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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  １日　月曜日
北日本 1 今季最多 ４万２０００人 となみチューリップフェア

15 春季県高校野球 第４日 ８強出そろう 砺波工４－３高岡第一

19 魚津しんきろうマラソン 種目別成績 １０㌔女子３５歳以上、３㌔小学女子

22 吹奏楽 華やか軽やか 小中高生３００人パレード 宙に花びら６万枚

23 夜高祭前に清掃 砺波LC

29 人人人・・・ GW満喫 花の大谷

29 ユネスコが縁 ３商議所と懇談 高岡商議所

富山 15 花びら大砲「きれい」 砺波に今季最高４万２千人

15 昴が優勝 栴檀野親睦ゲートボール大会

19 ベスト８出そろう 第89回春季県高校野球大会第４日

19 西から東から 活発な議論を期待

21 月曜川柳 乱反射 別所 武（砺波）

北陸中日 9 花びら大砲に歓声 となみチューリップフェア

9 春季県高校野球 砺波工４－３高岡第一

9 県中学生オープンソフトボール大会 庄川６－１庄西 庄川１０－４滑川 速星１０－０庄川

9 県一般男女バスケットボール選手権大会 砺波クラブ６５－４２富山国際大

読売 17 ８強出そろう 春の高校野球県大会 砺波工４－３高岡第一

朝日 19 第89回春季県高校野球大会 砺波工４－３高岡第一

毎日 22 第89回春季県高校野球大会 砺波工４－３高岡第一

  ２日　火曜日
北日本 14 バスケットボール 県一般男女選手権 大会結果

14 卓球 中部日本選手権カデットの部県予選会 大会結果

16 読者のひろば タケノコの缶詰 砺波市 川越美子（主婦 ６４歳）

18 住民ら６５０人が「育樹」 砺波 イオンモールとなみ「イオン ふるさとの森づくり」

19 犬養の書状 砺波で発見 高岡の運動家宛て 東さん宅 専門家「２人の交流示す」

19 花の大谷〝雪解け〟 チューリップフェア 白からカラフルに

19 田植えで世代間交流 砺波 砺波市太田公民館

19 自民系３会派に 砺波 市議会 １６日組織議会

25 車にはねられ８３歳女性死亡 砺波の市道

富山 20 砺波工高の１２人委嘱 サイクルリーダー

21 お年寄りに歌披露 砺波・北部苑

21 自民系は３会派に 砺波市議会

23 初誕生 森田 愛琉ちゃん 砺波市鷹栖

24 快適な装いで勤務 県内 クールビズ始まる

25 地鳴り 目に付いたチューリップ 酒井雅美 ５９歳（富山市・保育教諭）

27 砺波で自転車の８３歳女性死亡 乗用車と衝突

北陸中日 25 自転車の８３歳はねられ死亡 砺波市の交差点

読売 23 自転車の８３歳が車と衝突し死亡 砺波市徳万の市道交差点

朝日 19 １１０・１１９ 自転車の女性はねられ死亡

  ３日　水曜日
北日本 1 憲法考とやま 施行７０年＜中＞ 改正「必要」が９人 県内首長アンケート

1 染まる散居村 砺波平野

16 春季県高校野球 ４強懸け きょう激突

18 読者のひろば 伝えたい家庭の味 砺波市 幡谷さち子（無職 ８１歳）

19 きょうから色紙・小品展 砺波 市美術協会

21 本場オランダの大学生らが見学 チューリップフェア

22 「高み目指す姿勢感じた」 石井知事が鑑賞

22 県内３人初入選 きょうから東京で国展

22 県内２人再入選 伝統工芸木竹展

富山 19 すこやか育児 佐伯幸奈さん＝砺波市鷹栖 長男 佑月ちゃん

23 砺波・チューリップフェア 庄南小児童 おもてなし 歓迎のあいさつ、お茶運び

23 〃 オランダ留学生も満喫

23 県一般男女バスケットボール選手権 大会結果
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23 初誕生 北村心音ちゃん 砺波市豊町１丁目

24 県管理河川に取り組み拡大 減災対策協議会

24 県内の３人初入選 国展

24 荒木、林さん再入選 伝統工芸木竹展

25 地鳴り 孫が帰郷し地元で就職 山本治子 ７７歳（砺波市）

読売 28 よみうり文芸 俳句 西能さとみ

  ４日　木曜日
北日本 1 天地人 「続日本１００城」

12 ２４チームが白熱ラリー 氷見ふれあい杯バレー

12 ソフトテニス 県小学生選手権 大会結果

13 富山県ＷＢＣ初戦で敗退 日本車いすバスケ

13 春季県高校野球 準々決勝 砺波工 滝本が完投 度胸抜群１失点

16 県内美術館・博物館の催し（５/４～５/１０） 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センターのスイセンなど　砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

