
　　　　　　　２０１5年（平成２７）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　月曜日
北日本 15 県高校総体 陸上　大会結果

15 〃 バレーボール　大会結果

17 各地でわんぱく相撲 となみ野　６０人気迫の取組

18 グランフォンド富山２０１５ 庄川水記念公園（砺波）

21 ウド・ヨシナ味わって 道の駅庄川 山菜そばも提供

22 砺波・新屋敷地区 「シバザクラの里」目指そう

23 練習の成果発揮 砺波　南砺福光高吹奏楽部

富山 14 山菜まつり人気 砺波・道の駅庄川　ススタケ、ヨシナ割安　

15 平家物語、朗読と箏 砺波でふみの会

15 砺波の北部苑 シバザクラ名所へ願い　ポット苗千個植える

17 第１４回わんぱく相撲となみ野場所 ６年高田Ｖ

19 県高校総体 陸上　大会結果

19 〃 バスケットボール　大会結果

19 〃 バレーボール　大会結果

19 〃 ラグビー　大会結果

北陸中日 12 夏の花コンテナ競う 砺波

13 押して こらえて わんぱく相撲 となみ野場所

13 県高校総合体育大会 バレーボール　大会結果

13 県社会人ラグビーリーグ戦 第三節　砺波ＲＦＣ13-7魚津ＲＦＣ

14 小説の朗読や琴聞き楽しむ 砺波・瑞祥寺

読売 26 わんぱく相撲熱戦 第１４回わんぱく相撲となみ野場所

26 少年野球 となみ野リーグ　砺波北部9-2庄川

26 バレーボール ファミリーマートカップ第３５回全日本小学生大会県男子ブロック大会

朝日 27 第４６回全国ママさんバレーボール大会県予選大会 南条クラブ初Ｖ全国へ

　　２日　火曜日
北日本 4 子会社１０社再編 トナミＨＤ　「運輸」に物流統括本部

13 ふるさと賞３氏選ぶ 林昭憲氏（８１）砺波市出身　神奈川県富山県人会連合会副会長

15 ラグビー　県社会人リーグ戦 第３節　砺波ＲＦＣ13-7魚津ＲＦＣ

15 ビーチボール　県理容生活衛生同業組合連協対抗女子大会　 ①砺波連協Ｂ ②同Ａ

16 県高校総体 バスケットボール　大会結果

17 サッカー　高円宮杯Ｕ-15県リーグ ２部リーグ 速星中3-1庄西中、３部リーグ　井波中2-0出町中

19 台湾で観光ＰＲへ あすから砺波市長

19 ＬＩＮＥスタンプ配信 チューリップ四季彩館

21 アユの食文化伝えたい 砺波　山田商事「鮎の日」ＰＲ

24 庄川峡観光協組 〝旅の人〟シール貼って　地図作り新幹線効果検証

富山 2 ６月の普通交付税 県分は３１７億８６００万円　砺波１２億２７１３万円

23 新幹線開業で調査 砺波・庄川　１１カ所にマップ　どっから来られたがけ？

23 誘客へあす訪台 砺波市長　四季彩館がＬＩＮＥスタンプ

24 わが町朝市夕市 砺波市

25 砺波油田Ａ県勢初優勝 第４回ＪＰＢＦカップ北信越ブロックペタンク大会
25 県高校総体 ▽七種競技  ③小泉（砺波）   ▽混成  ③砺波

27 地鳴り 廃材で創作風呂の庭園　別所武　７６歳（砺波市）

北陸中日 17 庄川観光どっから来られた？ 旅館、遊覧船調査マップ設置

18 収穫 楽しみ 開花 砺波の北部苑　利用者や市民がシバザクラ植栽

日本経済 31 連結子会社１０社１０月５社に再編 トナミＨＤ

　　３日　水曜日
北日本 1 耐震化９０．９％全国３９位 県内公立小中学校

1 年金情報流出 県内問い合わせ相次ぐ

2 西部６市が認定目指す 県内

13 「５人展」　歴史に幕 「終わり」でなく「始まり」

19 議会日程 砺波市

24 県内城跡の平面図「縄張り図」知って 安田城跡資料館で配布

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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24 牧田会長を再任 県高校ＰＴＡ連合会

