
　　　　　　　２０２０（令和２）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　木曜日
北日本 1 国勢調査１００年　苦労伝わる第１回資料 立山町　永守さん宅　ちらしや絵はがき

6 農業振興に尽力　３団体２人表彰 とやま美土里賞　

7 １９年度　実質公債費比率 ７市町村が悪化　歳入歳出とも増加　市町村決算

15 立山博物館　３日から特別企画展 戦国武将と立山　戦乱生き抜いた農民

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 となみ野 南部勉　動と瞬写真展ほか

16 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館

21 声の交差点 モールウオーキング　平岡隆　６８歳(砺波市)

21 とやま×私×フォト 「ストラップに挑戦」　わた菓子のたかちゃん（砺波市）

23 コロナで打撃　経済対策要望 商議所と市が懇談会　市政懇談会

25 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　１組

32 砺波で猛烈な雨 短時間大雨情報も

富山 2 県内市町村の実質公債費比率 上市　２年連続で最高に　起債許可団体７年連続なし

2 土地改良部門に東般若地区選出 とやま水土里賞　

3 知事選　２０２０ 石井氏当選で結束を　３カ所で自民県連政調会

3 知事選　２０２０ 能越道ＩＣ化やドラマ化など要望

23 富山新聞文化センターだより うけてる講座　圓山二朗のカラオケ教室　「十八番」覚え歌う喜び

27 交通安全　願い込め 球根配り事故死根絶を呼び掛け　砺波でキャンペーン

28 安全なまちへ結束　１１６団体、個人表彰 富山で推進大会　第１６回県安全なまちづくり推進大会・第２７回全国地域安全運動県民大会

29 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　谷口三祥氏（元特定郵便局長）砺波市福山

北陸中日 7 戸出化成の新工場　建築資金協調融資 北陸銀行と日本公庫

12 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元特定郵便局長谷口三祥氏＝砺波市福山

13 新制服　膨らむイメージ 導入向け砺波高、文化祭でショ―　「砺高祭」

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 26 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　谷口三祥氏（元特定郵便局長）砺波市福山

朝日 21 県立高全日制　定員１９２人減 来年度募集　６年連続の減少

　２日　金曜日
北日本 2 来社　１日 砺波支社

5 チューリップフェアで写真展を 駐日カザフスタン大使

25 防災力強化などで成果 １０ウエーブ事業　夏野市長が会見

25 チューリップ四季彩館　日本展示学会賞を受賞 第６回日本展示学会賞

25 新砺波図書館　 来月１日午後１時　一般利用を開始

26 日本一安全な富山へ 県推進大会など　３００人決意新た

26 チューリップの球根配る 砺波安全運転管理者部会など

32 車と欄干に挟まれ作業中の男性重体 砺波市中野

富山 2 砺波のフェアでカザフスタン紹介 駐日大使、写真展提案

19 日本展示学会賞を受賞　 砺波・チューリップ四季彩館　庭園と博物館機能が評価

19 ２プロジェクト達成が不十分 夏野市長３選へ意欲　

19 大正琴演奏楽しむ 砺波市文化協会観月会

19 南砺の南部さん　祭りの躍動とらえ 砺波で写真展　「動と瞬　写真展」

20 本願寺井波別院　自宅で書き写し 写経完成　１２９㌻読経　西別院仏教婦人会写経「一日会」

25 トラックと橋の欄干に挟まれ重体 砺波、工事中　砺波市中野

25 観光回復の「号砲」に 「ＧｏＴｏ」東京解禁　県内旅館・ホテル期待

北陸中日 11 キクの花　ハロウィーン演出 砺波・四季彩館で展示　「季節を彩る花々」展

11 土地改良事業部門の県とやま水土里賞に 砺波・東般若地区委

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 18 ギャラリーだより 近現代日本絵画展　砺波市高道の市美術館

