
　　　　　　　２０２１（令和３）年１０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　金曜日
北日本 13 第４１回全国万葉短歌大会 大賞　寺島（黒部）・谷川（埼玉）さん　万葉賞　坪本幸世（砺波市）

21 とやま×私×フォト 「カエルさん見つけた ‼」　やぶちゃん（砺波市）

26 新屋外ステージ　骨組み姿現す チューリップ公園

26 交通安全　願い込め ふれあいレディーが啓発　砺波署

27 今月顕彰の金婚夫婦　主催・北日本新聞社 砺波市　２組

32 集合住宅向け高速ネット開始 となみ衛星通信テレビ

34 「賞に見合う活躍したい」 車いすバスケ銀　宮島選手に砺波市特別賞

35 女性が造る優しいお酒 若鶴酒造（砺波）　中橋さん初の蔵人　きょう日本酒の日　杜氏目指し奮闘中

富山 1 １０月の紙面　 ふるさと新聞　城端新聞（２、１６日付）　出町新聞（３０日付）

2 県内市町村の実質公債費比率 上市３年連続ワースト　起債許可団体８年連続なし

2 コロナで歳入歳出大幅増加 市町村普通会計決算

23 シリアの子どもに文房具 砺波高家庭クラブ　２９０１点を託す

25 宮島選手に市特別賞 砺波　「受賞を自信に飛躍」　東京パラ・車いすバスケ銀

28 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 12 パラ　躍動　地元の誇り　五輪 バスケ宮島選手　砺波市が特別賞

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

23 宮島選手に砺波市特別賞 車いすバスケ銀メダル　「賞に見合う活動を」

　２日　土曜日
北日本 4 子ども医療費　市町村の助成基本 富山市長　他自治体と「距離」

4 インフル接種助成　県の見直し評価 夏野砺波市長

6 新光硝子　イチネン傘下に 新海社長続投　新規事業開拓狙う

6 株式売却で特別利益計上 伏木海陸運送

18 きょう準々決勝 秋季県高校野球　きょうの試合

23 観光事業者に給付金 市　コロナ禍　総額５４５０万円

23 栽培キットなど返礼品に追加 ふるさと納税

23 ６日に臨時議会 補正予算７３２１万円　砺波市議会　議案説明会

24 庄川住民の新たな足に 東山見　デマンドタクシー運行

24 困窮者に役立てて フードバンク　パン店が商品提供　「もったいないフードバンクとなみ」

24 墨の濃淡　巧みに 太田無老会展　

29 交流１０都市の特産品ずらり きょうから道の駅砺波

別刷1-4 ２年ぶり　目指せ全国　きょう号砲 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝

富山 25 旅館キャンセルに支援 砺波市、１泊当たり２千円　１施設１０万円に加え　旅行社は一律３０万円

25 県の「包括支援」感謝 インフル接種助成

27 砺波　三岸好太郎・節子展 洋画家夫婦の作風理解　富山新聞文化Ｃ受講生が鑑賞

27 砺波、南砺で「グルめぐり」 １０７店で食べ歩き　コロナ禍、客足回復に一役

北陸中日 1 きょうの紙面 庄川に便利タクシー

12 独自支援金を計上　補正予算案７３２１万円 砺波市が発表

13 庄川　郊外　便利に　移動手段 乗り合い　お迎えも　高齢者らの通院・買い物支援

13 交流１０市町の名産ずらり 道の駅となみ野の郷

読売 26 他県の味色々　旅気分 砺波できょうから　物産フェア

毎日 20 ハロウィーンをキク３００鉢で演出 砺波　チューリップ四季彩館の季節展示「季節を彩る花々～秋～」

　３日　日曜日
北日本 3 社説 コロナ禍の図書館　貸し出し停止は疑問だ

13 秋季県高校野球　準々決勝 ４強決まる　高岡商　投打かみ合う　高岡商８－０砺波

14 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝 速星　底力を発揮　女子　１年米原　首位奪う　⑤庄西

15 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝 男子　雄山　トップ独走　２区清水けん引　ＭＶＰ

17 産卵期アユ５０００匹放流 砺波　禁漁期間　初の試み

17 きょうもにっこり 砺波高校前期生徒会長　吉田敦哉さん

18 水彩画愛好家が力作 砺波　マドカグループ（有角博代表）の絵画展

22 とやまｗｅｂｕｎランキング ②高岡商、氷見、砺波が８強　⑥新制服お披露目　ブレザーに一新　砺波高

富山 2 社説 地域のスポーツ振興　五輪・パラ効果をバネに

2 新光硝子工業を完全子会社に イチネンＨＤ

18 最高賞に野田さん 花まつデザイン展始まる　高岡の瑞龍寺

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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18 太田さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会　第６回祖泉会堂杯ＰＧ大会