24 森田さん（南砺）最高賞 南画院公募展

富山 1 射水店８月２２日開業 コストコ、野々市は２１日

3 県土木部所管１６ダム 堆砂率９０％超 ３基に拡大

3 ６７７人減の８８万９０６８人 県内有権者数 富山、立山除き減

16 うちの店のイチ押し にんじんや（砺波市本町）　店主・平澤栄次さん

16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会４月句会

21 児童生徒が書写力作 北陸銀戸出支店

21 高校新卒者採用環境一層厳しく 砺波職安が説明会

21 夏の花で鉢植え楽しむ 砺波市の県花総合センターで

21 園児、高齢者が花苗植え 砺波市林の市福祉センター北部苑で

23 牧田会長を再任 県高校ＰＴＡ連合会

　　４日　木曜日
北日本 13 高志の国文学館で挿絵原画展 本紙連載小説「田園発 港行き自転車」

14 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

16 バドミントン　県小学生クラブ対抗選手権兼若葉カップ全国小学生大会予選 男子③砺波東部スポーツ少年団

16 ラージボール卓球　ねんりんピック県予選 男子シングルスハイシックスティ②金本政治（砺波市卓球）

21 産業フェアに協力 砺波　砺波工場協会総会

22 地域ワイド　ヨイヤサとなみ野夜高新時代＜上＞ 津沢夜高あんどん祭　「ぶつけ合い」に情熱

28 「おわら」ドローン禁止 小矢部・砺波の祭りも

富山 26 県ラージボール卓球ねんりんピック予選会 男子単 ハイシックスティ②金本（砺波市卓球）

26 〃 混合複 120～139歳③金本・高田（砺波市卓球・かたかごクラブ）

26 高円宮杯県ユース（Ｕ15）サッカーリーグ ２部 速星中3-1庄西中、３部 井波中2-0出町中

27 県スポーツフェスタ・第２４回県民スポーツ・レクリエーション祭 ラージボール卓球、マスターズ陸上、ママさんバレーボール、スポーツチャンバラ

27 デスク日誌 散居景観維持、地道に

29 地鳴り 新幹線で旅行一生の思い出　竹部誠孝　７４歳（砺波市）

北陸中日 14 選挙人名簿登録８８万９０６８人に減少 県選管　選挙人名簿登録者数（６月２日現在）

16 主な美術館・博物館 砺波市美術館、砺波市庄川美術館

読売 26 学ぶ　育てる 土曜に学ぶ新潮流

27 農地集積実績で全国一 国割り当て９９％達成

　　５日　金曜日
北日本 3 児童館の運営尽力で表彰 県児童館連絡協議会

20 県民スポーツ・レクリエーション祭 マスターズ陸上、ママさんバレーボール

23 会長に大楠さん 砺波　市交通安全母の会連合会

24 地域ワイド　ヨイヤサとなみ野夜高新時代＜中＞ 庄川観光祭　大行燈復活に心躍る

24 砺波の中村・三郎丸・宮村３町内 あす合同で行燈引き回し

24 「ヨイヤサー」園児威勢良く 砺波　あんどん引き回す

24 庄川夜高を生中継 砺波　TSTとＦＭとなみ

24 コメ品質向上へ溝掘り効果学ぶ 砺波　ＪＡとなみ野研修会

24 わが家のアイドル 川上史恩（かわかみ　しおん）ちゃん　１歳

30 ストップ特殊詐欺被害 孫や息子かたる不審電話４件　砺波

富山 20 砺波の祭り盛り上げ 庄川で７日サンフラワーズ披露　観光祭によさこいの花

20 〃 五鹿屋幼稚園　園児の夜高「よいやさ」　

21 園児がコイなど放流 砺波・和田川ダム湖

21 砺波で水田溝掘り研修 ＪＡとなみ野の水田溝掘り研修会

21 小矢部で安全週間説明会 砺波地域労働災害防止団体連絡協議会

21 新会長に大楠氏 砺波市交通安全母の会連合会

22 功労者２９人を表彰 県学校保健会

26 砺波で特殊詐欺前兆の電話 砺波市内で４件

北陸中日 16 ＬＩＮＥスタンプに「チューリ君」 四季彩館、「砺波弁」も配信

17 自作あんどん園児引き回す 砺波

17 庄川観光祭あす開幕 砺波市庄川地区の第６３回庄川観光祭

18 コイ、ニジマス ピチピチ躍る 砺波で園児ら放流

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

28 ほくりく 経済 続々と大型店 人材確保課題
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28 時給アップで店側対応 合同面接会も