21 積み木遊び「面白い」 砺波 庄川木工まつり 催し多彩

21 元気いっぱい 歌声披露 砺波 「こいのぼりの集い」

23 意表突く演奏に驚く クルン高岡 高校生ら通行人に披露

24 藤森さん（洋画）の色紙人気 プレゼント特別企画 来場者が次々応募

27 東京パラめざしダッシュ 車いすバスケ 県２選手Ｕ２３世界大会へ

富山 17 高岡駅ビルクルン高岡 人行き交う中 突然演奏 砺波工高吹奏楽部が初企画

18 石井、牧野優勝 全農杯全日本卓球選手権県予選会

19 きょう準決勝 第８９回春季県高校野球大会第５日

19 出町、庄川が４強 野球・高円宮杯学童兼スポーツ少年団競技別交流大会砺波市予選第１日

20 祭りや自然 各地にぎわう 県内ＧＷ本番

20 好天で４万１千人来場 となみチューリップフェア

20 木のぬくもりに触れ 庄川木工まつり開幕

20 ＧＷは６日に雨 富山地方気象台

21 地鳴り 金沢のホテル 料金高騰に驚く 藤井昭通 ４４歳（砺波市・会社員）

21 〃 バンドのライブ家内と見に行く 犀川寮明 ６９歳（砺波市）

北陸中日 9 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

10 突然の演奏ビックリ 高岡駅で「フラッシュモブ」

11 ４強決まる 春季県高校野球

11 積み木詰め放題や木皿の絵付け人気 庄川木工まつり

読売 17 行楽日和 笑顔も満開 ＧＷ後半 各地にぎわう  「花の大谷」順番待ち

17 高岡商など準決勝へ 春の高校野球県大会

17 少年野球 となみ野リーグ 試合結果

朝日 19 きょう４強対決 春季県高校野球

毎日 20 第８９回春季県高校野球大会兼第１３６回北信越大会県予選 準々決勝 

　５日　金曜日
北日本 13 春季県高校野球 準決勝 砺波工 逆転勝ち  砺波工３－１高朋

13 グラウンド・ゴルフ 冨田さん総合優勝 第２１回チューリップの里グラウンド・ゴルフ交流大会

13 決勝Tに１６チーム 氷見ふれあい杯バレー 庄西中学校

15 わが家のアイドル 砺波市豊町 櫻井希樹ちゃん ３歳

15 親子連れら 新緑楽しむ 砺波　頼成の森で集い

20 記者ぶろぐ　社会部 野村達也 車いすバスケの魅力

21 花も笑顔も満開 となみチューリップフェア 今季最多４万３０００人来場

富山 13 砺波・頼成の森 家族ら散策満喫 県民公園頼成の森の「緑に親しむ集い」

15 出町４連覇 野球・高円宮賜杯学童兼スポーツ少年団競技別交流大会砺波市予選

15 県春季テニス選手権 大会結果

15 高岡商、砺波工 決勝へ 北信越出場決める 砺波工３－１高朋

15 冨田さん総合優勝 第２１回チューリップの里グラウンド・ゴルフ交流大会

17 地鳴り 私好みの新車がきた　浦 外喜夫 ６７歳(砺波市)

北陸中日 1 １００年目彩る１００万本 砺波 となみチューリップフェア

10 砺波高放送部が場内アナウンス チューリップフェア

11 決勝は高岡商－砺波工 六回に集中打 砺波工３－１高朋
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読売 19 春の高校野球県大会 砺波工は逆転勝ち 砺波工３－１高朋

朝日 19 決勝 高岡商ＶＳ砺波工 両校、北信越大会へ 砺波工３－１高朋

毎日 22 高岡商、砺波工 北信越大会へ あす両校で決勝 砺波工３－１高朋

22 北陸ものがたり散歩 6 砺波・小牧ダム「山の魂」

  ６日　土曜日
北日本 1 最高２億１６００万円 １６年度県産野菜首都圏出荷額

13 春季県高校野球きょう決勝 高岡商×砺波工

13 ふれあい杯中学女子バレー 庄西中学校

13 軟式野球　第３４回全日本少年県大会 大会結果

13 陸上 県中学校体育連盟記録会 試合結果

22 文部科学省後援第３７８回全珠連検定試験合格者 合格者

23 ざっくばらん あぶらでん保育園園長 森井 一代さん（砺波市・６４歳）

23 サックスの巨匠共演 多彩なジャズで魅了 砺波の社会人バンド ビッグバンド

23 河原・山崎さん 米寿祝い作品展 ギャラリーみかん堂

28 ３２万３０００人来場 目標超え 砺波 チューリップフェア閉幕

29 庄川でクマ目撃 砺波市庄川町庄の三条山の林道

29 機械に足挟まれけが セキサンピーシー富山営業所富山工場内で

30 井波彫刻師 初代大島五雲 砺波 浄光寺 明治期制作 弟子の孫が確認

富山 13 砺波で御旅屋さん個展 ギャラリー無量 ２８日まで

15 県中学生オープンソフトボール大会 大会結果

15 県９人制バレーボール春季総合男女選手権 ①砺波倶楽部

15 第３４回全日本少年軟式野球富山県大会 庄西中

15 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ県リーグ 砺波、砺波工

16 目標上回る３２万３千人 チューリップフェア閉幕

17 事件・事故 機械に右足挟まれ重傷

17 地鳴り 畑で野菜作り 無理なく楽しむ 西川良子 ６４歳（砺波市）

18 クマ目撃情報 砺波市庄川町庄の三条山付近

北陸中日 12 精緻、ボールペン画 御旅屋さんが個展 砺波のギャラリー

13 こどもの日 元気全開 入場者前年３．９％増 チューリップフェア閉幕

読売 17 チューリップフェア 入場者３．９％増３２万人 チューリップフェア閉幕

  ７日　日曜日
北日本 1 高岡商９年ぶりＶ 春季県高校野球 決勝 砺波工２－５高岡商

15 高岡商 鮮やか先制 春季県高校野球 決勝 砺波工２－５高岡商

17 卓球 全農杯全日本選手権大会県予選 大会結果 砺波ジュニア

21 「県民ふるさとの日」記念 無料開放施設

22 読者のひろば 日常のあり方示す　砺波市 山田敏江　（主婦７４歳）

24 増山城跡に来てね １３日陣屋で「マルシェ」 サイクルツアーも

25 砺波と台湾に懸け橋 四季彩館の平井さん チューリップ魅力発信

25 自転車安全リーダー 砺波工業高生に委嘱 砺波署１～３年生１２人

25 表情柔らか木彫人形 庄川水資料館

32 流星 彗星キラリ 県内の写真愛好家撮影 愛甲喜一郎さん　流れ星を写真に収めた

32 秀作 心にとどめたい きょうまで 美術ファンで熱気

33 富山でも学校史破損 県立図書館保管の２冊

富山 24 高岡商９年ぶりＶ 砺波工に５－２

北陸中日 5 発言 砺波市議２氏 カンフル剤に　貝渕文夫６８　富山県砺波市

17 高岡商 ９年ぶり春の王者 砺波工に５－２

17 県中学校体育連盟陸上競技会 大会結果

読売 29 高岡商 ９年ぶりＶ 序盤にリード 砺波工下す

29 動画も楽しめる要覧 砺波市、スマホアプリ対応

朝日 27 高岡商 ９年ぶりＶ 砺波工下し２２回目

毎日 22 高岡商 ９年ぶりＶ 砺波工を５－２で破る

  ８日　月曜日
新聞休刊日

  ９日　火曜日
北日本 3 砺波市長が資産公開 市役所企画調整課で閲覧できる

5 子育て世代向けに団地 木村産業 砺波で１２棟分譲

12 とやまの公園 空中散歩 砺波チューリップ公園

19 サッカー高円宮杯県ユース（Ｕ-１５）リーグ 出町中 庄西中

19 バスケットボール 県一般男女選手権 砺波ク 庄西ク
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19 ラグビー 全国高校７人制大会県予選 砺波 砺波工