　３日　土曜日
北日本 5 激戦　知事選　１０月２５日 県選管　投票率向上へ動画　はじめしゃちょうーさん一役　ポスターに朝乃山関

23 義仲・巴　ゆかりの地探訪 県政バス教室　歴史ロマン堪能

23 盆栽・山野草ずらり 市盆草協会展　「秋の盆栽・山野草展」

23 ６部門に９０点出品 市美術協チャリティー　砺波市美術協会の「秋のチャリティー頒布展」

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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24 高齢者宅　せん定枝を回収　砺波市 野焼き防止へ実証実験

24 本木監督が撮影裏話 県庁ＯＢ会

24 観月会で優雅な音色 砺波市文化協会　

25 用排水路改修や区画整理完了祝う 砺波市若林地区の県営農地整備事業の完工式

富山 3 知事選　２０２０ 朝乃山　啓発ポスターに　投票率向上へ「押しの一手」　特設サイトに「はじめしゃちょー」

23 地鳴り 貴重な時間　自分のために　戸田祐子　５８歳（砺波市）

24 屋敷林の剪定枝回収 砺波市　高齢者世帯の負担軽減　景観保全につなげる

25 生涯学習の大切さ　加賀谷さん伝える 県民カレッジ砺波地区

27 紙風船 制服は社会を反映

31 催し中止でも混雑懸念　砺波　夢の平スキー場のコスモス 土日、市職員が交通整理　鑑賞は自由　例年８万人来訪　地元高齢者の感染心配で開催断念

北陸中日 10 散居村の景観守る実証実験 高齢世帯が剪定　枝を砺波市回収

10 県知事選啓発に朝乃山関を起用 県選管ポスター作製　はじめしゃちょーさんが出演する動画を啓発活動に活用

10 思い出の木製器持ち寄って 砺波郷土資料館　来月展示へ募集

11 「百歳体操」を実践　８８団体にのぼり旗 砺波市、名称入れ贈る

読売 25 知事選ポスター　朝乃山関を起用 県選挙管理委員会　「はじめしゃちょー」による啓発動画

　４日　日曜日
北日本 12 わが家のアイドル 山田玲凛ちゃん　８カ月　東京都（砺波市出身）

13 きょうもにっこり 道の駅福光社員　竹原裕貴さん（砺波市）

16 とやまｗｅｂｕｎランキング 　９月２６日～１０月２日 ③砺波高で制服ファッションショー　新デザインへ生徒が投票（２９日）

17 声の交差点 郷土の大先輩目指せ　 砺波市　武部幹夫(８０歳)

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「ＧｏＴｏトラベル」　砺波市　３０代　男性

18 記者ぶろぐ　写真部　吉田博昌 消えゆく農村の景色

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 杉野館長が着任　「ファン増やす」 砺波市美術館

16 城端線もりあげ隊　３駅で球根植える 城端線砺波市利用促進実行委員会

17 用排水路の整備祝う 砺波・若林地区　県営農地整備事業若林地区完工式

17 島田さんが総合Ｖ 砺波市パークゴルフ協会第５回祖泉会堂杯ＰＧ大会

18 砺波・栃上　住民が柿伐採 地域ぐるみで　クマ被害防げ　管理放置された３１本

19 近現代日本絵画展 巨匠の作風に聞き入る　砺波市美術館　学芸員が作品解説

20 地鳴り 絵画展に刺激　自作品が完成　高岡桂子　７１歳（高岡市）

20 地鳴り 車椅子に乗り　公園を満喫　山下弘子　８８歳（南砺市）

20 ９月の投書から コロナ時代の伝統継承　美術館巡りを堪能

23 広告 近現代日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 12 クマ出没対策　柿の木を伐採 砺波の３地区