　　６日　土曜日
北日本 19 耕作放棄地 特産の畑に 砺波市農業委 活用へ草刈り ゴマやカボチャ植える

19 飲食店ガイド10年ぶり一新 砺波
20 ヨイヤサとなみ野　夜高新時代＜下＞ となみ夜高まつり　誇りの行燈 絆新たに

20 「田楽行燈」手に園児ら練り歩く 砺波　夜高節も披露

20 長江の雄大な風景紹介 庄川町日中友好協会　きょうから写真展

27 北陸道で追突、男性１人軽傷 砺波市鷹栖出、会社員、折田英貴容疑者（42）

富山 27 園児の行燈　元気に練る 砺波・ちゅうりっぷ保育園　東野尻幼稚園

28 耕作放棄地解消へ除草　カボチャ植える 砺波・谷寺

33 北陸道の追突事故　砺波の男を逮捕 過失運転致傷疑い

北陸中日 16 耕作放棄地を活用　 砺波市職員ら 種や苗植える
16 わき見運転で追突 砺波市鷹栖出、会社員折田英貴容疑者（42）

18 機械で効率アップ水田の溝掘り実演 砺波で講習会

読売 29 よみうり文芸　　俳句　　長沼美津夫選 砺波市　西能さとみ　源通ゆきみ

29 〃　　　　　　　　川柳　　脇坂　正夢選 砺波市　源通ゆきみ

30 砺波グルメが１冊に 「グルとな」10年ぶり更新

31 過失運転致傷の疑い 砺波市鷹栖出、会社員折田英貴容疑者（42）

　　７日　日曜日
北日本 1 大輪初夏に咲く 庄川峡花火１３００発華やか

3 断面 県内市町村バンク仲介　空き家売買・賃貸２００件超

3 学校医ら２９人表彰 県学校保健功労者の表彰式

7 日曜特番とやま 県内「土曜授業」開始２年目　平日の過密感を解消

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

19 多彩な手作り品そろう 砺波　「ちいさな手作り展」チューリップ四季彩館で

19 農業生産基盤の完成祝う 砺波　県営土地改良区事業東野尻地区用排水路を整備

21 初夏の河畔描く 砺波　庄川美術館講座 洋画家・吉川さん指導

21 会員数減り受注減 砺波市シルバー人材センター

26 県俳句連盟春季大会 天位に小幡さん（富山）

28 庄川観光祭 勇壮行燈ぶつけ合い

富山 17 県高校総体２０１５ 柔道、ラグビー、卓球、剣道、ソフトテニス

18 砺波　宮村、三郎丸、中村夜高行燈 ３基そろい住民沸く

18 「グルとな」を１０年ぶり改訂 砺波市飲食店組合

19 砺波・東野尻の土地改良区 ７年掛け完工　農業用用排水路など整備

19 サービス付き高齢者向け住宅 砺波ほほえみ館完成

19 村田さん金賞 高波チューリップまつりフォトコンテスト

21 初誕生 中川心結（なかがわ　こゆ）砺波市千代

23 地鳴り 健康に注意し長生きしたい　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

23 〃 好きなことをこつこつ続ける　小倉慶子　７０歳（砺波市）

24 砺波・庄川観光祭幕開け 夜高行燈９基競演

北陸中日 10 庄川に竜も獅子も 観光祭、あんどん練る

10 のびやかに「一筆入魂」 砺波、社協が教室

11 県高校総体成績 ラグビーフットボール

読売 26 病院の実力～富山編89 糖尿病
26 少年野球 となみ野リーグ  福野3-4出町

　　８日　月曜日
北日本 18 県高校総体中心会期第２日 柔道、剣道

19 卓球　中部日本選手権大会県予選 男子ホープス準決勝　北谷晋平3-2近藤寿紀（砺波ジュニア）

21 ダンスと歌情熱的に 砺波　タカオカンサォン創立祝う

21 愛用の茶筅に感謝 砺波　かいにょ苑で供養祭

21 コイとニジマス放流 砺波　栴檀野幼稚園

22 庄川観光祭 よさこいは躍動街流し緩やかに
22 砺波地区吹奏楽祭 砺波  31団体ステージ多彩

23 砺波栴檀野・栴檀山地区 増山城戦国祭り　コスモスウオッチング

23 ざっくばらん 砺波市の「たんぼにおえかき」実行委員会長　西尾勝重さん

28 宮本文学の世界味わう 高志の国文学館小説の創作過程紹介

富山 15 県高校総体２０１５ 剣道

17 茶筅に感謝し供養 砺波・かいにょ苑
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17 親子で苗植え、種まき 砺波でふれあい講座