20 読者のひろば 田植えの準備整う 砺波市 島田栄 （農業 ６８歳）

20 わが家のアイドル 砺波市三郎丸 田中智尋ちゃん

22 空き家有効活用へＮＰＯと情報交換 砺波 中尾もりあげたい

23 脳卒中と骨折 高齢者は注意 砺波 看護師らアドバイス

30 フェア入場者数 好天で目標達成 夏野砺波市長が来社

富山 3 砺波市長も公開 資産等報告書

24 中尾の活性化へ交流 砺波・井栗谷

24 砺波市消防団機能別団員に石黒さん 青島分団 石黒寛典さん

25 「看護の日」に向け 脳卒中と骨折テーマに催し 砺波総合病院

25 男子は斉藤さん 女子中村さんＶ 栴檀野グラウンドゴルフクラブ第１８回富山新聞社杯大会

25 丸岡、村岡さん優勝 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ春季選手権

26 高岡一 ２年連続Ｖ 第４回全国高校７人制ラグビー大会県予選

26 砺波地区寿野球 定期リーグ戦 大会結果

26 県中体連陸上記録会 瀬川翔誠（庄西）

28 「満足度高かった」となみチューリップフェア 夏野砺波市長が来社

北陸中日 16 ＯＢの石黒さんに機能別団員の辞令 砺波市消防団

16 砺波・夏野市長も資産報告書公開 報告書は市企画調整課で閲覧できる

読売 28 となみ野リーグ Ｂリーグ 庄川１０－０砺波東部

28 来訪（８日） 富山支局　 砺波市長・夏野修氏

28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 27 アルペンルート ＧＷの客９％増 昨年同期比

27 砺波市長の資産公開 市企画調整課で閲覧できる

27 来局 富山総局（８日） 砺波市長 夏野修ほか

 １０日　水曜日
北日本 20 田植えで散居村学ぶ 南部小５年「ころがし」も体験

21 機能別団員に石黒さん任命 市消防団と消防署

21 会長に杉林さん 市地区自治振興会協

21 症状 指さしで確認 砺波地域消防組合 外国語シート作成

26 交通安全に尽力 ３団体など表彰 県安全運転管理者協会

27 詐欺容疑で男再逮捕 砺波署

富山 22 新会長に杉林氏 砺波市地区自治振興会協議会

22 砺波南部小と南部認定こども園 風景継承へ力合わせ

25 外国人患者搬送でシート 砺波地域消防組合が製作

26 新会長に窪田氏 県安全運転管理者協

北陸中日 19 砺波地方を開拓 古代の豪族解説 南砺で京大名誉教授

19 外国人の搬送 適切に 砺波地域消防 指さしシート作る

 １１日　木曜日
北日本 16 県内美術館・博物館の催し（５/１１～５/１７） 松村外次郎記念庄川美術館

16 花通信 県花総合センターのモッコウバラなど 砺波市高道

17 情報かわらばん となみ野

17 朝市夕市 県内 砺波市

24 散居村家屋 明治期に変化 佐伯安一さんの遺稿掲載

25 新鮮な野菜・山菜並ぶ 砺波 栴檀野直売所開店

25 カブトムシ幼虫に歓声 砺波 伝統工芸士 加藤さん 園児にプレゼント

25 イベントで提供のスイーツを試食 砺波、１３日 増山城跡

29 ＧＷの人出８１万人 県警まとめ

富山 21 カブトムシ幼虫 園児「かわいい」 庄川 加藤さん贈る

21 地場産直売所の今季営業始まる 砺波・栴檀野

北陸中日 22 ＧＷ 山岳遭難の負傷者２倍 県警 人出の多さでは、となみチューリップフェア

23 カブトムシ幼虫 ２００匹園児に贈る 砺波の加藤さん

23 山の幸、野菜人気 直売所オープン 砺波、地元の主婦ら

24 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 29 県と７市町村「高額返礼品」 ふるさと納税 国「３割以下」要請、改善進む

 １２日　金曜日
北日本 1 県内空き家１万６３１６戸 全市町村 本紙アンケート 自治体間 定義に差も

20 読者のひろば 第二の古里・東京 砺波市 村中正敏  (無職８６歳)

23 水墨画・墨彩画並ぶ ギャラリーみかん堂 富山市の清水喜代美さんの作品展

23 野菜の苗植え交流 中野幼稚園と老人クラブ中野希生会

23 砺波市老人クラブ連合会囲碁大会 福祉センター苗加苑
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28 会長に野口氏 県高校教頭会 松井文恵（砺波）