 ５日　月曜日
北日本 14 東部小児童４人　「浦安の舞」稽古 来月１日　比賣神社大祭　砺波市柳瀬

14 百歳体操５周年　ＰＲのぼり旗贈る 市が全グループに　介護予防の「いきいき百歳体操」

22 公共交通の将来像探る 砺波でＬＲＴ公開講座　呉西地区交通まちづくり市民会議

22 住宅密集地火災想定し１３３人訓練 砺波　消防団・消防署　庄川町青島

富山 9 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

9 地鳴り 来場所こそ朝乃山に期待　犀川寮明　７２歳（砺波市）

14 住宅密集地の放水技術磨く 砺波市消防秋季訓練　庄川町青島地区

14 屋敷林の枝　チップ化 砺波・東般若　振興会が粉砕機導入

15 大祭の絵巻一堂に 庄川・雄神神社　３３年に１回　大正　昭和　平成　３年後、ご開扉へ機運高め

15 怪力話の真相　金大教授ら講演 砺波散村地域研究所の例会

15 六家神社の社殿改修 高岡　江戸中期の創建以来初

15 ３、５分団が優勝 第３２回砺波市太田地区球技大会パークゴルフ競技

16 富山ライトレール誕生の経緯を学ぶ 砺波で公開講座　呉西地区交通まちづくり市民会議

北陸中日 7 ミニコント 砺波・晴之助

13 浦安の舞「本番が楽しみ」 砺波・比売神社　女子児童　けいこ開始

読売 27 全国高校サッカー　県大会 富山第一　３回戦へ　第９９回全国高校サッカー選手権大会県大会

　６日　火曜日
北日本 17 末期患者　安心できる場 住宅・診療所・カフェ…７棟一体　来月　砺波でオープン

17 ５０指標で目標達成　進ちょく状況報告 砺波市総合計画審議会
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18 城端線３駅で花壇整備 城端線砺波市利用促進実行委員会（通称・城端線もりあげ隊）