17 優雅に町流し 庄川観光祭最終日

17 砺波・増山城跡でボランティア ふるさとを美しく

19 五鹿屋メイプルズ優勝 ソフトボールの第２回砺波市レディース大会

21 地鳴り 母校合唱部のコンサートへ　石崎弘毅　６２歳（砺波市・会社員）

北陸中日 15 県高校総体成績 柔道

15 県中学生空手道選手権大会 女子個人 組手①中谷優希（庄西）

15 砺波市スポーツ少年団競技別選手権大会 大会結果

読売 27 少年野球 となみ野リーグ

　　９日　火曜日
北日本 21 砺波商工会議所青年部 夜高まつり酒もどうぞ　１２、１３日販売箱に行燈デザイン

21 金子さんと寺さん天位 砺波　辛夷支部俳句会

21 商店街で「ヨイヤサ」 砺波　出町幼稚園児夜高行燈引き回す

22 活動に尽力５０人を表彰 高岡　県人権擁護委員連合会

22 全国珠算学校連盟検定合格者（石川県支部）第２４０回段位珠算検定試験 合格者一覧

22 第２９３回３級～１級珠算検定試験 合格者一覧

22 読者のひろば 多数の来館者期待　砺波市　上野亮平（無職　７２歳）

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　沼田将也君

31 ドローン規制へルール 県 管理施設対象に初の検討会　「活用狭まる」と懸念も

富山 22 子どもたち元気に練る 砺波　園児手作りの行燈

23 祭り終えて清掃奉仕 庄川町商工会青年部

23 砺波高の１０人を委嘱 サイクル安全リーダー

23 防犯パトに集会で感謝 砺波東部小

24 わが町朝市夕市 砺波市

25 初誕生 森川菜々ちゃん　砺波市となみ町

27 地鳴り カラスの被害網張っても中に　河合泰　８１歳（砺波市）

北陸中日 17 自作の夜高「よいやさー」 砺波の園児ら街を引き回し

17 交通安全若者の力を 砺波署が委嘱　砺波高１年生１０人サイクルリーダー

読売 30 小学生バレー 出場３２チーム全国目指す

30 県高校総体 ラグビー　富山第一19-17砺波

　１０日　水曜日
北日本 21 千歯こき・ツブラ懐かしい 砺波民具展示室高齢者が見学 昔の道具で語り合う

26 中川さん（福野）に市長賞 福野夜高祭フォトコン 本社賞は大西さん（福野）

富山 2 空き家特措法の対策計画 ３自治体予定なし

2 ＭＥＲＳ疑い患者 県対策連絡会議　感染症指定５病院で対応

3 過去最多１８件 進出先は西高東低 昨年度・大店立地法の新設届け出大型店目立つ

3 中山間チャレンジ県が採択地区６県 夢の平グループ（砺波市栴檀山）

18 文芸喫茶 海潮砺波歌会５月例会  となみ野川柳会５月句会

22 砺波地区中学総合選手権陸上（１位） 大会結果

23 砺波民具展示室高齢者が見学 庄東センター企画地域回想法に

23 福野夜高祭フォトコンテスト 市長賞 中川さん　本社賞 加納さん

25 第１１回日本海マスターズ水泳大会富山 大会結果

29 地鳴り 夢持つことが体力づくりに　別所 武　７６歳（砺波市）

31 協力隊地域で明暗 氷見、朝日 応募多く順調　富山、砺波 採用ゼロ続く

北陸中日 14 空き家対応悩む自治体 所有者不明県内９市町に

14 プラカード手に反戦の思い訴え 砺波で「九条救助隊」

読売 33 ＭＥＲＳ対応で会議 県 患者搬送方法など確認

朝日 23 全１５市町村発行 初日に完売も お得商品券人気　消費喚起へ５市町は「誰でも」

　１１日　木曜日
北日本 1 とやま発未来行　検証編　北陸新幹線開業３カ月 ①開業効果　ひっきりなしに観光客　追い風確か反動懸念も

13 県俳句連盟２０１５年度春季俳句大会入賞句 ７位　砺波　二俣れい子、８位　砺波　田村浩美

14 県内美術館・博物館の催し 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 県内朝市夕市 砺波市

18 水泳　日本海マスターズ大会富山・県関係分優勝者 大会優勝者一覧

21 延焼拡大防ぎ感謝状 砺波消防署

21 １団体１個人を表彰 砺波市危険物安全協会

4 ページ



21 餅つき力合わせ 砺波　アイシン相撲部員と園児ら

28 あすから第３０回花しょうぶ祭り 砺波・頼成の森

29 県内３市クマ目撃 南砺・富山・砺波

富山 26 砺波あすから夜高まつり 大行燈製作大詰め

27 消火で建物延焼防ぐ 砺波消防署、３人に感謝状

27 木々の下で一服楽しむ 砺波市福祉センター麦秋苑

27 砺波で土日の４日間販売 山形・長井のサクランボ

27 １団体１個人を表彰 砺波市危険物安全協会

28 あすから頼成の森花しょうぶ祭り ６００品種７０万株、本社で紹介

28 アイシン相撲部員、園児も参加 砺波で餅つき

32 県内、クマ４頭目撃 １０日午前、砺波、富山、南砺市でクマが計４頭目撃

北陸中日 15 砺波の道の駅に山形サクランボ １３、１４日販売

15 花しょうぶ祭りを「プリンセス」ＰＲ あす砺波で開幕

15 福野夜高フォトコンテスト 市長賞に中川さん（南砺）

16 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 Ｗｅｅｋｌｙおでかけガイド イベント　頼成の森花しょうぶ祭り

16 〃 まつり　となみ夜高まつり

26 砺波出身洋画家・藤森さん 富山近美などに寄贈　祈りの人間像郷里に

読売 30 県教育大綱策定へ議論 今月から有識者委　市町村で取り組みに違い

30 ハナショウブ見に来て あすから県民公園頼成の森

　１２日　金曜日
北日本 1 天地人 夜更けの砺波市出町地区

5 自販機外装に県産間伐材 北陸コカコーラ  自然保護もＰＲ

21 自転車リーダーに委嘱 砺波署

23 地元のまつり題材愛好家が写真展 砺波　「写友となみ」の「祭り　写真展」

24 わが家のアイドル 荒井文音（あらい　ふみね）ちゃん　１歳

24 草木染めの浴衣やパネルなど紹介 砺波　越の国染色展

25 空き家を集いの場に 砺波柄崎さん 福光の亡き義父母宅開放

30 自治会からの寄付で危険空き家を解体 砺波市

富山 2 ドクターヘリの運航 県内搬送は１５病院

20 日ごろの仕事に感謝 砺波・出町青葉幼稚園児

21 となみ夜高まつりきょう開幕 御神燈に絵描いて

23 砺波市型の対策第１号 所有者寄付 空き家撤去　地元で管理 空き地整備

24 県内１０市で検証 ＩＴコンサルティングのアライド・ブレインズ

25 地鳴り 蚕育てて絹糸を取る　山﨑則子　７６歳（砺波市）

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

朝日 27 花しょうぶ祭りきょうから 砺波　６００種歩いて楽しむ

　１３日　土曜日
北日本 1 となみ夜高まつり開幕 豪華行燈夜空彩る

20 第７０回県展入賞・入選 美追求にじむ精神性　日本画大賞 稲垣敦子 58（砺波）

21 県展講評 日本画　大賞の「オマージュの下で」は生き生きとした人物で、存在感がある

25 夜高行燈３５年ぶり復活 庄川・庄地区 展示物譲り受け住民改良

25 勇壮大行燈患者ら堪能 となみ夜高まつり病院前引き回し

25 砺波駅できょううちわを配布 城端線もりあげ隊

27 交流の子供たちへ絵画 高岡中央ＬＣ例会１０００回を記念

33 県展入賞・入選６４６点 県民会館　きょう開幕若年層も躍進

34 優美にしっとりと 砺波　花しょうぶ祭り開幕

35 あの日の空 とやま戦後７０年…31　戦中編 第５章兵隊への路④赤紙の束　動員体制崩壊を象徴

富山 1 「となみ夜高」開幕 街なか、勇壮大行燈

27 砺波市役所玄関に夜高ミニ行燈登場 かつて市長賞を受けた春日町の大行燈を再現

27 新町、東町の大行燈砺波総合病院訪問 中心街に繰り出す前に毎年訪問

27 大行燈の部市長賞に新町 夜高行燈コンクール

28 第７０回県展きょう開幕 稲垣さん（日本画・砺波）ら大賞

33 ハナショウブしっとり 砺波・頼成の森７０万株優美に

北陸中日 18 ハナショウブ咲き競う 砺波で祭り　７０万株雨にしっとり

29 極彩色の夜 となみ夜高まつり始まる

読売 29 よみうり文芸 短歌【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、井上房子
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29 〃 俳句【秀逸】砺波市　西能さとみ