29 還付金詐欺の不審電話相次ぐ 砺波市内で特殊詐欺の前兆

31 危険空き家 解体支援 県内市町村 対策本腰 まちづくり活用も

31 えびす７月にも和解 金沢地裁訴訟 フーズ社が説明会

富山 22 囲碁大会無差別 澤田さん優勝 砺波市老人ク連合会

27 檜物、島田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会 県スポレク祭予選

28 新会長に野口氏 県高校教頭会 松井文恵（砺波高）

北陸中日 19 利き酒や蔵見学 あす若鶴蔵祭り 砺波・若鶴酒造

朝日 27 ユッケ金沢訴訟和解へ 遺族ら「仕方ない」 請求額の３分の１で

33 ユッケ事件賠償訴訟、和解へ 焼肉酒家えびす

毎日 22 焼き肉店集団食中毒 被害者 和解案受け入れへ

 １３日　土曜日
北日本 29 段ボールの電車できたよ 砺波市美術館　園児２７人　造形楽しむ

34 不審電話相次ぐ 砺波と小矢部

富山 3 来訪者冬に関心 観光マーケティング戦略委初会合 県とＤＭＯ  施策に反映

23 手作り　段ボール電車 砺波市美術館で太田幼稚園児　造形アトリエ始まる

23 田植え、笑顔 砺波・２小の５年生

24 浅野ゆかりの氷見へＪＦＥの原点学ぶ JFE常務執行役員ら

26 本社見学（１２日） 金沢本社　砺波市庄西中２年生３８人

27 地鳴り チューリップフェアに満足　安井紀美子 ６３歳（高岡市・パート）

北陸中日 20 散居景観を守る稲作 田植え体験から学ぶ 砺波の児童・園児

21 飾る楽しさ子どもに 砺波市美術館で「造形アトリエ」

読売 24 バスケットボール 第５９回県一般男女選手権

24 ＵＳＯ放送 給食中も事務（砺波・越中之助）

25 美術館で「電車」作り 　砺波で園児２７人挑戦 砺波市美術館「子どもの造形アトリエ」

 １４日　日曜日
北日本 1 県と７市町村 返礼見直し 寄付額の３割以下に

24 読者のひろば 山菜シーズン到来 砺波市 上野亮平　（無職７４歳）

24 読者のひろば すがすがしい季節 富山市 谷井舞　（会社員２９歳）

26 林清納さんと工藤泰子さん２人展 色彩豊か 油絵と生け花

27 増山城跡に親しむ 砺波で「陣屋ｄｅマルシェ」

27 蔵見学・きき酒 人気 砺波　若鶴祭り にぎわう

27 風景や人物多彩 とやま写真の会作品展

27 中学生 バスケで熱戦 砺波　第２０回チューリップカップバスケットボール大会

27 木彫りの豆皿に挑戦 砺波　安達陽子さんによるワークショップ

30 記者ぶろぐ 終活で「お宝」整理

30 環境保全活動を応援 富山トヨタが支援金 鷹栖小

30 とやまｗｅｂｕｎランキング ①高岡商が砺波工を５－２で破る

富山 19 増山城跡 若者でにぎわう 砺波市教委 初のマルシェ開催

19 人力発電電車楽しむ 砺波・麦秋苑

19 日本酒の魅力堪能 砺波で若鶴蔵祭り

25 地鳴り 立派な花咲き 心が癒やされ  別所武７８歳（砺波市）

25 〃 お宮さんで清掃と祭り　西川良子 ６４歳（砺波市）

27 「開店ラッシュ」峠越え 県内、２年連続４件

北陸中日 16 利き酒好評 若鶴蔵祭り 砺波 人気を集めた振る舞い酒

17 県一般男女バスケットボール選手権大会 砺波クラブ

17 増山城跡に親しんで 砺波 出店や抽選会盛況

読売 24 ほろ酔い気分 砺波で蔵祭り

24 少年野球 となみ野リーグ

25 ふるさと写真館 屋敷林のスギ 本殿に 高瀬神社

 １５日　月曜日
北日本 21 第５回高岡ねがいみち駅伝 ２年女子 上野夏生さん　５年女子 上野美由さん

24 「冠木門」を塗装 増山城の登り口 となみセントラルライオンズクラブ

24 芸能１２団体が成果発表 となみ野芸能祭 １５０人

25 砺波の味 ここがお薦め ３２店紹介 パンフ発行 ローターアクトクラブ

25 旬の山菜どっさり 別所の郷まつりにぎわう

25 バスケットボール チューリップカップ大会 ①出町中

27 となみ夜高 盛り上げるぞ 太鼓や笛の技術学ぶ

28 来年２月に海外研修 県商議所青年部連合会
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29 読者に愛される店を 本紙販売店 永年勤続３１５人表彰

富山 1 第３５回 富山風雪賞　一隅を照らす 清澤百合子氏 砺波ファーストブックの会会長

2 １１月に７０周年式典 中部ブロック会議 富山で県婦人会総会 砺波市連合婦人会長に感謝状

15 増山城跡の冠木門塗装 となみセントラルLC会員ら

15 シャクヤク初販売 砺波・別所の郷まつり

20 本江会長らを承認 県商工会議所青年部連　となみロイヤルホテルで開催

21 地鳴り 形見の帽子 母にわびる 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

21 月曜川柳 乱反射 源通ゆきみ（砺波）

北陸中日 17 砺波で山菜まつり 別所の郷 山菜まつり

17 県６人制バレーボール春季一般男女選手権大会 ③砺波倶楽部

 １６日　火曜日
北日本 13 墨の美 感性豊か 第６４回県女流書道展 

15 ラグビー 第８回県セブンズ杯 ②砺波ＲＦＣ

15 バレーボール 県６人制春季一般男女選手権大会 男子③ＴＴＣ、砺波倶楽部

19 ミニ行燈お目見え 砺波の渡辺・山田さん製作 「夜高」前に市役所展示

19 大行燈ぶつけ合い 桟敷席販売

19 実りの秋楽しみ 砺波 出町小

19 人力発電電車出発しまーす 砺波 麦秋苑こどもまつり

19 山森会長ら続投 砺波 市議会・自民会

19 アップリケ 魅力触れる 砺波 砺波市美術館「宮脇綾子アプリケの世界」

20 ぼくの夢わたしの願い 砺波市鷹栖小６年  宮西郁美さん 萩原颯音さん

20 とやま地名のはなし ２１５ 江波（砺波市） 江南の呼び方が変化

25 高齢者のＡＴＭ振り込み制限 県内 ９金融機関導入

富山 21 わが町朝市夕市 【砺波市】若林青空市、せんだん野地場産野菜直売所

23 となみ夜高へミニ行燈 住民手作り、市役所で展示

23 会長に山森氏 幹事長稲垣氏 砺波市議会自民会

25 ４４２人が力泳 日本スイミングクラブ協会北陸支部Ｂ級短水路高岡大会 大会結果

27 ＡＴＭの利用制限拡大 特殊詐欺防止 県警、各地で啓発

27 高岡法科大コールド負け ２０１７年北陸大学野球春季リーグ戦第６週第３日

北陸中日 17 ミニあんどん 輝き極彩 砺波 渡辺さん、山田さん制作

17 北陸大学野球 春季リーグ戦 試合結果

読売 28 北陸大学野球 春季１部リーグ 試合結果

28 卓球 中部日本選手権県予選 カデットの部

毎日 24 ＡＴＭ送金制限広がる 特殊詐欺防止 県内９金融機関

 １７日　水曜日
北日本 13 上野サイエンスの社から② 国立科学博物館長 林良博 祖先は台湾から沖縄へ

18 読者のひろば 登録後初の曳山祭 砺波市 犀川啓子（主婦７５歳）

21 議長に今藤氏 副は山本善氏 砺波市議会

21 大雨に備え搬出訓練 砺波　河川の水量増加に備え 庄川河川敷公園

21 木工や水引の３人展 砺波　南部幸正さんら ギャラリーみかん堂

24 城端線活性化考えよう １２０周年 沿線住民連携

富山 18 議長に今藤氏再任 砺波市 副は山本善氏

19 トイレやベンチ 増水時の搬出訓練 砺波・庄川河川敷公園

23 砺波の画家 林さん作品展 ギャルリ・ミレー 林清納さんの企画展

北陸中日 5 テーマ特集 山菜料理 知識とマナー理解し採って　上野亮平７４　富山県砺波市

16 ドクターヘリ 出動増 １６年度、１日当たり２件

16 議長に今藤氏 副議長山本善氏 砺波市議会

 １８日　木曜日
北日本 3 議会改革特別委員会 新設で協議加速 砺波市正副議長来社

13 第５６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 朝日清ほか

14 県内美術館・博物館の催し ５/１８～５／２４ 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 ママの悩み 早期解消 助産師配置し機能充実

23 ざっくばらん 夢の平コスモス荘 総務経理担当 藤森美幸（砺波市・５３歳）

23 富山と桜の関係学ぶ 市民大学開講

23 新聞エコバッグ教室 北日本新聞砺波支社

23 パークゴルフ 大会結果 砺波市パークゴルフ大会
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26 県内のアユ漁 来月１６日解禁 ６月２１日正午に網漁も解禁する