25 ニュースファイル 自転車の男性はねられ重傷

25 ニュースファイル 車同士衝突３人重軽傷

富山 20 住民交流機能を見学 砺波・ものがたりの街

20 青パトの軽トラック 砺波・庄下で導入　砺波市庄下自治振興会

21 押印見直し盛り込む 砺波市　第４次行革大綱で

21 年内に子育て世帯や転出者にアンケート 砺波市総合計画審議会

23 事件・事故 自転車の男性はねられ骨折

23 事件・事故 砺波で車衝突、３人重軽傷

北陸中日 11 「城端線もりあげ隊」　駅の清掃と球根植え 元ＪＲ社員ら　砺波市

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

28 秋の花　競演　チューリップ四季彩館 「季節を彩る花々～秋～」

朝日 19 秋の花々　かわいいね　砺波 チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々～秋～」

19 ベルマークだより 【９月の運動】　砺波市　庄川中

　７日　水曜日
北日本 1 元社長ら再び不起訴へ　えびす集団食中毒 業過致死傷　嫌疑不十分　富山地検の捜査終結

5 食品ロス削減　５団体表彰 県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議

12 県俳句連盟秋季大会 天位に森さん（富山）

17 樹木の粉砕機　操作法学ぶ 東般若地区　砺波市東般若自治振興会

17 「ふく福柿」大きく実る 栴檀山　収穫始まる

17 クマ被害防止へ　カキの木３０本伐採 栴檀山地区　栴檀山地区鳥獣被害防止対策協議会

17 青パト車を新調 庄下地区　砺波市庄下自治振興会

17 きょうもにっこり 立山黒部ジオパーク協会事務局長　今堀喜一さん

18 ６６年の活動実績　記念誌にまとめる 砺波市連合婦人会　記念誌「絆～むすびて～」と広報誌「ときわぎ最終号」

19 ウイークリー　西部 新図書館　来月オープン　「砺波らしさ」ふんだん　県内唯一　ワンルーム構造

19 来春チューリップフェア７０回 斬新ポスターでＰＲ　「２０２１となみチューリップフェア」

19 ４故人に特別功労 県芸文協　表彰者４７人発表　

25 ニュースファイル 氷見でイノシシ１頭が豚熱

27 同じ説明　消えた望み　えびす集団食中毒　不起訴 遺族　「何のための検察か」　

富山 1 えびす集団食中毒　元社長ら再び不起訴 富山地検、遺族に方針　５人死亡の捜査終結へ

4 初回無料メール相談 砺波の人事労務研究所

4 健康企業宣言事業１５社を上位認定 協会けんぽ富山支部

21 地鳴り 自家のイチジク　とてもおいしく　 黒田和也　４３歳（砺波市）

23 浦安の舞　コロナなんの　伝統守る 砺波東部小児童　来月大祭、稽古開始

24 ツインタワー　未来表現　第７０回チューリップフェア 砺波市、初公募のポスター　デザインは福田さん（愛知）

24 砺波市　シルバー人材 フェア会場　きれいに　清掃奉仕活動

24 特別功労者表彰に４氏 県芸術文化協会

25 ふく福柿　大きく甘く 砺波・栴檀山地区　収穫開始、１０日から販売

25 事件・事故 窃盗未遂容疑で男逮捕

29 「許してくれと言うしか」　えびす食中毒　再び不起訴 遺族　悔しさにじませ　「起訴できぬ検察残念」　予見困難　前回と理由同じ

北陸中日 1 えびす食中毒　再び不起訴 嫌疑不十分　地検、遺族に方針

1 きょうの紙面 来年こそ華やかに

12 県ＮＩＥ推進協に富山南ＬＣ１３万円 砺波市出町小学校

13 「ふく福柿」ジューシー食感 砺波で収穫始まる

13 ポスター「未来へ羽ばたく」表現 チューリップフェア　来春７０回

13 砺波に医療・福祉の拠点 来月オープン　住民向け内見会

13 「子や孫に引き継ぐ」　県の農地整備完工式 砺波市若林地区

23 事件１０年「何も変わらなかった」 えびす食中毒不起訴　遺族、検察に憤り

読売 25 ユッケ食中毒　再び不起訴　落胆 遺族「頭が真っ白」　予見・回避　困難と判断か

25 ふく福柿　出来は上々 砺波で収穫スタート

28 ユッケ食中毒　不起訴 富山地検が不起訴

朝日 17 元社長ら再び不起訴へ ユッケ事件　遺族「戦えず無念」

毎日 22 制服はどれがいいかな？ ―砺波高の学校祭―　生徒らがファッションショー

22 県推進協に１３万円 富山南ＬＣ寄付　　ＮＩＥ活動　砺波市立出町小学校

24 富山・焼き肉店食中毒　捜査終結へ 富山検察審査会が再び不起訴

日本経済 39 ピックアップ 生肉食中毒、再び不起訴　富山地検方針
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　８日　木曜日
北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第１９回となみチューリップ球根まつり