30 紫や水色しとやか 砺波　花しょうぶ祭り

31 夜空彩るあんどん となみ夜高まつり

毎日 32 きょうから県民会館で第７０回県展 山崎珠雪さん（書部門）が大賞

　１４日　日曜日
北日本 1 とやま発未来行　検証編　北陸新幹線開業３カ月 ③海外からの観光客　アクセス向上で増加

7 月刊　土砂災害 どう備える 防災新聞５号　前兆把握早めに避難

17 バレーボール全日本自治体職員等スポーツ大会県大会 敢闘選手賞＝扇谷美穂（砺波市職労）

17 卓球　全国ホープス兼東日本ブロック大会県予選会 男子団体 １位決勝リーグ　②砺波ジュニア

21 大門素麺に使用地元産小麦収穫 砺波の大門営農組合　昨年産の１．３倍

30 豪快大行燈突き合わせ となみ夜高まつり

31 北陸新幹線きょう３ｶ月 街の声 出足好調開業効果いかに　時間に余裕便利

富山 21 砺波地区中学校総合選手権水泳競技 大会結果

22 運動会、６００人交流 富山第一銀労組　①石川・砺波ックスⅤ３

23 初誕生 松井夢衣（まつい　めい）ちゃん　砺波市庄川町青島

23 〃　 中田早紀（なかだ　さき）ちゃん　砺波市西中
23 デスク日誌 「買い物好き」悩ませて

25 地鳴り 家々を回り豊年満作祈る　小倉美央　７歳（砺波市・小学生）
25 コント 18歳選挙対策

26 第７０回県展が開幕 清新、円熟の美節目彩る７９５点

27 県内首長の首都圏出張 西部東部は「新幹線派」　空港周辺「飛行機派」

27 となみ夜高まつり最終日 迫力大行燈「突き合わせ」

北陸中日 1 Ｚを追う北陸新幹線 開業３カ月恩恵地域差　

5 発言 雨の持つ情緒楽しむ余裕を　会社員　石丸秀幸　５６　富山県砺波市

　１５日　月曜日
新聞休刊日

　１６日　火曜日
北日本 6 とやまダイジェスト　７～１３日 夜空染める極彩色　となみ夜高まつり

18 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

19 初夏の二上山麓力走 高岡　万葉マラソンに１８６３人

19 小矢部でフレッシュテニス６８人交流 砺波市の県西部体育センターで

21 砺波・原野地区環境保全会 耕作放棄地農地に再生　タラの苗木６００本植える

21 市町村議会　砺波 砺波総合病院赤字見通し　特別損失や増税響く

21 となみ中央福祉会引き受け法人に 民営化の油田保育所

21 親子がタマネギ丁寧に掘り出す 砺波　ＪＡとなみ野青年部

22 読者のひろば 感謝の新幹線乗車　砺波市　開田喜美子（無職　８６歳）

23 のんびり庄川井波巡ろう 大人のぶら輪実証実験 見どころを満喫

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　五島一彩君、沼田春菜さん

27 版画作品に囲まれギター演奏楽しむ 庄川美術館で集い

27 球根の堀り取り体験 砺波チューリップ公園周辺の花壇

27 夜高行燈３５年ぶり練り回す 砺波市庄川町庄地区

27 砺波で郷土民謡民舞北日本地区大会 ９０人がのど競う　 藤井さん（富南）優勝

28 となみ野茶会に３００人 涼感漂うしつらえに

29 砺波と氷見でクマ目撃 １４日午後０時５分ごろ、砺波市庄川町金屋の市道で

富山 1 熱中症２日間で７人 １５日に砺波市で１人が搬送された

24 親子らタマネギ収穫 ＪＡとなみ野青年部のタマネギ収穫体験

24 チューリップ球根掘り取り 砺波チューリップ公園周辺

25 市町村議会　（１５日）　砺波市 民営化の油田保育所　となみ中央福祉会が運営

25 〃 商工農林部、２号別館に

25 電動自転車でぶらり観光 庄川、井波巡る

25 特産化目指しタラの苗植え 砺波・原野

25 水田さん、砺波で熱唱 砺波福祉センター苗加苑で

26 わが町朝市夕市 砺波市

28 イオンとなみ 同友店会が交流会 開業前に協力誓う

29 地鳴り 漢字や熟語が出てこない　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 16 チューリップまた春に会おうね 砺波の児童球根掘り出し

16 予算など提出 砺波市議会開会
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16 木村さん工芸の大賞 県展に１２７６作品　日本画は稲垣さん