18 デマンドタクシー本格運行 砺波・庄川町の４地区

19 未来感じる多彩な体験 となみＪＣ、５０周年イベント

19 交流都市の物産ずらり 道の駅砺波　

20 ４強出そろう　第７４回秋季県高校野球大会第７日 コールド高岡商　サヨナラ富山一　着実加点氷見　逃げ切り富山商

20 自転車の施錠率　優秀校に４０中高 県、鍵掛けコンテスト　中学　◎庄川（砺波市）

20 漢字、かな美しく　日曜こども書道 富山新聞文化センター　イオンとなみ教室

24 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

25 産卵期アユ　庄川秋初放流 砺波市漁協　５千匹、来年遡上期待

毎日 18 秋の高校野球　県大会 ４強出そろう　高岡商　富山第一　氷見　富山商

　４日　月曜日
北日本 14 宮島・岩井を表彰 パラ車いすバスケ銀

17 コロナ収束願う風船 五鹿屋公民館　１２０個飛ばす　五鹿屋農村公園

20 特別メニュー　お得価格で 砺波・南砺　飲食店で「グルめぐり」

22 北部・庄川Ｖ 砺波秋季学童野球

富山 15 コロナ終息　風船に願い 砺波・五鹿屋　五鹿屋農村公園

15 発達障害や不登校　体験談語り合う 小矢部・大空カフェ　「みやの森カフェ」（砺波市）などの取り組みについて

15 街頭で献血呼び掛け となみセントラルＬＣ　イオンスタイルとなみ

16 清登さん（砺波）準優勝 射水で本社杯健康麻将大会　優勝は岡田プロ

17 宮島、岩井選手たたえる 車いすパラ銀　

20 コスモス１００万本　ゲレンデ染める となみ夢の平スキー場

21 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

読売 27 車いすバスケ　感動もらった 県協会　宮島、岩井選手たたえる

　５日　火曜日
北日本 7 記録の継続誓う 県内出火率３０年連続　全国最小　記念県大会　県感謝状▽１０年以上＝東野尻、鷹栖、高波（砺波市）

19 昔ながらの洗濯再現 砺波郷土資料館　着物手入れ法　映像に

19 砺波東部小　創立６０周年 「良い伝統を継ぎたい」

20 海外の子どもに贈り物 文房具・衣類２９０１点　砺波高家庭クラブ

20 少年補導栄誉金章　宗景さんに伝達 砺波署

20 洪水に備え訓練 砺波市議会　防災訓練

21 屋敷林゛専用″ごみ袋好評 砺波市　落ち葉・小枝　対応　４０万枚　追加発注

21 宮井・梶川さんに　中央協議会奨励賞 受信環境図案コンクール　北陸協議会奨励賞＝和泉絵万（砺波市庄西２）

27 ニュースファイル 車２台に追突し重傷　砺波市宮丸の国道１５６号交差点

28 県内２人感染 １人死亡　新規感染者　砺波市の１０代女性

富山 5 防火に尽力　県民たたえる 県、出火率３０年全国最小を記念　花嶋真由美砺波市消防団女性第１分団長の事例発表も

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会６月句会

22 東部っ子の伝統胸に 砺波東部小、６０周年祝う

22 フードバンク　支援の輪 砺波　事業所がパンや総菜

23 広い敷地　気軽に操縦 閑乗寺公園にドローン店　砺波・脇本さん　空き店舗利用

25 事件・事故 車２台と接触、電柱に衝突　砺波市宮丸の国道１５６号交差点　

29 重症患者１人が死亡 県内コロナ、２人感染　砺波市の１０代女性

29 医療圏別感染者数 砺波市　１４１

29 ほたるいか 砺波市鷹栖小３、４年生　サツマイモ掘り

北陸中日 12 砺波市出町小が金賞 第８８回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール、東海北陸ブロックコンクール

27 県内新たに２人が感染 １人死亡　砺波市の十代女性が新型コロナウイルスに感染

読売 27 新たに２人感染 富山、砺波両市の１０～３０歳代の男女２人

　６日　水曜日
北日本 6 個性豊か純米酒６種類飲み比べ 若鶴酒造が頒布会

19 ふく福柿　実大きく 栴檀山　収穫始まる

21 来春一新　魅力アップ 再整備進む砺波チューリップ公園　フェア期間外の利用促進　ふわふわドーム誕生　使いやすさ向上

21 愛と希望　星で表現 来春チューリップフェアポスター

26 花のじゅうたん となみ夢の平

26 県内３人感染 新型コロナ　砺波の１０代女性

富山 3 ４所の評価「良好」 県内ハローワーク　砺波「良好な成果」

4 純米便で飲み比べ １２月から若鶴酒造

13 地鳴り バラの散った後　朝顔にぎやかに　戸田祐子　５９歳（砺波市）

18 少年補導員３４年　宗景さんに金章 砺波署が伝達
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20 ふく福柿　品質上々 砺波・栴檀山で収穫開始　９日に販売

21 花の流星にあふれる愛、希望 来年のチューリップフェア　市、ポスター発表

21 ９日にマルシェ、最多３５店 チューリップ公園でコキア、買い物

21 事件・事故 車と軽トラ衝突、男性重傷　砺波市新明の県道交差点

24 県内３人感染　 １０日連続５人以下　砺波市の１０代女性

24 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

北陸中日 7 若鶴酒造が限定純米酒 今冬発売　受注生産で計６種類

12 実りの秋　ふく福柿収穫 砺波・栴檀山地区で始まる

13 華やかポスター完成 来年のチューリップフェア

13 女子児童　心に残る浦安の舞を 砺波・比売神社　来月１日大祭へけいこ開始

24 県内新たに３人が感染 砺波の十代女性

24 風紋 次こそは　「僕らは受け身になった」と宮島選手

読売 23 秋の恵み　出来上々 砺波　栴檀山地区特産の「ふく福柿」の収穫

23 花の祭典　ポスター披露 ２０２２となみチューリップフェア

23 コロナ３人感染 富山、南砺、砺波各市の１０～２０歳代の男女３人

　７日　木曜日
北日本 1 県東部・西部　各２、３署 県警公表　人員配置・当直体制強化　小規模警察署　再編案

15 時代超え輝く名品 物故作家１５人の１５０点　「美の光跡」展　あすから樂翠亭美術館（富山）

15 天位に谷さん（富山） 県俳句連盟秋季大会　６位　砺波市　永井邦子　二俣れい子

16 となみ野 第２０回となみチューリップ球根まつり　ほか

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

24 駐車場周辺草刈り 「コスモスウォッチング」に向け　栴檀山自治振興会

26 ３回目接種へ医師会と調整 臨時会で夏野市長　砺波市議会

26 サツマイモ掘り　実りの秋を満喫 鷹栖小児童と高齢者協力

27 皇室に球根献上 チューリップ４５００個箱詰め　県花卉球根農業協同組合

27 防犯尽力　功績たたえる 県安全なまちづくり推進大会　高波防犯組合協議会ほか

27 事故防止で功労　個人・団体表彰 県交通安全県民大会　県部門功労表彰　団体＝砺波市交通安全母の会連合会

富山 13 地鳴り 違和感覚えたら声掛けが重要　工藤直美　５７歳（砺波市）

13 コント 砺波・富士之助

20 県内の滝を紹介する作品展 高岡古城公園　写真展「富山県の滝」

21 皇室献上　球根箱詰め 砺波市、豊作に感謝　チューリップ６品種４５００個

21 あすから球根まつりで販売 球根６品種　チューリップ四季彩館で

21 半球型　姿現す 砺波チューリップ公園　屋外ステージ整備進む

21 市町村議会（６日） 砺波市　３回目の接種調整　８カ月経過の市民に

22 砺波地区寿野球定期リーグ戦 砺波エバーヤンガーズ８－３オールド明星

23 東部と西部　各２、３署に 県警、警察署再編で具体案　人員１００～１２０人　廃止署は分庁舎

23 安全なまちづくり　６８団体・個人たたえ 県推進大会　第１７回富山県安全なまちづくり推進大会・第２８回全国地域安全運動県民大会

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

北陸中日 12 議会だより　６日 砺波市　臨時会

13 皇室へ砺波のチューリップ 今年も献上「生産者励み」　農協で球根箱詰め式

読売 25 県内１０警察署　再編案 県警　東西３パターンを提示

25 皇室献上へ　球根箱詰め 砺波　県花卉球根農業協同組合

　８日　金曜日
北日本 18 秋季県高校野球　決勝 総評　実戦不足否めず

21 看護の道へ　決意新たに 砺波准看護学院　戴帽式

22 ５年後の人口　４万７０００人目標 市総合計画審　砺波市総合計画審議会

富山 13 地鳴り 植物の世界　興味は尽きず　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

13 地鳴り 念願かなった「朗唱の会」参加　比留間玲子　６７歳（砺波市）

18 時鐘　こぼれ話　論説委員　小倉正人 彰義隊の血が今に騒ぐ　子母澤寛と三岸好太郎・節子の関係

22 屋敷林　バイオマス活用 砺波市が総合計画・後期案

22 四季折々の富山描く 砺波で大野さん洋画展

23 服にシール　見守りの輪 氷見、高齢者を早期保護　ＱＲコード利用　家族、市に連絡

24 地域福祉に尽力　３２人２９団体表彰 ボランティアフェス　◇県知事表彰　▽個人　川南章太郎（砺波）ほか　

27 次期北信越部会長　小松市から選出 市議会議長会基地協

28 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

28 砺波で２８・５度 ７日の富山県内
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29 車いすバスケ練習場所存続不安 東京パラ男子「銀」で注目　県ＷＢＣ　富山市の施設　老朽化で存廃検討　