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

19 大きなサツマイモだよ 砺波ＬＣ　わらび学園児が収穫

20 憩いの場きれいに 市シルバー人材センター　清掃奉仕活動

25 ニュースファイル 砺波で車同士衝突１人重傷

27 えびす食中毒　不起訴 富山地検　元社長らの捜査終結

富山 2 選挙人名簿登録者数　８８万７千人に減少 前回比１万８千人減

18 最優秀賞に野村君 となみ野・小中学生写真展

18 サツマイモ堀り　笑顔 わらび学園年長児　砺波ＬＣ

19 感性磨く　芸術の秋 巨匠の美　造園に生かす　小矢部園芸高　砺波で日本絵画展鑑賞

22 地鳴り 零細な農業消え去るのみ　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

25 えびす食中毒　「証拠不十分と判断」 富山地検　再び不起訴、捜査終結

北陸中日 14 ５巻、８０㍍　絵巻展示 砺波・雄神　公民館まつり

14 砺波市内３ヵ所で清掃奉仕の活動 市シルバー人材有志

15 浅野総一郎翁　氷見の力に 観光協が「盛り上げる実行委」　ゆかりの地　交流など決定

15 ウイークリーガイド 催し　となみチューリップ球根まつり

15 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

27 えびす食中毒　捜査終結 富山地検不起訴　再び「証拠不十分」

読売 25 知事選　きょう告示 ３氏　富山で「出陣」

25 有権者数８８万７２６１人 選挙人名簿登録者数　７日

25 ユッケ食中毒　元社長ら不起訴発表 地検　再捜査でも予見「困難」

25 コスモス　風にゆれ　＊砺波 砺波市五谷

朝日 27 ユッケ食中毒　再び不起訴 富山地検

毎日 20 焼き肉店集団食中毒　再び不起訴　捜査終結 地検　予見も回避も困難

　９日　金曜日
北日本 3 激戦　知事選　２５日投票 分裂選　象徴の出陣式　１３首長　石井候補支持　富山・滑川は新田陣営

3 現職の夏野氏推薦 砺波市長選で公明県本部　

13 声の交差点 気が抜けない米作り　砺波市  村中正敏（９０歳）

23 柳瀬の歩みＤＶＤに 砺波　自治振興会が制作　１５のテーマ／全戸に配布

23 子どもの記録をノートに残して 「手をつなぐ育成会となみ地域連合会」

23 語り技　プロに学ぶ 子供歌舞伎浄瑠璃教室

25 市長選向け　砺波署でも 事前運動取締本部を設置

33 ３候補　雨にも負けず 舌戦ヒートアップ

富山 20 マルシェ倍増　２０店に 砺波　秋の味覚、エステも登場

20 百歳体操５周年　８８団体にのぼり 砺波市　「いきいき百歳体操」の普及開始５周年

21 浄瑠璃の語り磨く 砺波子供歌舞伎振興会　来月に大会

21 砺波市長選も 砺波署　事前取締本部を設置

22 地域福祉に貢献の個人、団体企業表彰 第３２回県民ボランティア・ＮＰＯ大会「とやまの元気ボランティア・ＮＰＯフェスティバル」

22 富山新聞文化センター受講生 巨匠の技法　目凝らす　砺波　日本絵画展を鑑賞

北陸中日 12 保守分裂知事選　双方に支持者 砺波、南砺市長選に余波　来月告示　現職「混乱のもと」動けず

12 砺波、南砺両署に事前運動取締本部 十一月八日告示の砺波市長選、南砺市長・市議選

13 ポスター　地域元気に ＪＲ砺波駅　出町中生が展示

24 ２０２０　とやま知事選 県内有権者　候補者に望むことは

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１０日　土曜日
北日本 1 初日４１９０人　前回比３．５倍 知事選　期日前投票始まる　戦いの構図に高い関心

5 知事選　きょうの個人演説会 新田候補

25 高速の多重事故　迅速救助を訓練 高速道路救急・救助訓練

27 春開花　楽しみ　 球根まつり　県産販売　となみチューリップ球根まつり

27 スポーツフェス　あす多彩な催し 「スポーツフェスティバルｉｎとなみ」

富山 2 県に余った食材５００㌔ 食品ロス削減　５団体を表彰

3 知事選　２０２０ 期日前投票スタート　知事選期日前投票者数（初日）

3 知事選　２０２０ きょうの陣営　新田氏

3 激戦余波で「やりづらい」 来月の砺波、南砺市長選
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29 県内２５氏　功績たたえ 危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章　警察功労　作屋啓二氏

29 県産チューリップに人波 となみ球根まつり開幕

35 広告 近現代日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 12 公明、現職推薦決める 砺波市長選

13 チューリップ球根お買い得 砺波で「まつり」始まる

読売 別刷 スポーツ報知　砺波東部野球スポーツ少年団 第２４回　読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会　１６年ぶり３度目