16 土にまみれてタマネギ収穫 砺波で親子ら体験

読売 33 議会だより　１５日 砺波市

朝日 31 ニュース短信 砺波市議会が開会

　１７日　水曜日
北日本 13 祈りの音-富山ゆかりの作家たちＶｏｌ．２ ５人の８０点紹介　２０日から樂翠亭美術館

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

20 ２年連続２億円超販売へ ＪＡとなみ野タマネギ収穫開始

20 夏のギフト一新 砺波　御菓蔵市長に披露

21 アユの焼き方学ぼう 道の駅庄川 来月まつりへ同好会

21 旬の味覚香りよく 砺波　アユ料理店にぎわう

21 次代継承へ検討委設置 南砺　松村謙三顕彰会総会

28 ８市４町に大雨警報 県内きょう雷雨

29 狙え大物！ 県内アユ釣り漁解禁

富山 2 社説 空き家対策　街づくりと一体で活用を

19 大門素麺とおかきを 御菓蔵、夏ギフト刷新

19 ＪＡとなみ野３千㌧出荷目指す 産地化進めるタマネギ収穫

23 ８月１５日となみ野花火 砺波で実行委 打ち上げ時間延長

24 庄川名物全国に発信 「鮎焼き同好会」結成　住民が味覚追求

24 初夏の味覚に舌鼓 砺波・アユ専門店にぎわう

26 砺波の８０代女性熱中症 １６日午後０時８分ごろ

北陸中日 16 プレミアム商品券人気もプレミア級 県、１５市町村発行 即日完売も

17 夏野菜工夫も実れ 砺波　タマネギ収穫開始

17 御菓蔵夏ギフト一新 タマネギや黒豆おかきも

読売 30 小学生バレー　目指せ県代表　上 男子　となみＪｒ、庄川

　１８日　木曜日
北日本 3 となみ政経懇話会　６月例会 「島国同盟」強化を　宮家氏（キャノングローバル戦略研究所研究主幹）が講演

14 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

15 情報かわらばん となみ野

15 県内朝市夕市 砺波市

16 １７チーム頂点目指す 砺波ナイターソフト開幕

19 地域活性化へ役割考える 県婦人会指導者研修会砺波地区研修会

23 チューリップフェア写真コンテスト 市長賞に五十嵐さん（富山）

富山 25 長谷川建設に表示証 砺波市消防団の協力事業所表示証交付式

25 最優秀賞に神間さん 砺波市花と緑と文化の財団による「第６回コンテナガーデンコンテスト」

北陸中日 15 アユの塩焼き協力して 庄川まつり実行委が募集

16 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

　１９日　金曜日
北日本 23 花や女性を詩情豊かに 砺波市在住の日本画家、熊木明美さんの個展

23 長谷川建設に消防団協力表示証交付 砺波市

24 読者のひろば 北陸新幹線の恩恵　砺波市　横井君子（主婦　７２歳）

24 仲間と集う 庄川中昭和６１年度卒同級会　（砺波市　川島　力）

28 環境月間ポスター 坂本・岩崎さん最優秀賞

30 さくら守の会県中央植物園 サクラ２新品種発見　八尾　砺波

31 県西部に今夏３大型商業施設 迫る開業従業員不足

31 県内求人倍率全国５位 ４月１．４７倍　小矢部・砺波２倍超

富山 23 中国人医師ら研修に ３人、砺波市長に抱負

24 高円宮杯Ｕ18サッカー県リーグ 大会結果

26 県中央植物園とさくら守の会 桜の新品種２種確認　八尾、砺波などで発見

28 小学校訪問を中止　 富山ＧＲＮサンダーバーズ　砺波市庄南小学校

28 砺波で高校生が熱中症 １８日午後５時半ごろ

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館、庄川美術館

26 小学生バレー　目指せ県代表　下 女子　砺波東部、砺波北部、庄川

26 空手道　第２０回県中学生選手権 組手　中谷優希（庄西）

26 空手道　第１３回県少年少女選手権 男子　小学５年　山東拓（砺波東部）、女子　小学６年　三島桜妃（砺波東部）

27 アウトレット関連小矢部で求人説明会 小矢部市や砺波公共職業安定所など

　 27 「財布とっていない」佐々木容疑者が否認 チームは１８日、予定されていた砺波市の小学校への選手訪問とスポーツ指導を中止
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朝日 23 全国高校野球選手権富山大会 頂点へ４７校参加