29 ほたるいか 砺波准看護学院の戴帽式

北陸中日 25 高齢者見守りシール普及中 不明時　ＱＲから「発見」メール　富山、石川の自治体

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

　９日　土曜日
北日本 5 ４車線　来月から利用 南砺スマートＩＣ－小矢部砺波ＪＣＴ

23 太夫が語りの技磨く 出町浄瑠璃教室始まる

23 浦安の舞奉納へ練習 比賣神社　東部小４人　来月本番

23 個性豊かな写真作品並ぶ たけの子クラブ展　高岡市美術館市民ギャラリー

23 木彫と漆芸作品　メッセージ込め 牛島・畦地さん二人展　小矢部市のアートハウスおやべ

24 お気に入り品種探して となみチューリップ球根まつり　四季彩館　県産１６０種２割引き　１万円の限定福袋人気

25 となみ政経懇話会　１０月例会 パーソナルデザイン代表取締役　唐澤理恵氏　第一印象は７秒で

富山 28 菓子出張販売　始めます 発達障害、不登校　活躍の場を　砺波・ポンテとやま　工房を新設

28 県産チューリップずらり となみ球根まつり開幕　新品種や皇室献上セット

30 浄瑠璃の語り磨く 来月、砺波で大会　子供歌舞伎曳山振興会

30 学生競書展へ仕上げ こども書道の受講生　富山新聞文化センター　イオンモールとなみ教室

34 広告　貝殻旅行　三岸好太郎・節子展 砺波市美術館

北陸中日 14 ハロウィーン気分味わって 砺波図書館　関連の絵本並べる

15 どの品種　育てようか 砺波　チューリップ球根お得に販売

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 実りおいしく味わう　イラスト　土江田玲子（砺波市）

　１０日　日曜日
北日本 2 けさの人　花をもっと身近な存在に 第３１回全国花のまちづくりコンクールで農林水産大臣賞に輝いた　宮野裕子さん

11 声の交差点 お勧め隠尾城跡巡り　砺波市　上野亮平（７８歳）

11 とやま×私×フォト 「かわいい形の雲」　ロビンちゃん（砺波市）

17 庄川峡　ゴムボートで周遊 ２４日　水まつり　ツアー２コース準備

17 木版や銅版　多彩な技法 庄川美術館　県内作家が意欲作

17 マルシェにぎわう チューリップ公園

17 四季の情景　１７字で表現 俳句教室生徒が秀作　本社砺波支社カルチャー２０周年

19 ゲレンデ一面　コスモス揺れる ２年ぶり　夢の平ウオッチング

19 庄川大仏に疫病終息願う 法要に住民３０人　砺波市庄川町金屋の光照寺

富山 1 県内行楽地　ほぼ満室 「ステージ１」初の週末　「県民宿泊割」の利用続々　県外客も増える

7 地鳴り 住民運動会中止は残念　犀川寮明　７３歳（砺波市）

14 夢の平　コスモス満開 となみウォッチング開幕、２年ぶり　ゲレンデ散策「気持ちいい」

15 最多３５店　にぎわう チューリップ公園でマルシェ　砺波

15 ２４日に特別開催 庄川水記念公園で

15 金屋石採掘場の魅力広め 砺波の語る会　しめ縄掛け替え　２４日の水まつりでゴムボートツアー

15 大仏にコロナ終息祈願 砺波・庄川町　法被新調、３年ぶり法要

15 青空の下で栗のケーキ楽しむ 砺波誠友病院

16 ステップ切れ味「すごい」 砺波で林選手招き教室

20 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

北陸中日 10 小矢部市に３０万円　コロナ対策費寄付 となみ衛星通信テレビ

19 中日歌壇 （砺波市）上竹秀幸

読売 26 何色植えよう…品定め 球根まつり　砺波できょうまで

27 一面ピンク　夢心地 「となみ夢の平スキー場」

　１１日　月曜日  新聞休刊日（富山新聞以外）
富山 5 地鳴り 見入ってしまった懐かしい時代劇　黒田和也　４４歳（砺波市）

12 庄川沿いの風情楽しむ 砺波でウオーク　第１５回となみ庄川水辺ウオーク

12 練習拠点でイモ掘り交流 砺波・東別所　ＶＣ富山と農好会

13 最優秀賞に池田君 となみ野小中学写真展　となみ野田園空間博物館推進協議会

14 美術や郷土芸能　１０部門で成果示す 砺波で県中学文化祭　砺波市文化会館と同市美術館

18 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

　１２日　火曜日
北日本 23 サツマイモ初収穫 砺波　上村農好会　休耕田活用　地区盛り上げ　地元団体や中学生ら協力

23 景色楽しみ　心地よい汗 庄川ウオーク　

23 給食に豚肉３００㌔贈る たかはた養豚

23 子どもたちに菓子や文具 砺波市のＮＰＯ法人「もったいないフードバンクとなみ」
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25 吹奏楽や郷土芸能披露 県中学校文化祭　美術作品展示も