　１１日曜日
北日本 1 激戦　知事選　投開票まで　あと１４日 ３候補が各地で熱弁　人出求め週末奔走　新田候補

19 庄川美術館　米道さん工芸展 刳物で木目の魅力追及

26 地名研究者　利賀に集結 調査機関　北陸初の大会　８０人参加「五箇山」の由来紹介

26 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 悔しさを力に

26 砺波　秋季学童野球 北部と庄東・出町　１７日の決勝進出

26 慈善ゴルフで１８０人親睦深める 南砺でＴＳＴ　となみ衛星通信テレビのチャリティーゴルフ大会

29 県内自治体のテレワーク　宣言解除で大半が終了 定着へ環境整備の動き　県内自治体のテレワーク活用の状況

富山 9 地鳴り 友人の息子さん　一周忌でしのぶ　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

22 中山間地域の農業振興　休耕田でニンニク栽培 三世代が植え込み　砺波　栴檀山自治振興会

22 花と緑のコンクール　７人２０団体たたえる 砺波で表彰式　

22 チューリップ公園でマルシェ １９店舗にぎわう　砺波　「チューリップマルシェ」

23 児童がものづくり学ぶ 県職能開発協　小矢部で講座

23 技術生かした新商品 砺波・新光硝子に法大生提案

23 秋晴れの下でサンマに舌鼓 砺波誠友病院　青空ランチ

24 地名研究の成果報告 県内初開催、利賀で全国大会

29 知事選　２０２０ 初の週末　人出求め　３候補、商業施設や駅前で遊説

29 馳衆院議員が３度目の来県 「応援するな」おかしい　演説会で弁士務め

北陸中日 5 ミニコント 砺波・秀じい

１２日　月曜日
新聞休刊日

１３日　火曜日
北日本 1 激戦　知事選　投開票まで　あと１２日 石井氏　砺波・新川・高岡　上回る　新田氏　富山　４割強固めリード　地域別

5 期日前投票２万人超 前回比３．９５倍　コロナも影響

5 知事選　 きょうの個人演説会

11 空からわが町 砺波市幸町　人気の文教ゾーン　交流の拠点完成

21 声の交差点 旬のアユを味わう　 砺波市　浦島外美子(７１歳)

23 ＳＤＧ s題材にあす公開例会 となみ青年会議所

24 県短歌大会　天位に伊勢さん（富山） 地位　刑部さん（射水）　立田さん（富山）

24 べるもんた運行５周年 ＪＲ観光列車　乗客に記念品配る

24 ６１人が謡曲披露　 砺波連合宝生会秋季謡曲大会

24 林業功労者たたえる 砺波林業協会

24 ３３５人爽やかな汗 となみ庄川水辺ウオーク

富山 1 知事選　２０２０ 期日前投票　３．９５倍　前回比１万５８６０人増　３日で２万１２４３人　１４市町村で増加

13 地鳴り 晩稲刈り取り　今年も終わる　犀川寮明　７２歳（砺波市）

22 高齢者閉じこもり防ぐサービス理解 砺波で地域ネット会議　「ほっとなみ地域ネットワーク会議」

22 コスモス１００万本　満開 家族連れ　散策楽しむ　砺波・夢の平スキー場

22 住民と芋掘りで交流 砺波　ＶＣ富山の部員１８人　砺波市栴檀山公民館

22 北島さんを功労表彰 砺波林業協会　林業功労者表彰

23 大事故に備え訓練 小矢部で県消防連絡協　高速道路県消防連絡協議会の救急・救助訓練

23 庄川沿いの自然、紅葉満喫 砺波で水辺ウオーク　第１４回となみ庄川水辺ウオーク

23 会員６１人が素謡で研さんの成果披露 砺波連合宝生会の秋季謡曲大会

23 スポーツの秋満喫　 砺波でもフェス　第２０回スポーツフェスティバルｉｎとなみ

23 酒造業の現状学ぶ 砺波で講座　となみ散居村学習講座

24 べるもんた５周年祝う 観光列車、氷見駅でもてなし

読売 31 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

33 期日前投票　３．９５倍　 ２万１２４３人

朝日 31 今年は画面越し 砺波市五谷　「夢の平スキー場」のゲレンデ

１４日　水曜日
北日本 1 ＳＯＲＡ　フォト　とやま １００万本の秋色　となみ夢の平スキー場
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3 社説 女性消防団３０年　活躍の場広がる環境を