　２０日　土曜日
北日本 3 来夏の参院選野上氏を支援 自民砺波市連

26 砺波出町中 23年経て交流再び 市初の国際交流員ピーターソンさん

27 ちりめん細工と木彫・陶芸並ぶ 砺波　みかん堂で３人展

32 大賞に青山さん（井波） となみ野美術展きょう開幕

富山 31 園児とお年寄り短冊 砺波・庄東センター

31 七夕飾りを２基設置 砺波総合病院

31 砺波・出町中で英語授業体験 元交流員、家族で訪問　米・ピーターソンさん

31 優良従業員１１人を表彰 砺波建設職業安定協会の総会

31 新部会長に原野さん、大家さん 砺波法人会女性部会と青年部会の総会

33 デスク日誌 買い物通じて地域貢献

35 地鳴り 百万石行列は一巻の絵巻物　黒田和也　３８歳（砺波市・会社員）

読売 27 よみうり文芸 俳句【秀逸】砺波市　源通ゆきみ、西能さとみ

　２１日　日曜日
北日本 24 初夏の庄川思い思いに 砺波地区中学生写生会

24 わが家のアイドル 三浦 陽輝ちゃん 砺波市出身の長男

24 裏打ち・表装の成果披露 砺波　本社砺波教室など受講生

31 となみ野美術展開幕６部門に意欲作 砺波市美術館

富山 20 砺波で四重奏楽しむ 砺波市鷹栖小で２０日、「第２３回よい音楽を聴く会」

20 砺波・東野尻で敬老の集い 砺波市東野尻公民館

21 足湯ならぬ「足水」 砺波 庄川水記念公園に登場

21 障害者支援へ誓い新た 小矢部渓明会が創立３０周年式典

21 西寿会Ｂ優勝 第８回太田地区寿連合会カローリング大会

25 地鳴り 家の中庭に集まる小鳥　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

26 砺波の国道でクマ目撃 砺波市正権寺で１９日夜

北陸中日 12 けさの人 四季彩館勤務の台湾出身 平井くるみさん（４９）

15 ジュニアほくりく中日　ニュースイチ押し 最近の動き　「となみ夜高まつり」

読売 32 小学生バレー　県大会 男女４強決まる　

32 地元作家の力作１１９点 砺波市美術館

朝日 25 図書館雑誌代広告がカバー 予算減…企業に「支援して」　３５０館超に広がる

　２２日　月曜日
北日本 22 地域活動の「天国」に 南砺　砺波・柄崎さん「才川ヘブン」開設

22 読者のひろば 誇れる夜高行燈に　砺波市　北島嘉孝（介護支援専門員　４３歳）

22 仲間と集う 中野希生会　（砺波市　藤井成正）

23 北日本民謡舞踊上市大会 江田さん（福光）最優秀賞

23 情緒豊かな踊り披露 砺波　豊晧会おさらい会

28 １５００人が７０００本植樹 イオンモールとなみ

28 南砺福野が最優秀 県高校放送コンテスト

29 プレミアム商品券大人気 砺波　全体の７割売れる

29 県内のグループ新品種発見報告 富山で日本櫻学会

富山 18 プレミアム商品券発売 砺波初日２億１５００万円分

19 砺波市学童卓球大会 ホープス　近藤、山本が優勝

19 １５００人緑化に貢献苗木７千本植える イオンとなみ

北陸中日 14 自慢です 石黒信由の絵図ネット公開
14 来月開業へ市民植樹 イオンモールとなみ

読売 27 小学生バレー　県大会 女子・新庄北初優勝　男子・庄川は１８年ぶり

27 店舗周囲に７０００本を植樹 来月開店「イオンモールとなみ」

　２３日　火曜日
北日本 14 水泳　県高校選手権 女子　平泳ぎ100㍍　②竹田紗帆（砺波）

14 陸上　砺波市民体育大会 大会結果

17 市町村議会　砺波市 新図書館国道１５６号沿いに　砺波体育センターを移転

17 〃 ふるさと納税返礼品を充実　５万円以上設定
17 ロビー展 富山銀行  ▽井波支店  

19 プレミアム商品券きょう追加販売 砺波商工会議所

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　田中皐楓君、川上ライラまゆみさん

24 山王まつり写真コンテスト 特選に今藤さん（高岡）　佳作＝有若勉（砺波）

8 ページ



24 東京だより 銀座で林さん　「ガンガーの女」出展
24 記者ぶろぐ 異動で友人との縁再び  

富山 23 市町村議会　砺波市 新砺波図書館の建設地 体育センター跡に

23 〃 出町幼稚園と一体化

23 〃 ふるさと納税　５万円以上で地元の高級品

25 プレミアム商品券きょう残り販売 砺波市、３７０万円分

25 わが町朝市夕市 砺波市

29 地鳴り 始めて食した真竹のタケノコ　石川祐惠　６７歳（砺波市）
29 コント 梅雨入り宣言 

北陸中日 16 市立図書館建て替え 砺波体育センター跡地に

読売 35 市立砺波図書館移転新築の方針 市長が表明

　２４日　水曜日
北日本 3 地域医療構想で専門部会 県審議会　来月３月めどに策定

3 医師功労に金井・佐伯氏 厚生部門医療分野（医師）の功労表彰

5 金森メタル　自動造形ライン新設 機械部品の生産体制強化

11 文化　徳万頼成遺跡の土偶を読む 北海道考古学会長　大島　直行
11 第46回北日本川柳大会秀句抄 5月31日・県民共生センター

15 砺波地区中学校総合選手権 5、6、20、21日、小矢部陸上競技場ほか

19 市町村議会 職員のオランダ派遣継続

20 全国珠算学校連盟検定合格者 第294回3級～1級珠算検定試験

21 労災防止へ連携 砺波　建設工事関係者会議発足

25 砺波市８位 住みよさランキング２０１５年　東洋経済新報社

25 庄川の公園に子グマ 山田でも成獣目撃

富山 2 県の医師功労表彰 金井正信氏＝砺波市

20 市町村議会（23日） 砺波市　台風事前防災マニュアル作成

21 えんじゃら節　子どもら稽古 砺波・南般若　来月「夏祭り」で披露

21 ロビー展　 金井一朗さんの武者絵展

21 〃 沖田義正さんの庄川夜高行燈写真展

22 労災防止へ連絡会議 砺波労動基準監督署が設立

23 初誕生 藤本　彩那ちゃん　　砺波市鷹栖

23 〃 石崎　詩織ちゃん　　砺波市石丸

25 地鳴り 輪投げ大会に新しい仲間　　埜村　信子　68歳（砺波市）

26 県内７市トップ50入り　住みよさランキング 最高は砺波８位

26 砺波でクマ目撃 庄川水記念公園東側遊歩道で

　２５日　木曜日
北日本 1 カープ女子 富山で熱く ４０年来の広島ファンという砺波市頼成新の会社員、清水真紀子さん

5 資金需要低迷減収減益に 県信組３月期

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

21 色彩選別機導入種もみ品質向上 砺波　ＪＡとなみ野 市が助成

21 住みよさランク１８８位 小矢部　アウトレットで上昇期待　全国８位の砺波市と比べ大きな開き

22 わが家のアイドル 中西風斗（なかにし　ふうと）ちゃん

富山 28 市町村議会（24日） 砺波市　昨年度末空き家３５１軒

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 28 となみ野少年野球チーム紹介 Ａリーグ　出町、庄東、砺波東部　Ｂリーグ　砺波北部、庄南、庄川

　２６日　金曜日
北日本 4 雇用問題課題に 砺波商議所総会

5 板倉会長と河合社長再任 エフエムとなみ

17 女性部会長に原野さん 砺波

17 老人クラブ加入率減 砺波

18 鋳物や墨彩画新作中心に７０点 名取川さんアトリエ展

18 大麦の品質 全て１等 ＪＡとなみ野が初検査

18 読者のひろば 初物に喜びと感謝　　　砺波市　島田　栄（農業　６６歳）

19 仲八郎さんがあす古里ライブ 芸能生活45周年記念

富山 20 市町村議会（25日）　砺波市 ９機器12年以上使用

21 公認指導員へ講習 砺波市カローリングク
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21 大麦初検査全て１等判定 ＪＡとなみ野