33 作業員はねられ死亡 北陸道砺波　砺波市千保の北陸自動車道下り線

33 風車 チューリップ四季彩館に「ガチャガチャ」

富山 2 老朽化で更新検討 和田川導水トンネル　県企業局　経営戦略改訂の骨子案

21 コント 砺波・たぬき

22 イチゴ苗植えで交流 砺波・ものがたりの街　放課後デイ利用の児童

22 子ども活動支援　砺波市に５０万円 ライフスポーツ財団

22 学校給食に豚肉を寄贈 砺波・たかはた養豚

24 店巡り買い物で得点 ２４日、砺波でロゲイニング

28 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

29 北陸道で作業男性死亡 砺波、トラックにはねられ　降雪ポール設置中

北陸中日 5 発言 進む無人駅化　配慮忘れずに　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

12 呉西－能登　器と酒と食の旅 外国人向けツアー計画　若鶴酒造や能作　職人技の魅力発信

27 砺波の北陸道路肩　男性はねられ死亡 トラック後ろで作業中

読売 32 北陸道　はねられ死亡 砺波市千保の北陸自動車道下り線

　１３日　水曜日
北日本 19 介護予防の運動学ぶ 埴生地区社福協が研修会　嶋之内千春さん（砺波市）が運動を紹介

19 最優秀賞に池田君（福野小５） 小中写真コン　第１５回小中学生写真コンテスト

20 全国大会で活躍誓う 小中高生を激励　全国大会に出場する児童生徒の激励会

20 補助金で公園の遊具修繕 砺波市が「子ども活動支援補助金」を受ける

20 果物テーマの絵本・図鑑紹介 市図書館　幼児・児童向けの企画展示「くだものぎゅっ！」

20 秋空の下でランチ 砺波誠友病院の青空ランチ

21 散居保全へ技術アップ 造園業者が剪定学ぶ　散居景観保全研修会

21 枝の処理　地域ぐるみで 市議会特別委で意見交換　砺波市議会の景観保全対策特別委員会

21 慈善ゴルフ　１４５人交流 ＴＳＴチャリティー大会

21 砺波・庄川商工会も 砺波署とサイバー犯罪に連携して対応するための協定

21 切れあるステップ指導 砺波ラグビーフットボール協会　小学生を対象にしたラグビークリニック

22 とやまお城探検隊　１２６　 上見城①　南砺市　原形とどめる遺構　野原大輔・砺波市教育委員会文化芸術係長　

28 運転手の名前訂正 砺波市内の北陸自動車道の事故

富山 2 眺望景観　次世代へ 県が今年度、保全指針策定　ビューポイント地点倍増受け

2 大賞に若鶴酒造 景観広告とやま賞　▽景観広告賞　砺波市立砺波図書館ほか

19 地鳴り 五木さんの人柄を想像　堺井清美　６６歳（砺波市）

19 地鳴り 配置薬の男性　久しぶり再会　夏山郁美　３１歳（砺波市）

21 屋敷林管理の技術を学ぶ 砺波で業者研修会　散居景観保全枝打ち研修会

21 枝葉回収の定期実施を 砺波市議会特別委　屋敷林で意見聴く

22 サイバー犯罪の防止へ連携協定 砺波署、会議所、商工会

23 ５小中高、６団体　全国大会活躍誓う 県庁で、吹奏楽や合唱

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

27 運転手の氏名訂正 北陸道事故で県警

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

26 富山県警が運転手名訂正 砺波市の北陸自動車道下り線の事故

読売 32 よみうり文芸 俳句　砺波市　武部由美子　川柳　砺波市　野村真里恵

朝日 31 １１０・１１９ 北陸道で死亡事故

毎日 20 事件・事故 北陸道で作業中の男性はねられ死亡

　１４日　木曜日
北日本 14 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「漢字・かなの古典展」ほか

14 朝市夕市　県内 砺波市

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

23 がんばってます　富山の職場 安全安心「まると」印　となみ乳業協業組合　砺波市山王町

23 子ども向け　税の教材贈る 砺波法人会

23 共同参画計画案を協議 砺波市男女共同参画市民委員会

24 愛らしい十二支の石像 砺波　元石工職人　石附さん　庄川の美術館　９１歳　初の作品展

24 給食タマネギ　地産地消 ４年で３．５倍　使用率５０％

24 地震想定し訓練　給油の手順確認 県石油商業組合

25 緑化推進貢献の個人・団体を表彰 花と緑の銀行　県民会館で第４９回花と緑の大会

25 ＮＩＥ　教育に新聞を 「活動に役立てて」　富山南ＬＣ寄付

26 とやまお城探検隊　１２７　 上見城②　南砺市　飛騨の城主に娘　嫁がせる
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富山 13 地鳴り 娘の結婚式　心温まる時間　工藤直美　５７歳（砺波市）

22 貝や蝶　絵の魅力知る　砺波　三岸好太郎・節子展 出町小２年生が鑑賞　２４日に孫の講演会

22 砺波の給油所で地震対応訓練 県石油商業組合　災害時対応訓練

23 男女共同参画計画第４次で意見交換 砺波市委員会　砺波市男女共同参画市民委員会の初会合

23 租税教育グッズ　砺波税務署に贈る 砺波法人会

23 １団体１人功労表彰 砺波林業協会　林業功労者表彰式

23 富山南ＬＣが寄付 県ＮＩＥ推進協議会に

24 緑化活動推進の個人、団体たたえ 県花と緑の祭典

28 医療圏別感染者数 砺波市　１４２

北陸中日 5 発言 金時草栽培　来年も続けたい　上野亮平　７８　富山県砺波市

12 ＮＩＥ　教育に新聞を 県推進協に１３万円　富山南ＬＣ

読売 26 砺波の若鶴酒造　純米酒の定期便 需要喚起へ

朝日 27 ゲレンデ　秋満開 夢の平スキー場のコスモス見頃

毎日 20 ＮＩＥ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ　ｉｎ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 富山南ＬＣ　１３万円寄付

１５日　金曜日
北日本 15 広告 空中カフェ２０２１　糀ＡＳＯＢＩほか

19 Ｏｌｙｍｐｉｃｓ＆Ｐａｒａｌｙｍｐｉｃｓ 未来へのレガシー　

21 本誌取材班が見た五輪・パラ 夢・感動　明日の富山つくる　五輪県勢成績

21 育成強化の拠点整備を 競技環境　パラ取材班　石川雅浩

27 １団体３人を表彰　 砺波林業協　砺波林業協会の林業功労者表彰式

29 ウイスキー熟成庫着工 井波のボトラーズ事業　関係者が安全祈る

29 県代表に１８点 ＪＡ小中学生書道　ＪＡ共済全国小・中学生書道県コンクール

30 とやま　お城探検隊　１２８　 丸岡城　丸い地形利用し築く　

富山 2 広告 三岸好太郎・節子展　砺波市美術館

3 とやま　衆院選　２０２１ コロナ６波へ対応を　夏野県市長会長

23 コント 砺波・富之助

24 強盗備え対応確認 富山銀行砺波支店

25 砺波で菓子工房開業 砺波・ポンテとやま　「Ｐｏｎｔｅ（ポンテ）とやま」

26 全国初ボトラーズの拠点 ウイスキー熟成庫起工　南砺　県産木材で品質向上

北陸中日 13 〝富山の息吹〟熟成を ウイスキー貯蔵庫、地鎮祭　モルトヤマ×若鶴　特殊工法活用、２５年販売目標

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

日本経済 35 ウイスキーの木造熟成庫着工 富山で来春完成めざす

１６日　土曜日
北日本 3 社説 議論の透明化欠かせぬ　小規模警察署再編

14 とやま×私×フォト 「双子ちゃんほおずきよ ♩」　むっちゃん（砺波市）

23 古代文字や前衛書４９点 本社砺波カルチャー　講座作品展開く　

23 風景や静物題材　芸術性光る１５０点 写真家４５人出品　「写真アートペーパー展ｐａｒｔⅪ」

23 障害者の力作並ぶ 市民交流プラザ

24 猛暑・長雨に負けず　ニンジン収穫 山本農産　例年並み８０㌧見込む

24 季節の花　カラフル 県花総合センター　「秋を彩る花まつり２０２１」

24 犯罪危険箇所　重点的に巡回を 県防犯協が講習　ホットスポット・パトロール実践講習　砺波まなび交流館

24 日本画・洋画など９３点 砺波市美術協会　「秋のチャリティー頒布展」

24 丹精込めた１００点 砺波市盆草協会　「秋の盆栽・山野草展」

25 展覧会に新感覚を 砺波　ギャラリー無量　企画者公募し開催　現代作家４人の作品紹介

25 ２０２２年度の県立高校推薦入試募集人員 砺波工業　機械　３２人　ほか

25 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 よみがえる制服の記憶

31 ニュースファイル 砺波で事故　８２歳女性重傷

31 ニュースファイル 傷害容疑で滋賀の男逮捕　砺波署

31 ニュースファイル さい銭窃盗未遂の疑いで逮捕　南砺署

31 ニュースファイル 署員の引き留めに応じず　砺波署

32 富山・砺波　計２人感染 新型コロナ　砺波市の１０代女性

33 マイナカード　１年で２倍　県内交付率３９．６％ ポイント付与　押し上げ　「使い道ない」の声も　砺波市４４．１％

富山 2 屋敷林保全など要望 自民県連砺波ブロック会議

13 放課後もキラキラ 出町小管楽器クラブ（砺波市）　心合わせ多彩な演奏　２年分の思い込め

17 地鳴り 付き合い見直し　まず年賀状から　角栄一　６９歳（砺波市）

22 寺ガール　北陸仏像めぐり　㉜ 一歩踏み出し、共に歩む　阿弥陀如来像　真宗大谷派・常福寺（砺波市）　手は「全て救う」サイン

24 高め合う夫婦の魅力 三岸好太郎・節子展　砺波高写真美術部が鑑賞
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24 １億円産地へ　ニンジン収穫 砺波で開始「順調に生育」　作付け面積増　散水機導入