23 早川さん(南砺)最優秀 ガーデンコンテスト　県花総合センター

25 ２１２人と３１団体　３組たたえる 県社会福祉功労者表彰　県社会福祉協議会と県共同募金会

31 ニュースファイル 作業中落下し男性重傷

31 ニュースファイル 高岡でイノシシ１頭が豚熱

32 砺波の実習生刺傷　起訴内容認める 地裁高岡

富山 3 知事選　２０２０ きょうの陣営　川渕候補

13 コント 砺波・富之助

16 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

19 コンテナガーデン　最優秀賞に早川さん 県花総合センター　第１１回コンテナガーデンコンテスト

19 東野尻Ｂが優勝 第３回砺波市カローリング協会長杯カローリング大会

19 強盗対応で訓練 北陸銀行砺波支店

20 密集避け行進　災害に備え 陸自第１４普通科連隊　黒部から砺波　２日で１００㌔

20 わが家 吉川圭太さん（３８）　愛さん（２８）　素世ちゃん（１）　純似さん（５カ月）

20 コロナ禍の悩み　メール無料相談 砺波の池田研究所

24 作業中に転落し重傷 砺波市大辻

北陸中日 1 きょうの紙面 ゲレンデにコスモス満開

12 コスモス　ゲレンデの主役 夢の平スキー場で満開　となみ夢の平スキー場

13 自画像や感想画　障害者の作品展 砺波の郵便局　「アートがつなぐ遊便プロジェクト」　栴檀野郵便局

読売 28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

１５日　木曜日
北日本 1 激戦　知事選　２５日投開票 選管最終　午後１１時半ごろ　前回より１５分遅い見通し　

5 現職陣営のみ出席 砺波市長選事務説明会

6 砺波市頼成で宅地開発 新生開発　７７区画　来月完成

11 天位に村田さん（神奈川） 「辛夷」年次大会

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第３６回油田ペタンククラブ秋季大会ほか

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

21 最優秀賞に野村君（井波小５） 小中学生写真コンテスト　となみ野田園空間博物館推進協議会

21 きょうもにっこり 砺波市栴檀山地区「ふく福グループ」代表　宮木武司さん

22 児童向け租税教室　グッズ配布依頼 税務署に法人会　砺波法人会

23 緑化推進たたえる 花と緑の大会　花と緑の銀行　「第４８回花と緑の大会」

31 風車 陸上自衛隊金沢駐屯地の隊員　「徒歩機動訓練」

富山 2 夏野氏陣営のみ出席 砺波市長選説明会

3 知事選　２０２０ きょうの陣営　石井候補

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会九月誌上句会

22 花の街　コスモス満開 砺波・大門、矢木

22 川田さんら５人に奨励賞 古典臨書展、県内から

22 犯罪ゼロ目指し宣言 地域安全ｉｎとなみ　砺波市防犯協会

25 地形を確認、災害迅速対応 陸自第14連隊機動訓練　砺波まで５０㌔歩く

北陸中日 1 深堀りＴＯＹＡＭＡ　ＩｏＴ防災　砺波で活躍 用水路データで水害対策　４月導入　除雪などに拡大　検討

12 チューリップ　網で球根栽培 砺波、南砺で実験　植え込み、掘り採り　省力化へ

12 ノートカバー　県内全児童に チューエツ　創業１００周年で

12 砺波市長選説明会　現職陣営のみ出席 砺波市長選の事前説明会

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

読売 27 砺波市長選説明会　現職陣営のみ出席 砺波市長選の立候補予定者説明会

朝日 25 ニュース短信 砺波市長選説明会、現職陣営のみ出席

１６日　金曜日
北日本 23 地域の安全誓う 防犯組合員ら　「地域安全ｉｎとなみ」

24 チューリップ球根「ネット栽培」 ６年目は適合品種実験