26 会長に嘉義氏 県公立小中学校教頭会 副会長 大村吉永（庄川中）

富山 29 総合計画推進に協力 砺波市議会 今藤議長、山本副議長

29 ママ安心 相談室開設 砺波市健康センター 専任の助産師配置

29 砺波市民大学「学遊塾」開講 庄川生涯学習センターで開講

31 新会長に嘉義氏 県小中学校教頭会 副会長 大村吉永（砺波市庄川中）

31 初誕生 山田梨愛ちゃん 砺波市庄川町青島

32 来月１６日解禁 県内のアユ漁

33 地鳴り 今年も夏野菜 果菜作り挑戦 砺波市 浦外喜夫 ６７歳（砺波市）

34 昨年度の政活費 ９市町議会で減少 不正で使途厳格化が影響

北陸中日 18 今年のアユ釣り 来月１６日に解禁

19 １２０年 城端線愛が結集 記念事業実行委員会設立

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

 １９日　金曜日
北日本 2 来社 【本社】今藤久之氏（砺波市議会議長）ほか

10 筝 声楽や踊りと共演 来月４日本社ホール 黒川真理コンサート

25 ７月小矢部で空中カフェ 夏感じるスイーツ１２種 

26 新会長に中村氏（高岡南校長） 県高校新聞研究会 高文祭「らいちょう」発行

27 ９０代女性３００万円被害 砺波 警官らになりすます

27 県内から「若鶴」入賞 酒類総合研究所の全国新酒鑑評会

富山 3 本社来訪 富山本社 就任あいさつ 今藤久之氏（砺波市議会議長）ほか

5 石川の３点が金賞に 全国新酒鑑評会  富山 若鶴酒造鶴庫「若鶴」

18 今はこれ！市場から 砺波  白ネギ

19 くらしの日記 良いこと２件 紫藤道子 ８２歳

21 山菜「よごし」販売 庄川、あすからまつり

26 一隅を照らす ４ 清澤 百合子氏  砺波ファーストブックの会会長 

27 事件・事故 野菜盗んだ疑いで男逮捕

27 地鳴り わが家の富山米おいしいと嫁 佐野嘉江 ７２歳（砺波市・主婦）

27 〃 ほほえましい年配の夫婦  犀川寮明 ６９歳（砺波市）

29 ９０代女性３００万円被害 砺波、警察官かたる詐欺

北陸中日 15 チューリップタワー建て替えへ デザイン、意見求む 砺波市

19 ファイル１１０番 警官かたる特殊詐欺で３００万円被害

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

29 警官名乗り３００万円詐取 砺波署 砺波市の９０歳代女性

朝日 27 １１０・１１９ ９０代女性が３００万円だまし取られる

 ２０日　土曜日
北日本 30 功労者５人表彰 県都市監査委員会協議会 溝口信夫（砺波）

富山 23 ロビー展 滝場由夫さん夜高あんどん模型展 北陸銀行庄川支店

23 ロビー展 砺波まなびや友の会「純の会」展 富山銀行砺波支店

北陸中日 18 ６月定例会は８～２３日 砺波市議会

19 認知症カフェ ２ヵ所新設へ 砺波市 「ほっとなみカフェ」 市内５カ所に増やす

読売 28 県中学校体育連盟記録会 瀬川翔誠（庄西）

28 「豊かさ」運んだ城端線 開通１２０年 イベント続々

毎日 22 砺波から北海道開拓へ 移民の苦労 図録に 「砺波にルーツを持つ人々」

 ２１日　日曜日
北日本 3 かがやき定期化へ連携 新高岡駅停車期成同盟会 駅利用拡大を確認

17 高円宮賜杯学童野球県大会 １８チーム対戦決まる

17 北日本新聞社長杯 ゴルフ ベストグロスは砺波市大門 堺正男さん

17 インターハイ懸け熱戦 サッカー ラグビー 県高校総体が開幕

20 まだら模様鮮やか 砺波市の庄川山草会と砺波盆草会「山野草・花と斑入展」
21 新鮮な山菜ずらり 砺波　道の駅庄川 郷土料理 販売も

21 そば打ちやテント泊体験 砺波　親子のきずなプログラム初夏編 砺波青少年自然の家

21 農作業通し生産者と交流 砺波　田植え体験 特別栽培米コシヒカリ「散居のかおり」

21 野球 砺波市中学交流大会 ２０日 試合結果

27 高校将棋県大会 吉岡雅浩（砺波３）ほか

富山 2 北陸新幹線「かがやき」 定期便実現へ「全力」 期成同盟会が総会

22 県外から田植え体験 東京や愛知、大阪の家族 砺波市農業公社など

23 採れたて山菜人気 道の駅庄川でまつり
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23 そば打ち 親子で体験 県砺波青少年自然の家