24 福祉施設の利用者　多彩な手作り１６０点 小矢部で３市作品展　県の「地域障害者作品展（砺波圏域）」

27 紙風船 芸術の秋に連携を

27 事件・事故 女性の腕殴った疑い

27 事件・事故 さい銭盗もうとした疑い

27 事件・事故 横断歩行者妨害疑いで逮捕

27 ２０２２年度県立高校全日制の課程推薦入学者選抜実施概要 砺波工業　機械　３２程度　ほか

30 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 24 県内感染２人増 砺波市の十代女性

読売 22 ２０２２年度県立高推薦枠 砺波工　機械　３２人　ほか

22 ウイスキー熟成庫　木製で 南砺で着工　温度や湿度保ちやすく

23 大豆畑　収穫の時　砺波 砺波市荒高屋の畑　大豆「えんれいのそら」

23 コロナ２人感染 富山、砺波両市の１０～３０歳代の男女２人

１７日　日曜日
北日本 17 みんなのＶＯＩＣＥ「お薦めスイーツ」 砺波市　５０代　女性　特殊召喚

19 バルーンアートやプラ板作り楽しむ 庄川児童館まつり

19 築３０年　入口床を改修 神島団地自治会　コミュニティーハウス

19 林野火災想定　訓練で連携確認 砺波地域消防連絡会　瘧師富士夫会長

富山 17 くらしの日記 アユとカラオケ　犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

19 地鳴り ある朝のこと　息子に話すと　紫藤道子　８７歳（砺波市）

19 地鳴り これからも感染防止を　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 池田、吉田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会創立１０周年記念大会

21 山林火災に備え中継送水 砺波地域消防連絡会　消防訓練

21 特殊詐欺に注意呼びかけ 銀行、郵便局で　砺波・出町組合

23 事件・事故 交際男性の首絞めた疑い

23 事件・事故 車３台が衝突、３人重軽傷

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 13 カラフルな植物　楽しむ秋 砺波・花総合センターで花まつり

１８日　月曜日
北日本 19 学校の歴史　誇り持って 鷹栖小で講演会　児童　先人の思い学ぶ

19 強盗に備え訓練 富山銀行砺波支店

20 とやまお城探検隊　１２９ 井波城①　南砺市　瑞泉寺隣に城跡

23 声の交差点 無事故誓い免許更新　砺波市　武部幹夫（８１歳）

24 オンラインでフラダンス 県内グループ　ハワイと交流　砺波支社カルチャー教室などで練習

26 織田さん（砺波漆芸）初の特選 改組新第８回日展　自然の生命力表現

富山 19 洋画家夫婦の作風堪能 砺波市美術館「三岸好太郎・節子展」　学芸員が作品解説

22 織田さん（砺波）特選 日展・工芸美術

22 生命の神秘、輝き形に 入選２９回目で初

22 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 10 地域未来派 チューリップ公園管理担当　三上亜紀代さん（４７）　大花壇　表現ぜひ見て

11 砺波市　返礼品５種追加 ふるさと納税　宿泊割引券など

１９日　火曜日
北日本 5 ‛２１　衆院選とやま　陣営かく戦う 衆院選県内有権者数

5 県統計コンクール知事賞に５点 林勇輝（砺波市般若中２）

19 来春　きれいに咲いて 砺波　チューリップフェアに向け児童　沿道に球根植え込み

20 返礼品に増山城手形 ふるさと納税　戦国米とセット

20 特殊詐欺被害防げ 「特殊詐欺被害０（ゼロ）地区運動」

21 最優秀に大坪さん（黒部清明中） 国土緑化・育樹ポスター

21 地域課題解決ヒント探る 東山見　みらい会議

21 金賞１０人を表彰 川の絵画コンクール

22 とやまお城探検隊　１３０ 井波城②　南砺市　落城招いた焼き餅

27 歩行者通行妨害容疑の男を逮捕 砺波　団体職員の男（７４）

富山 2 １４市町村長　自民に 出陣式出席　知事は維新も応援　６氏全員が前職　３区

3 とやま　衆院選　２０２１ 県内自治体の衆院選開票終了予定時刻

3 とやま　衆院選　２０２１ 県内の選挙人名簿登録者数（２１年１０月１８日現在）

21 地鳴り 薬の富山が大いに傷つく　犀川寮明　７３歳（砺波市）

21 コント 砺波・たぬき
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23 増山城跡で記念手形 創立１０周年の砺波・曲輪の会　登城の土産品に発売

23 ふるさと納税　返礼に追加 戦国米と記念手形のセット

23 フェアで開花期待 砺波・庄川小児童　チューリップの球根植え

23 プレミアム商品券　２５日から２０店で販売 砺波会議所

24 富大生が解決策提案 高齢者のタブレット使用　栴檀地区

24 秋のバラ見頃 県花総合センター　６０品種２００株咲く

25 事件・事故 横断歩行者妨害疑いで逮捕　砺波署

28 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 12 第８回日展入選者 洋画　大野一秀（砺波市）ほか

