなみ

5 新事業創造基金助成先を決定 県新世紀産業機構

11 ＳＮＳで北陸の風景発信 金沢大４年 大木賢さん（高岡）

19 仲間と集う 聞願寺初参り会 （砺波市 埴山明美）

20 読者のひろば 他人と比べない 砺波市 石川祐惠（無職 ６８歳）

23 砺波・中野地区学習会が冊子刊行 伝統の唄と踊り紹介

23 避難手順時系列で 砺波 市が防災計画策定

23 写真共有アプリ インスタグラム楽しもう 本社砺波支社カルチャー教室とまなぶん

27 防災組織の結成を促進 県自治会連合会総会

富山 4 ３会議所の会頭退任 砺波、魚津、滑川

25 田祭りの歴史１冊に 砺波・上中野の住民「学習会」

25 「基準達したら必ず避難準備情報出す」 砺波市防災会議

28 自主防災組織普及を促進 県自治会連合会総会

29 地鳴り 立派な道具茶会を堪能 西川良子 ６３歳（砺波市）

30 砺波－金沢線９月末廃止 加越能バス 利用減、６０年超の歴史に幕

31 暴走族消滅 「発祥の地」県内 

北陸中日 16 功労者４０人を表彰 県自治会連総会

16 叙位叙勲 正六位瑞宝双光章 元砺波市砺波北部小学校長河原美明氏（82）

17 地域防災計画を砺波市が改定へ ２年３カ月ぶり

読売 30 となみ野少年野球チームの紹介 下 Ｃリーグ 庄南、出町

　３０日　木曜日
北日本 16 １６校の対戦相手決定 県中学野球 来月９日から熱戦

22 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館、松村外次郎庄川美術館

23 情報かわらばん となみ野

23 県内朝市夕市 砺波市

29 砺波・南般若ふれあい夏まつり 児童「えんじゃら節」稽古

29 １０月に教育大綱策定 砺波 市総合教育会議

29 交通安全を願いジャンボ七夕飾り 砺波 油田保育所園児

29 ざっくばらん 滑川市生活環境課生活安全係長 山本教敬さん 砺波市出身

29 県総合防災訓練に参加 ８月２７日砺波市で実施

36 収穫作業時間大幅短縮 砺波 チューリップ「ネット栽培」

富山 25 富山文芸 ６月賞 歌壇 佐伯裕子選 佳作 砺波市表町 源通ゆきみ

27 球根のネット栽培 砺波 県花卉球根農協など開発

27 竹に短冊、願い託す 砺波署正面玄関 高さ１３㍍無事故祈る

29 孤立防止へ防災機材 砺波・般若自治振興会 三合新公民館に設置

北陸中日 19 球根ネット栽培 収穫公開 砺波・県花卉農協 チューリップ作業機械化へ

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

29 球根機械で掘り出し チューリップ栽培開発委が公開

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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