23 ホーム花壇にベゴニア植える 城端線もりあげ隊

23 石倉、福澤さんV 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

25 ラグビーとサッカー熱戦 県高校総体 ２０日

27 地鳴り タマネギがトウ立ちに 砺波市 小倉慶子７２歳（砺波市）

28 第３５回富山風雪賞 贈呈式 郷土発展に尽力 清澤百合子氏

北陸中日 15 悲願の「かがやき」停車定期化へ 新高岡駅 利用増に全力

15 JRのOB、住民ら 砺波の３駅を美化 JR城端線 砺波、東野尻、油田の三駅周辺

読売 25 新幹線新高岡駅の乗車目標１日２５００人 停車実現期成同盟会

 ２２日　月曜日
北日本 1 民意と歩む 議会再生38  基本条例 　首長と政策競争　明文化で脱追認

9 とやま文芸散歩 平岡 和代　砺波に住み、屋敷林に囲まれ生活

17 県高校総体 ２１日 サッカー 砺波２－０新湊

17 フットサルＳｕｐｅｒＳｐｏｒｔｓＸＥＢＩＯ県リーグ 試合結果

19 ペタンク（２１日） 砺波市協会春季大会
28 県ジュニア将棋名人戦 ③飯田和(砺波市北部２）

富山 2 社説 ニーズ探り施策に反映を 富山観光「冬」に関心

3 わがまち散歩 砺波市石丸 獅子舞、再興して継承

19 南砺・赤祖父湖 ヘラブナ釣り レディース②中野暢子

19 小さな花壇づくり挑戦 砺波でコンテスト

北陸中日 13 天皇杯皇后杯全日本バスケットボール選手権大会第１次ラウンド県大会 大会結果

北陸中日 13 県高校総体ラグビーフットボール競技北信越体育大会予選 砺波６４－０砺波工・高岡・高専射水・魚津

読売 25 少年野球 　となみ野リーグ（２１日） Bリーグ 庄南０－７庄川

 ２３日　火曜日
北日本 5 チューリップでスキンケア商品 前田薬品工業開発へ 香りにリラックス効果

5 酒蔵フォーカス 若年層開拓へ発想転換 若鶴酒造（砺波市三郎丸）

18 夜高「突き合わせ」桟敷で観覧いかが 砺波市観光協会 前売り券販売

18 城端線３駅で花苗植える 城端線もりあげ隊 ＪＲのＯＢ会が実施する駅クリーンナップ事業

24 提灯と国旗で両殿下を歓迎 「頼成も」に曲を付けた歌を奉唱

25 街灯柱に衝突 小矢部の女性重傷 砺波市大辻の国道３５９号

25 ＪＲ城端線が一時運転見合わせ ２２日午後２時ごろ 油田駅－戸出駅間 エンジントラブル

富山 23 わが町朝市夕市（２３～２９日） 砺波市

24 高齢者と野菜植える 砺波・ちゅうりっぷ保育園

25 地域おこし協力隊員と連携 砺波市観光協会総会

25 幼年消防クラブ入隊式 砺波・東般若

29 事件・事故 車が街灯に衝突、女性重傷か

29 ＪＲ城端線、油漏れで遅れ ２２日午後１時２８分ごろ 油田－戸出間
北陸中日 17 夜高の激突 特等席で 砺波市観光協会が桟敷席を開設

17 五島会長再任し事業計画を決定 砺波市観光協会総会

26 ＪＲ城端線で遅れ 二十二日午前二時ごろ 油田－戸出間で停車

 ２４日　水曜日
北日本 13 ナイターソフト １２チームが対戦 砺波 来月１４日から試合

15 県民スポーツ・レクリエーション祭 大会結果

16 読者のひろば 瞳輝く感性の場に 富山市 横山 正利（会社員 ６０歳）

19 内視鏡手術ロボ導入 砺波総合病院 高度医療に期待

19 花でコンテナ彩る 砺波 県花センターコンテスト

19 五島会長を再任 砺波 市観光協会

19 生産性向上に努めて 砺波 砺波法人会総会

富山 21 砺波工高生、現場で学習 小牧発電所や小牧ダム訪問 溶接ロボなど見学

22 ７月から治療に活用 砺波総合病院 「ダ・ヴィンチ」導入

22 鴨島会長を再任 租税教室を推進 砺波法人会総会

23 西から東から 重要なマイレール意識

25 地鳴り 返礼品の競争過熱は当然 角栄一 ６５歳（砺波市）

25 〃 優しさに包まれ過ごした若い頃 西川良子 ６４歳（砺波市）

25 〃 松本城を見学し時代背景感じる 黒田和也 ４０歳（砺波市）

27 アイスチューリップ 開花遅らせ植樹祭に登場 ２８日、ピーク合わせる

北陸中日 19 内視鏡手術支援ロボ 砺波総合病院に導入 県西部初

読売 28 よみうり文芸 短歌  砺波市 西能さとみ

産経 23 イベントガイド 宮脇綾子 アプリケの世界
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 ２５日　木曜日
北日本 5 ＮＥＷＦＡＣＥ　商品ニュース すっきりとした味わい　若鶴酒造

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市 県内 砺波市

21 読者のひろば 身の丈で生きる 砺波市 横井君子（主婦７５歳）

22 寸劇で火遊びの怖さ伝える 砺波市東般若幼年消防クラブ

23 自然のエネルギー 絵や木版画で表現 髙野さん個展 ギャラリー「みかん堂」

27 ＪＡいなば・若鶴酒造１０月発売 オリジナル清酒いかが

27 藤森さん関西初個展 大阪 風景画など５０点 洋画家藤森兼明さん

31 警官かたる詐欺 注意 県内４月以降 被害急増

富山 4 清酒輸出が過去最高 １０年前の４．６倍に増加

5 夏季限定の「苗加家」 若鶴酒造、あす発売

27 富山文芸５月賞 柳壇 津田暹選 佳作 源通ゆきみ 歌壇 佐伯裕子選 山森和子 

29 シャクヤク 大きく花開く 氷見、砺波にも今秋移植

29 まちづくり標語 中学生４人を表彰 となみセントラルＬＣ

29 ヒヤリマップ作成へ 砺波市交通安全母の会連合会

33 ６０チームで熱戦 スタジアムカップ争奪野球大会

33 初誕生 砺波市鷹栖 藤本一吹ちゃん

33 西から東から 本店でわかること 砺波のせんべい工場

北陸中日 19 あんどん観覧 高所作業車から となみ夜高まつりで商工会議所青年部実施へ

19 殿堂入りのバラが競演 県花総合センター ６月上旬まで楽しめる

19 魅力あるまちづくり 最優秀標語４点表彰 となみセントラルＬＣ

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 30 手術支援ロボ「ダ・ヴィンチ」導入 県西部初 砺波総合病院に

朝日 21 政活費の執行率 ３市会３０ポイント超減 昨年度 申請ためらい？

 ２６日　金曜日
北日本 18 砺波工 中越と初戦 北信越高校野球 ６月３日に開幕

18 剣道 県民体育大会 ５５歳以上①中橋文夫 ほか

23 大行燈の位置 一目で 来月の庄川観光祭 ウェブ地図に表示

23 グリーンカーテン楽しみ 庄川小で苗植え込み

23 野菜おいしく育って 砺波市社会福祉法人となみ中央福祉会のちゅうりっぷ保育園
23 見守りや連携強める 砺波市民生委員児童委員協議会

23 水力発電の仕組み学ぶ 砺波工業高校 小牧ダム見学

29 学校史の破損受けマナー向上呼び掛け 県図書館協会総会

29 北陸道からトラック転落 砺波市太郎丸の北陸自動車道下り線

29 新会長に磯野氏 県土地家屋調査士会 　副会長 中村忠嗣

富山 22 緑のカーテン、親子作業 庄川小でも設置 関電がエネルギー教室

23 末永さん優勝 健康麻将第２７回となみ大正蔵杯

23 市政の説明受ける 砺波市議会、新議員研修

23 レジ袋売上金を寄付 三喜有が砺波市に

23 砺波・庄東小 ５年生田植え コシヒカリの田植え

23 夜高大行燈　 位置一目で 庄川観光祭 スマホの地図に

28 砺波の北陸道から大型トラック転落 けが人なし

北陸中日 19 三喜有が砺波市に環境保全の寄付金 寄付金として１５万円を贈った
19 砺波工 初戦は中越と 北信越高校野球 高商は２回戦から

読売 25 美術館・博物館情報 砺波市美術館  庄川美術館

26 砺波工 初戦は中越 春季高校野球北信越大会

26 バラ色とりどり 砺波 県花総合センター

27 北陸道でトラック滑落 砺波市太郎丸の北陸道下り線

朝日 27 組み合わせ決定 開幕は来月３日 北信越高校野球

毎日 22 高岡商 初戦 星稜VS明訓勝者と 北信越高校野球

 ２７日　土曜日
北日本 1 全国植樹祭へ準備万端 両陛下きょうご来県

5 となみ政経懇話会 ５月例会 変化に負けぬ強さを 講師 東京都市大環境学部教授 枝廣淳子氏

6 減反 産地８割超達成へ １７年産米 県内は１５市町村全て

13 書とダンス 情熱の舞台 砺波で来月１０日 糸魚川支援チャリティー
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16 北陸オープンアマゴルフ 作田（金沢学院大）予選トップ １１５人決勝へ