13 タブレット端末　高齢者見守りに 砺波・栴檀山自治会が配布　富大生協力、災害時安否など活用模索

読売 25 将来負担比率　１２市町村改善 昨年度　公債費比率は９市町

25 来春の楽しみ　植え込む 砺波の児童　チューリップの球根

２０日　水曜日
北日本 13 会長に天野氏 砺波商議所青年部

29 特殊詐欺　気を付けて 東般若保育園児　糸電話で祖父母に訴え

30 ふく福柿の出来栄え報告 「ふく福柿出荷組合」　夏野市長に

31 タブレットで一安心 富山大生　高齢者に操作方法説明　栴檀山農村集落センター

31 ゴルフで和やかに交流 砺波ロータリークラブと、となみセントラルライオンズクラブ

32 とやまお城探検隊　１３１ 井波丸山城　南砺市　「つなぎの城」の役割

富山 25 地鳴り 散策し懐かしい秋の風景眺める　黒田和也　４４歳（砺波市）

26 高波が５連覇 第５回富山新聞社杯北部苑ゲートボール３人制リーグ戦

27 施設活用で住民提案 砺波・東山見みらい会議

27 次期会長に天野氏 砺波会議所青年部

28 カボチャ特産化に意欲 砺波・ふく福柿組合が市に寄贈

28 砺波地区寿野球定期リーグ戦 オール庄川２－３福光ゴールド　井波オール４－２砺波エバー

33 ほたるいか 認定こども園東般若保育園　特殊詐欺の被害に遭わないよう呼び掛け

北陸中日 18 チューリップ１８００球 砺波・庄川小児童、植える　花咲く日　心待ちに

19 散居村の夏　パチリ 砺波　小中生の写真展　となみ散居村ミュージアム

読売 30 情報機器活用状況　高齢者に聞き取り 砺波で富山大生　砺波市の栴檀山地区

２１日　木曜日
北日本 4 選挙公報を印刷 県選管　富山スガキ、チューエツ（砺波市三郎丸）の２社で印刷

5 コロナ対策　県　独自交付金を創設 迅速な予算化評価　県市長会長の夏野砺波市長

6 新分野開拓へ積極投資 新光硝子（砺波）を子会社化　イチネンＨＤ　建設・工作機械有望

6 黒田社長一問一答 「優れた技術に魅力」

14 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「押花教室・アート染色・アートステンシル展」ほか

14 朝市夕市　県内 砺波市

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

22 わが家のアイドル 山田彩月ちゃん　４歳　砺波市杉木

23 バス事故想定し大規模救護訓練 砺波地域の医療・消防

25 たち建設に感謝状 企業版ふるさと納税で市

26 とやまお城探検隊　１３２ 宗守城　南砺市　越後の「出張所」の役割か

29 第３７回　危険業務従事者叙勲 県内２５人　安全な暮らしを守る　元県警部補　髙木憲男さん（７２）　砺波市三郎丸

29 地域の安全誓う 砺波の防犯組合員　「地域安全ｉｎとなみ」

富山 2 迅速な予算化に敬意 夏野県市長会長

22 米騒動や震災を表現 砺波　本紙使用の現代アート展

23 多重衝突事故　連携体制を確認 小矢部で大規模訓練　砺波救急医療・消防連携協議会

23 ロビー展 砺波まなびや友の会（純の会）の隷書と造形盆栽展　富山銀行砺波支店

23 ロビー展 柴田智美恵おりがみ展　北陸銀行庄川支店

25 危険業務従事者叙勲 県内２５氏　安全に尽力　瑞宝単光章　警察功労　髙木憲男氏（７２）＝元警部補　砺波市三郎丸

28 とやま　衆院選　２０２１ 期日前　初日３４７２人　各陣営「感染下火の間に投票を」　９市町村で増加　知事選よりは少なく

北陸中日 12 危険業務従事者叙勲（２５人） 瑞宝単光章　警察功労　髙木憲男７２元警部補　砺波

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

読売 28 危険業務　２５人に叙勲 受章者　瑞宝単光章　髙木憲男７２　県警部補（砺波市）

28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 27 県内２５人受章 危険業務従事者叙勲　瑞宝単光章　警察　高木憲男（砺波）７２

毎日 24 「星の数ほど愛と希望」 チューリップフェア　来春のポスター発表　砺波

24 危険業務従事者叙勲 県内から２５人受章　瑞宝単光章　高木憲男７２元県警部補　砺波
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日本経済 38 危険業務従事者　叙勲受章者 富山　瑞宝単光章　警察功労　高木憲男７２元県警部補　砺波

２２日　金曜日
北日本 21 育てたイモ使い豚汁 ちゅうりっぷ認定こども園　年長児　料理に挑戦

21 一問一答のポイント学ぶ 議員研修会　砺波市議会

22 ふるさとレガシー　庄川大仏 富山三大大仏の一つ

22 伝えたい 坂井彦就さん（庄川大仏を護る会会長）　観光資源の魅力発信

22 食べて泊まって体験 セットプラン発売　「ひみつのとなみ」

22 交通安全の大切さ学ぶ 砺波署　高齢者対象交通安全講習開く　庄川生涯学習センターで

24 とやまお城探検隊　１３３ 井口城①　南砺市　南朝方の重要拠点

富山 21 くらしの日記 神秘的な空　紫藤道子　８７歳　（砺波市狐島）

26 砺波の園児、サツマイモ調理 「豚汁できたよ」　ちゅうりっぷ認定こども園

26 ウイスキー樽作り見学 県農林水産公社　南砺、砺波で体験会

27 宿泊＋体験　砺波を満喫 庄川峡観光、ホテル旅館が企画　きょうから販売　ＤＭ発送、特典用意

27 答弁引き出す質問方法学ぶ 砺波市議が研修

２３日　土曜日
北日本 1 材料費高騰　製パン業者悲鳴 小麦粉や食用油、砂糖などの値上げを受け

1 北日本新聞文化賞 中井氏（県薬業連合会長）佐佐木氏（歌人）　来月２日贈呈式　文化賞特別賞　宮島徹也

1 冬の足音　彩り拍車 きょう霜降　砺波市東保の松浦園芸

4 県内　衆院選開票終了見込み 来月１日午前１時半　高岡が最も遅く　衆院選開票予定時刻

19 北日本新聞文化賞　文化賞特別賞 躍進支えた判断力　車いすバスケットボール　東京パラリンピック銀メダリスト　宮島徹也選手

23 押し花作品　華やか 本社砺波支社で教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室の開講２０周年