23 パワー博成功期す 砺波商工会議所総会
23 新会長に伊井氏 県交通指導員連絡協

北陸中日 5 発言 セもパ同様にＤＨ制採用を　　上野　亮平72　富山県砺波市

17 大麦すべて１等ランク ＪＡとなみ野　検査始まる

読売 26 ほくりく経済　15市町村 各地で思惑 地域限定商品券生かせ

26 大麦出来は「１等」 ＪＡとなみ野で検査

　２７日　土曜日
北日本 13 「トリビュート百人一首」刊行 高島さん（砺波）仲井さん（小矢部）ら　古典を独自に解釈

13 北日本俳壇の集い 二俣れい子　他

21 あの日の空　とやま戦後70年　読者の記憶から 村中　正敏さん（85）砺波市鷹栖

23 市町村議会　砺波 認定こども園整備資格取得を推奨
24 少年補導員として長年活動 庄川の坂井さんも

24 読者のひろば ホタルが飛び交う　　砺波市　横川　實（造園業　72歳）

25 南砺の洋画家・武部さん個展 砺波市表町のギャラリー・みかん堂

30 となみ野アート 楽器テーマに染色作品 宇野さん（井波）の26点紹介

富山 28 幼児サッカー大会「第32回キラリカップ」 ７月４日砺波（主催）

29 とやまイベントガイド　スポーツ 呉西地区生涯軟式野球古希リーグ戦（石澤杯争奪戦）

30 坂井さんに銅賞 砺波署
30 新蔵富美男一座が舞台 砺波市安川の市社会福祉庄東センターで

30 会長に夏野砺波市長 砺波土木協会

31 市町村議会（26日）　砺波市 正規職員50％切る

35 地鳴り 大型商業施設の植樹祭に参加　黒田　和也38歳（砺波市・会社員）

北陸中日 14 北陸文芸　歌壇　岩田 記未子選 二席　砺波市　源通ゆきみ　三席　砺波市　上竹　秀幸

14 〃　　　　　俳壇　井村 和子選 一席　砺波市　源通ゆきみ

14 〃　　　　　俳壇　松本 松魚選 二席　砺波市　源通ゆきみ

読売 27 よみうり文芸　　短歌　田中　譲選 【秀逸】砺波市　西能さとみ  別所武

28 「ふるさと納税」特典拡充 となみブランド寄付額増に期待

毎日 22 農ａｎｄ食　農コン３業者に支局長賞 砺波「梅香園」種芸部門

　２８日　日曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇　地　吉田晃子、佳作　平岡和代、坪本幸世、入選　堀田節子　他

13 〃 俳壇　人　廣橋玉枝、二俣れい子、佳作　中邨宗承、小野田裕司、廣橋幸子　他

13 〃 柳壇　佳作　倉田外丸、入選　吉川博

20 南般若育成会が栄冠 砺波市児童クラブ相撲

20 県民スポーツ・レクリエーション祭 フレッシュテニス

20 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 卓球、ソフトボール、バドミントン

20 卓球　全国ラージボール大会県関係分 Ｂクラス　シングルス６５歳Ｂイ②金本政治（砺波卓球）

20 テニス　２０１５ＲＳＫ全国選抜ジュニア大会県予選 女子シングルス　②長山真凛（砺波市ＴＡ）

25 徳万頼成遺跡の調査報告 砺波散村地域研究所

27 わが町 砺波市庄川町庄　雄神神社がシンボル

34 加越線の車両資料発見 保存会　庄川で来月公開

富山 17 仲さんがウクレレ漫談 明るい社会づくり運動砺波圏民会議の明社寄席

17 砺波散村地域研が例会 砺波市のとなみ散居村ミュージアムで

19 初誕生 南和花奈（みなみ　わかな）ちゃん　砺波市広上町

21 地鳴り 孫娘が運転助手席に同乗　石黒陽子　７８歳（砺波市）

21 〃 働く人の存在あらためて知る　浦外喜夫　６６歳（砺波市）

北陸中日 13 県民スポーツ・レクリエーション祭 フレッシュテニス

読売 32 少年野球　となみ野リーグ Ａリーグ　庄東0-7出町

　２９日　月曜日
北日本 1 地域経済活性化に期待 県内プレミアム商品券に長～い列

2 １０月から維新政治塾 県内候補者育成目指す

19 散策道すっきり 砺波 安川城跡で草刈り

21 散居村の歴史に理解深める となみ散居村学習講座

富山 16 健康増進 楽しくウオーク 砺波・頼成の森

17 伐採した竹で流しそうめん 砺波・栴檀山

17 古代荘園の遺跡を見学 砺波市の講座開講

17 ７種目で心地よい汗 砺波市障害者スポーツ大会
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18 第２５回県スポーツ少年団競技別総合交流大会 卓球、ソフトボール、バドミントン

21 地鳴り 同じ人間でもこんなに違う　山田敏江　７２歳（砺波市）

北陸中日 11 赤組が熱戦制す 砺波市障害者スポーツ大会

読売 25 少年野球　となみ野リーグ Ａリーグ　井波3-10砺波東部

毎日 26 １５記者リポート 県西部に大型商業施設　経済波及効果に期待

　３０日　火曜日
北日本 3 会長に杉江氏（高岡） 県自治会連合会総会

13 支援活用早めに対応 どうする空き家管理　県内１２．８％５万６２００戸

21 〝チューリップの種展示〟 砺波・四季彩館　周辺花壇で見つかる

23 国営農地防災事業１７年度の完了困難 砺波　庄川左岸地区対策推進協

24 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　渡辺柚沙さん、葉田一冴君

富山 24 チューリップさやと種興味津々 砺波・四季彩館で展示開始　児童の学習教材

24 農地防災へ管理協議会設置 庄川左岸地区用排水対策促進協議会

25 短冊に安全願う 砺波署で園児

26 わが町朝市夕市 砺波市

北陸中日 16 チューリップの種見たことある？ 砺波の四季彩館展示始まる

16 中小企業支援強化を 北陸税理士会４支部総会

17 県スポーツフェスタ兼県スポーツ少年団競技別総合交流大会 卓球、ソフトボール、バドミントン、サッカー

17 砺波市民体育大会陸上競技 大会結果

17 県民体育大会ラグビー競技 成年　砺波ＲＦＣ15-12魚津ＲＦＣ

　　＊朝刊１０紙及び北日本新聞夕刊に掲載された砺波市関係の新聞記事索引は、昭和４７年１月から
    切り抜きは、昭和４９年から保存してあります。ご覧になりたいかたは図書館２階へお越しください。
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