24 迷子の幼児助けた田中さんに感謝状 高岡 高岡署

24 標語優秀作４人表彰 砺波 となみセントラルライオンズクラブ「魅力あるまちづくり看板標語」

25 トッペ行燈 うまくできた 色塗り４基仕上げる 庄川小４年生 来月の観光祭で披露

25 バルーンアートや手品で楽しく交流 砺波 太田ひまわりサロン

25 さつき盆草展へ８０点並べる 砺波 砺波市盆草協会

28 富山トヨタ 第８回エコ・チャレンジ応援プロジェクト 環境学習実践とゴミ減量リサイクル 砺波市立鷹栖小学校

別4 全国植樹祭 出演団体紹介  合唱隊 砺波市立出町小学校

別5 〃 記念植樹・三旗掲揚  花とみどりの少年団 砺波市（庄東小）

富山 3 主食用米の生産数量目標 全協議会 達成見込み  北陸農政局

5 「パワー半導体」に商機 パナ・タワージャズ 砺波で開発・量産へ

20 ６月イベント一覧 【３日】第６５回庄川観光祭夜高行燈コンクールほか

24 片付けのこつ紹介 ＬＩＢＥＲＴＹ・大峯さん 砺波で講座

24 高齢者が花苗植え 砺波・東野尻

24 一問一答方式導入改修の議場確認 砺波市議会全協

24 柳瀬が優勝 砺波市老人クラブ連合会第１回パークゴルフ大会

25 トッペ行燈児童仕上げ 庄川小４年生 来月の観光祭へ

25 高齢者と園児交流 砺波・太田こども園

26 県西部の防災士 連携強化へ活動紹介 高岡で初の勉強会

26 ２０１７中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権県予選 試合結果

27 来月３日から北信越高校野球 高岡商 準々決勝から 砺波工は中越と初戦

29 地鳴り 庭掃除終わり緑がいっぱい  嶋田道子 ６９歳（砺波市・主婦）

29 〃 カエルの合唱初夏の癒やし 藤井昭道 ４５歳(砺波市・会社員）

39 全国植樹祭とやま２０１７ 苗木のホームステイ 記念植樹に向け県民が育成

読売 30 伝統の行燈作り 砺波 庄川の小学生ら

 ２８日　日曜日
北日本 3 青年局長に川島県議 自民県連 公募政策 畑さん最優秀

5 社説 「続日本１００名城」に増山城 歴史的価値発信へ弾み

6 奉迎 天皇・皇后両陛下 行幸啓 （全面広告）

15 冨岡（高岡第一高出）逆転初V 北陸オープンアマゴルフ 最終日

16 県高校野球強化招待試合 高岡商サヨナラ勝ち 東海大相模と対戦

16 県内外の１２校練習成果競う 県中学校野球交流試合

16 県高校総体 バスケットボール 柔道 ラグビー 

16 ２０チーム、パークゴルフ楽しむ 砺波市老人クラブ連合会 第１回パークゴルフ大会

16 軟式野球 マクドナルド・ろうきん旗学童大会 大会結果

16 グラウンドゴルフ 油田地区通年コンペ 大会結果

25 祝 第６８回全国植樹祭とやま２０１７開催 （全面広告）

21 北日本文芸 歌壇 佳作 堀田節子 山田泰子ほか

21 〃 俳壇 地 中邨宗承 佳作 藤井哲尾ほか

21 〃 柳壇 入選 吉川博

29 会長に寺島さん 砺波 砺波市交通安全協会総会

30 園児ら踊りで完成祝う 砺波 南部認定こども園で式典

30 城端線ジオラマ精巧 砺波駅でにぎわい市 新幹線模型が走行

30 レジ袋の売上金１５万円を寄付 砺波 三喜有が砺波市に

30 子どもと高齢者に啓発 砺波 砺波市交通安全母の会連合会総会

31 タマネギ生産１万㌧へ ＪＡとなみ野 乾燥施設を新設

31 県内１１ＪＡで総代会・総会 となみ野 出荷米を全量買い取り販売

36 県西部６市防災士情報共有で連携 高岡 勉強会

37 砺波でクマ１頭目撃 ２７日午前６時半ごろ

38 県内４市で震度２ ２７日午後１０時５０分ごろ

富山 2 社説 全国植樹祭 無花粉スギは時代の要請

2 新局長に川島氏 自民県連青年局

17 くらしの日記 ヨモギの思い出 市山あい子 ８２歳（砺波市高波）

20 朗読とマリンバ楽しむ 砺波で「いこいのひととき」

20 庄川観光祭へ大型看板 青壮年組織

20 新会長に寺島副会長 砺波市交通安全協

22 各地で農協総代会 タマネギの生産拡大 となみ野農協

10 ページ



23 県高校総体 サッカー ラグビー バスケットボール

27 新高岡駅 １４００人歓迎 午後１時３９分ごろ

北陸中日 17 城端線開業１２０年 砺波駅で展示 精巧ジオラマ ファン興奮

17 タマネギ増産対応 ＪＡとなみ野 施設に大型投資へ

17 佐野組合長を再任 総代会

17 情緒豊かに文章朗読 砺波・瑞祥寺 マリンバ演奏も

17 県民スポレク祭り 大会結果

17 県高校総合体育大会 ラグビー

 ２９日　月曜日
北日本 1 富山の森次世代へ 魚津で全国植樹祭 両陛下お手植え

1 天地人 城端線開通が、明治３０年にあたる１８９７年だった

17 県高校総体 柔道 バスケットボール  サッカー  バレーボール

17 砺波工 東海大相模に大敗 県高野連強化試合 高朋も１－４で敗戦

17 ４チームの対戦決まる 砺波市大会 来月７日開幕

17 児童５０人が力強い取組 わんぱく相撲となみ野場所

18・19 第６８回全国植樹祭 豊かな郷土 多彩に表現

20 児童が防火の誓い 砺波 庄川町少年消防ク

20 就職動向に理解 砺波 職安が求人受理説明会

21 ３世代が交流 増山城跡清掃 栴檀野の住民ら

23 砺波高吹奏楽部息ぴったり 砺波 第２７回定期演奏会

24 泥んこで田植え体験 砺波 砺波市庄東小学校の５年生

24 認知症予防に理科手品 砺波 出町高齢者学級

24 全国珠算学校連盟検定合格者 第２５２回段位珠算検定試験 ほか