24 篆刻・書の力作２５点 槇冬菫さんが主宰するサークルの篆刻と書展

25 県発明とくふう展 キタムラ機械（高岡）最高賞　児童・生徒の部　佐野川さん（速星　小５）

25 総合計画策定へ　市民と対話集会 出町地区　第２次総合計画の後期計画

32 地域の製パン業者　悲鳴 コロナ禍に追い打ち　県内　小麦粉・食用油・砂糖…相次ぎ値上げ

富山 2 高岡市 午前１時完了見込み 小選挙区と市議選開票 比例は１時半 県内自治体の衆院選開票終了予定時刻

22 秋の庄川峡　魅力発信 あす庄川水まつり　ボート周遊、湯巡り

24 川田さんら４人奨励賞 古典臨書展　３０日から金沢で　第３９回古典臨書展

北陸中日 26 小矢部で震度２ 二十二日　震度１＝砺波市栄町

２４日　日曜日
北日本 3 支局発　自治体リポート　２２　小矢部市 １億円補助でも開設ゼロ　出生数の少なさ背景

3 衆院選　忘れず投票を 砺波　白ばら娘が呼び掛け

19 市功労者に２７人 砺波市　本年度の市功労者を発表

19 城端線３駅で花壇整備 ＪＲ城端線周辺の住民や高校生

17 みんなのＶＯＩＣＥ「ハロウィーンの楽しみ方」 砺波市　着服楽な

20 屋敷林の将来考える カイニョ倶楽部　剪定枝の活用法模索

20 ３０万人目に記念品 砺波市福祉センター北部苑の利用者

20 天位に島倉さん 砺波市文化祭俳句大会

26 ‘２１衆院選　これに１票 正所実栞さん（２８）　砺波市　学生

富山 2 とやま　衆院選２０２１ 白ばら娘「投票を」　イオンモールとなみ

6 地鳴り 「時鐘」読んで思い出す時計台　紫藤道子　８７歳（砺波市）

6 コント 砺波・りえちゃん

14 砺波市、２７人表彰 ２日に式　今年度の市功労者２７人を発表

14 太鼓演奏でコロナ退散 砺波市杉木・日吉社　２年ぶり青年会が奉納

14 田村、森さんⅤ 第１０回砺波市＆小矢部市グラウンドゴルフ親睦交流大会

14 千々石さん優勝 砺波市庄下パークゴルフ愛好会の富山新聞社杯第８回競技大会

14 意見発表優秀賞に三好、安念さん 砺波地域消防職員

15 散居景観や空き家で意見 砺波市が広聴会　「砺波創生まちづくり　となみーてぃんぐ」

15 城端・氷見線の１８駅で球根植える 活性化推進協　「クリーンアップ作戦」

21 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

21 広告　 ２０２１　庄川水まつり　ｉｎ　ＡＵＴＵＭＮ

読売 31 「白ばら娘」ら投票呼びかけ 砺波　県選挙管理委員会　イオンモールとなみで

朝日 20 全国高校ラグビー　県大会 高岡第一ＶＳ富山第一　来月６日決勝　３年連続の対戦

２５日　月曜日
北日本 20 桜　名所に咲け　菜の花 砺波　上和田緑地キャンプ場　住民ら種まき　老木の樹勢回復期待

20 庄川峡を水上散歩 ２年ぶり　水まつり　庄川水記念公園一帯

20 走って食べて秋満喫 砺波　「となみｄｅロゲイニング　食欲の秋編」
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22 とやまお城探検隊　１３４ 井口城②　南砺市　戦国期は一向一揆の拠点

24 プレミアム商品券　きょうから販売 砺波２０カ所　砺波商工会議所と庄川町商工会

25 ニュースファイル 暴行疑いで南砺の男逮捕　砺波署

富山 7 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

14 秋の庄川峡　魅力満喫 水まつり、２年ぶり　砺波　ゴムボート周遊人気

14 桜の名所に菜の花 砺波のキャンプ場で種まき　上和田緑地キャンプ場

14 店巡り食欲の秋を楽しむ 砺波でロゲイニング　「となみｄｅロゲイニング　食欲の秋編」

16 高岡一－富山一で決勝 来月６日、花園出場懸け　第１０１回全国高校ラグビー県大会第２日　準決勝　富山一３６－１４砺波

16 富山一など８強 第１００回全国高校サッカー選手権県大会第３日　砺波がベスト８進出

17 「節子の師匠は好太郎」 「三岸展」孫の太郎氏講演　砺波市美術館

17 事件・事故 路上で暴行疑い、男を逮捕　砺波署

20 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 11 ゴムボート周遊や「湯巡り」など満喫 庄川水まつり　庄川水記念公園一帯

読売 23 第１００回全国高校サッカー県大会 ８強出そろう　３回戦　砺波１－０不二越工

２６日　火曜日
北日本 15 声の交差点 眞子さまの結婚祝う　砺波市　石崎弘毅（６８歳）

17 自然素材でかまど作り 富山森のこども園　「せんだんのＨＩＬＬ」で

17 空中カフェ　２０２１秋　３ 濃厚かぼちゃプリン　糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）

20 とやまゼミナール　２０２１ 今が植え付けの適期　森松敬　県花総合センター長（砺波市）

20 とやまお城探検隊　１３５ 寺家新屋敷館　南砺市　福野の町中に出現

25 ニュースファイル 車同士衝突　女性重傷　砺波市太郎丸の国道１５６号線交差点

富山 16 くらしの日記 歯医者が苦手　犀川寮明　７３歳

22 ３８チーム熱戦展開 県少年野球　３日から決勝トーナメント

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

26 とやま　衆院選２０２１ 期日前１０％増　県内、５日間で

２７日　水曜日
北日本 1 自民３氏　リード広げる　衆院選情勢　本紙調査 橘支持固めて盤石　３区

15 何げない日常を詠む 県短歌大会ジュニアの部に１３９２首

19 とやま×私×フォト 「看板のとおり」　大東吉行（砺波市）

21 的に集中　心身鍛える 小矢部弓道会　来年４０周年　最高齢８９歳「毎日元気に」

21 野菜　どれくらい摂取？ 市健康センターが測定会　ヴァローレ砺波店

21 空中カフェ　２０２１秋　４ 高道ショコラロール　糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）

22 米寿・喜寿記念品　高齢者１７７人に贈る 若林公民館

23 出町小（砺波）全国で輝け 合唱クラブ　管楽器クラブ　来月ダブル出場　笑顔で「金」　一体感　表現

23 鼎さん（高岡）奨励賞 南画院公募展　再入選＝古田美智（砺波）

24 とやまお城探検隊　１３６ 野尻城　南砺市

富山 19 地鳴り 元の生活を少し味わう　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 庄東小児童が芋堀り 砺波・栴檀山公民館

20 砺波高茶道部　図書館でお点前 初の連携企画

20 砺波・鷹栖小で出前防災教室 東京海上日動が授業

21 野菜の摂取量　手のひらで測定 砺波市健康センターがイベント　ヴァローレ砺波店

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

２８日　木曜日
北日本 4 高校生３人が敢闘賞を報告 ものづくり大会　電子回路組み立て部門　竹中寿麿さん（砺波工業３年）

4 厚生部門功労など決まる 公衆衛生事業＝福井靖人（砺波市）

5 ‘２１　衆院選とやま 県内８候補　総決起大会４陣営だけ　コロナ影響　屋外実施も　３区

5 地方思いの国つくる ３区　橘氏が総決起大会

19 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

21 とやま文芸散歩 野村邦翠　砺波市在住

22 となみ野 「砺波のいろいろ」写真展　ほか

22 朝市夕市　県内 砺波市

22 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

29 北銀砺波支店に署長感謝状贈る 砺波署　特殊詐欺防ぐ

29 えんじゃら節　元気に踊る 東部保育所園児

29 空中カフェ　２０２１秋　５ りんごのロマンス　ミッシュローゼ（砺波市）

30 全国コンクール活躍誓う 出町小合唱ク　激励会で歌声披露

30 出町小合唱クと管楽器クに激励金 砺波ＲＣ
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30 小中学生の防火ポスター 最優秀　森田さん（大谷小５）と上島さん（吉江中２）

30 災害から身を守って 鷹栖小学校で「ぼうさい授業」

31 出町っ子　笑顔で憩う となみ駅前商店街「あそぶ駄菓子屋さん」　店主の川越さん　子どもの成長楽しみ

31 消防組合に２０万円 となみ衛星通信テレビ

31 知事賞受賞者ら表彰 「高志の国文学」情景作品コンクール

31 宮腰さん（高岡南）が県内選考優良賞 全国高校生読書体験記

32 とやまお城探検隊　１３７ 土山御坊　南砺市　後に勝興寺として繁栄

富山 3 とやま　衆院選２０２１ ３区ルポ　橘候補　修復へ圧勝目指す　坂本候補　野党共闘を訴える　低調ムード　投票率低下を懸念

5 「湯来楽」内灘店の元運営会社破産開始 営業に支障なし

22 富山文芸　１０月賞 歌壇

29 えんじゃら節の灯守る 砺波・南般若おどらん会　東部保育所園児に指導

29 北陸銀砺波支店が特殊詐欺未然防止 砺波署が感謝状

29 出町小合唱クラブ　全国大会に意欲 砺波市で激励会

29 砺波ＲＣが激励金 出町小管楽器クラブに

29 クリアファイル　租税教育へ寄贈 砺波間税会

30 ものづくり大会　県庁で入賞報告 敢闘賞を受賞　砺波工高電子科３年の竹中寿麿さんほか

31 「夢を持ち努力続けて」 砺波　宮島選手と車いすバスケ

35 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 17 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館（砺波市高道）　庄川美術館（砺波市庄川町金屋）

読売 26 スマホ潜む危険　砺波の児童学ぶ ＫＤＤＩ支社が教室　砺波南部小学校

毎日 24 落ち葉専用ごみ袋　人気 砺波市販売　安くて丈夫「グリーンバッグ」　屋敷林保全へ一役

日本経済 39 図書館、市民交流の場に 北陸で新設・改装相次ぐ　体験スペースやカフェラウンジ

２９日　金曜日
北日本 21 庭に浄土の世界表現 砺波　真宗大谷派西蓮寺　あす　門徒や住民に公開

21 そろいのＴシャツに笑顔 庄川中ＰＴＡ作成　学習発表会盛り上げ

21 車いすバスケ楽しさ伝える パラ銀の宮島さん指導

21 空中カフェ　２０２１秋　６ ダッワーズ・ノア　ラ・ピニヨン（砺波市）

23 ボランティア　運営支え 砺波図書館　移転新築１年　「お助け隊」楽しく活動

23 租税教育に役立てて 砺波間税会　砺波税務署に

24 とやまお城探検隊　１３８ 高木場御坊　南砺市

富山 2 ９氏１団体を表彰 県厚生部門功労　公衆衛生事業部門　福井靖人（砺波市）

13 地鳴り 畑の真ん中で音楽を楽しむ　安カ川仁省　７０歳（砺波）

20 砺波の四季捉えた１００点 ＪＲ駅で小川、富田さん

20 同じＴシャツで学習発表 砺波・庄川中　ＰＴＡが寄贈

22 １７人１７団体を表彰 県老人クラブ連合会

22 大規模事故を想定　県西部の連携確認 高岡で消防合同訓練

22 萬華賞に大塚さん 日本版画会展　初入選　原田知巳（砺波）

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 13 学習発表会　着て思い出に 砺波・庄川中　ＰＴＡが生徒らにＴシャツ

13 二つの全国大会　歌声響かす 砺波　出町小合唱クラブ、市長に抱負

読売 30 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

３０日　土曜日
北日本 4 県　子ども医療費助成拡大 来年度方針　市町村の歳出軽減　ワンチーム会議

4 首長「評価したい」 議論の継続要望

4 ワンチーム会議　市町村長の主な発言 被災者支援　情報提供を　夏野修砺波市長

19 とやま×私×フォト 「おやコキア」　だいちゃんまま（砺波市）

20 個性豊かな油彩画４８点 美キン会展　砺波市の洋画家、佐藤芙美さん講師

21 市民と対話集会　全日程を終了 総計に反映　「砺波創生まちづくり゛となみーてぃんぐ″」

21 パッチワーク作品紹介 本社砺波支社で教室展

21 掛け軸やびょうぶ　味わい深い４０点 裏打ち教室展　「ザ・裏打ち」　ギャラリーみかん堂

22 タンパク質でフレイル予防 市食改協がチラシ

22 文科大臣表彰　山本さん報告 地方教育行政功労者表彰（文部科学大臣表彰）受賞

23 事故防ぎ安全安心 砺波　出町地区アンダーパス　来月１０月から一方通行　歩行者・自転車道も整備

富山 1 子ども医療費　助成拡充 県、来年度　通院対象　現行は４歳未満　未就学児に　ワンチーム連携推進会議　所得制限も撤廃

27 山本前教育長が文科相表彰報告 砺波市長に

28 出町新聞　ふるさとソラ撮り 出町中周辺　砺波平野の「中心地」　ブランド、住民の誇り

28 伝統行事で絆強め 堀田隆さん（７３）　出町自治振興会長
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28 出町小合唱ク総仕上げ 来月、全日本とＮコン出場　２年ぶり晴れ舞台へ練習

28 砺波産コマツナでケーキ ＳＥＯ　農家応援、１２月から販売

28 ３年ぶり研修、地元で洋画 出町老人ク　好太郎・節子展鑑賞

28 から揚げ出店相次ぐ テークアウトブームで３店

29 尾長さん（氷見）都知事賞 日展・工芸美術部門　県内受賞２人目　齋藤尤鶴さん（砺波市）に続き

32 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

33 加越線　遺産の高架橋　取り壊し 来年で廃線５０年　年内にも　「貴重」と惜しむ声　南砺・福野　県内初の鉄道立体交差

３１日　日曜日
北日本 2 衆院選県内有権者数 砺波市　３９,８７４人

3 県内小選挙区　期日前投票１７万１２１人 有権者の１９．３％　衆院選過去最高

9 とやま×私×フォト 「超巨大マシュマロ？」　ＲａｎｄｙＰａｐａ（砺波市）

17 小学生や一般　３５人が対局 市文化祭将棋大会　市文化会館で

17 鷹栖公民館で文化祭 砺波市鷹栖公民館の第４０回文化祭

18 スイーツも景色も最高！ クロスランド　空中カフェスタート

18 稲盛さん・伴さん最高賞 「とやまっ子夢の家」絵画コンクール

19 県功労に３８人１２団体 森さん（前富山市長）髙橋さん（前高岡市長）ら　あす表彰式

富山 3 期日前１７万１２１人 ０．１％減、３区前回下回る

3 当日有権者数８８万１６人 前回から１万９９４１人減　砺波市　３９,８７４人

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 作品と講演に心を奪われ　本江信隆　８２歳（高岡市）

7 コント 砺波・りえちゃん

16 真宗の世界を表現 砺波・西蓮寺　庭の公開始まる

18 県功労表彰３８氏１２団体 前富山・高岡市長、室井滋さんら　あす式典

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

11 県功労　３８人１２団体 東京五輪バド男子　嘉村・園田さんペア　女優・室井滋さんも

25 自民・橘さん　「次の世代育む」 共産・坂本さん　「共生社会へと」

読売 26 県功労表彰　３８人と１２団体 個人　稲垣修（元砺波市議会議長）ほか

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

27 第１００回　全国高校サッカー　県大会 ４強決まる　富山工４－０砺波

毎日 22 県功労者に３８人１２団体 今年度　女優の室井滋さんら

採録期間：索引は昭和４７年から作成しています。

保存している新聞：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・日刊工業・Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ

＊開架にない新聞の閲覧を希望される方は１階サービスデスクでご案内しています。
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