30 北陸・東海の中高生８月に立山で研修会 ガールスカウト県連盟

33 緑育む心 富山から 両陛下 温かいお言葉

33 風車 「蔵シックＣｏｎｃｅｒｔ」が２８日、砺波市の酒蔵「若鶴酒造大正蔵」で

富山 17 増山城跡遊歩道３世代で草刈り 砺波・栴檀野の住民

17 教育テーマで最優秀 中川、小川、鷲北さん 砺波、高校生意見発表

17 男子６年・田居栄冠 第１６回わんぱく相撲となみ野場所

17 ３、５分団優勝 第２６回砺波市太田地区球技大会・パークゴルフ競技

17 チューリップ写真 滝本さんが金賞 砺波・高波

19 台湾、新北の団体と友好提携９月再調印 ガールスカウト県連盟

19 県高校総体 サッカー バスケットボール バレーボール 柔道

21 東海大相模と試合 県勢２校敗れる 試合結果

21 第１４回県フットサルリーグ 試合結果

22 緑の丘陵に７５００人 魚津で全国植樹祭 福野、井波、出町小児童「満足」の合唱

23 地鳴り 母の文集発見 続編を作る 紫藤道子 ８２歳（砺波市）

24 氷見など４市で震度２ ２７日午後１０時５０分ごろ

北陸中日 12・13 豊かな緑 未来につなぐ 魚津で全国植樹祭 緑化功労者など表彰

13 県高校総合体育大会 柔道 

13 九谷杯２０１７中学校バレーボール大会 女子 ③庄西

13 能登麦屋節全国大会 高岡の畑さんが一般の部優勝

16 小学生力士５０人 技競う わんぱく相撲となみ野場所

読売 26 東海大相模戦 県２校敗れる 高校野球強化試合

朝日 27 無花粉スギ「お手植え」 両陛下、植樹祭に出席

27 砺波工・高朋 ともに敗れる 東海大相模と強化試合

 ３０日　火曜日
北日本 15 新村さんが優勝 ねんりんピックゴルフ選抜会　上位３人県代表

15 全日本学童軟式野球県大会　出場チーム紹介 出町ボーイズスポーツ少年団（砺波）　エラーを恐れず

15 県高校総体 陸上　サッカー

15 ◇サッカー　高円宮杯県ユース（Ｕ-１５）リーグ ２部　第４節　庄西中、出町中

15 ラグビー県社会人リーグ 第１節　砺波３３－１４富山

16 読者のひろば 感銘受けた経営者　砺波市　石崎弘毅（会社役員６４歳）

18 議長に山森氏 砺波地域消防組合議会

18 女子高生が意見発表 砺波　ユース・フォーラム２０１７ｉｎとなみ

19 「Ｆスポット」利用して 砺波　町づくりの拠点無料開放　来月庄川観光祭

19 火遊び絶対しません 砺波　年長児が防火の誓い
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19 会長に石黒さん 砺波食品衛生協会

19 監査委員に島崎氏 砺波地方介護保険組合議会

20 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市鷹栖小６年　高田七緒さん

24 かなざわ便り 日本郵便北陸支社長（金沢市）西嶋優さん　砺波市出身・５２歳

富山 2 新議長に夏野市長 砺波衛生施設組合議会

23 わが町朝市夕市（３０～６月５日） 砺波市

25 「火遊びしない」と約束 庄川の園児４３人　幼年消防ク入隊式

25 消防ポンプ車と救急車更新を可決 砺波地域消防組合議会

25 新会長に石黒氏 砺波食品衛生協会

25 監査委員に島崎氏 砺波地方介護保険組合議会

29 地鳴り 積極的に検査受ける　犀川寮明　６９歳　（砺波市）

北陸中日 5 発言 命考える機会　大人から子へ　春川正人　７０　 富山県砺波市

16 新議長に山森砺波市議 砺波地域消防組合議会

17 ポスターと夜高あんどん写真展 庄川観光祭の歴史　振り返る　１日からＦスポットで

17 あんどんの位置情報ＧＰＳを使い提供 庄川夜高若連中　初の取り組み

読売 27 チューリップタワー 建て替えへ　デザイン募集

朝日 24 頼成の森（富山・砺波市） 植樹４８年　身近な里山に

 ３１日　水曜日
北日本 20 砺波高で公開授業 ICTで分かりやすく

21 砺波の庄川・庄東小４年生が交流 小規模校に友情の輪 手作り名刺を交換

21 近藤行真ちゃん金賞 チューリップ写生大会

26 情報通信安全利用のための標語 志摩さん（砺波高）協議会長賞

26 ティーボール普及で底辺拡大 野球人気取り戻せ 高岡で７月大会

29 自転車の女性はねられ重体 南砺市野尻の市道交差点

29 木工所で火災 砺波市太田の木工所から煙

29 熱中症で２人搬送 県内

富山 2 県内の有効求人倍率 ４カ月連続１．７倍台 砺波市の２．４３倍がトップ

3 高校再編 モデルを策定 県総合教育会議 選択肢、バランス配慮

25 砺波市民や市職員 側溝の泥取り除く 砺波市の市民協働活動による道路の側溝清掃

25 ２校児童 打ち解け笑顔 砺波 庄東、庄川小の交流活動

25 ほほえみの会研修 AED使い方学ぶ 砺波 JAとなみ野ほほえみの会の緊急時対応研修会

25 砺波高で教諭らICT授業見学 タブレット端末などを活用した授業

31 地鳴り オバマ氏の人柄しのぶ 水越久美子６９歳（砺波市・農業）

31 地鳴り 知り合いと手話で話す 柴田照子６８歳（砺波市）

31 コント 海の王子様 砺波・越中之助

北陸中日 16 県教育長 高校再編を支持 総合会議「中学生に広い選択肢」

読売 26 よみうり文芸 短歌 前田美智子 　俳句　西能さとみ

27 ６９歳がはねられ重体 南砺市野尻の市道交差点

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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