25 県立高推薦１２２０人募集 ２１年度入試　富山商会計科２０人減

25 皮膚病治療に最新機器 砺波市となみ町の「けやきひふ科」　「エキシマレーザー」

26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄南小６年　境優伍君　村井有真君

30 城端線利用者に割引券 南砺　グルめぐりに合わせ　「となみ野グルめぐり」

富山 2 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

2 労災死傷者７９０人　 前年同期比５２人増　労働局が防止を要請
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13 地鳴り 秋は寂しさ感じる季節　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

20 チューリップ球根の実証試験 ネット栽培　南砺にも　県花卉農協と砺波市

20 秋のヒマワリ満開 砺波・埜村さん栽培

20 砺波・出町防犯組合 特殊詐欺被害ゼロ地区運動

22 県立高入試　推薦枠２５人減１２２０人 ２７校６２学科は変わらず　コロナで志願資格緩和

23 ３３個人５団体たたえ 花と緑の大会　富山県花と緑の祭典２０２０第４８回花と緑の大会

北陸中日 1 ユースク　みんなの取材班 北陸は安全　過震禁物　震度５が年２回　揺らぐ低リスク

13 砺波の散居村　コスモス満開 砺波市大門　砺波市矢木

13 中学生と住民が芋掘りを楽しむ 砺波・栴檀山地区　砺波市栴檀山公民館のサツマイモ堀り

23 爆破予告メール　砺波市にも届く 十五日

読売 22 最優秀賞４点　中央審査へ 学生科学賞県予選

22 県立高推薦１２２０人募集 全日制

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１７日　土曜日
北日本 4 市長選に知事選余波 砺波・南砺の現職　保守分裂　活動手控え

15 富山の針路　ふるさとへの思い　－上ー 人づくりに心血注いで　外国語教育充実を　共同通信編集委員　太田昌克

21 声の交差点 不朽の書「三大回顧録」　砺波市　上野亮平（７７歳)

23 特殊詐欺被害ゼロ続けよう　 出町防犯組合呼び掛け

24 木のぬくもり　広々空間 砺波図書館　来月開館　「お助け隊」４０人研修

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　西田君(高岡五位小６)

25 県西部６市　水道広域連携を検討 射水　まず高岡と協議

25 献穀米仕上がり報告 砺波市庄川町示野　松田吉孝さん

33 あいの風　２時間運休　 クレーンが架線損傷　２０００人影響

富山 19 地鳴り 「グルめぐり」お店の一助に　北清俊一　６３歳（砺波市）

20 新嘗祭の米　献納を報告 砺波の松田さん　

21 「アズマダチ」風の外観　新砺波図書館　内部公開 来月１日開館　県内初、ワンルーム構造

21 図書館利用をサポート 「お助け隊」の説明会

22 知事賞に工藤君　県未来の科学の夢絵画展 富山新聞社長賞　大石、上坂君

22 砺波の県花総合センター 花と実で秋演出　カボチャでハロウィーン

北陸中日 12 花咲くハロウィーン 砺波・県花総合センター

12 中山間地栽培へ　ニンニク種植え 砺波・栴檀山振興会

13 新図書館　砺波らしさ 屋根は散居村家屋　中はチューリップ

読売 12 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

24 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば ほっこりした甘さ魅力　（砺波市・土江田玲子）

25 公債費比率　６市町改善 昨年度　７市町村では悪化　県内平均０．２㌽改善

１８日　日曜日
北日本 16 北日本新聞文化賞　地域社会賞 一般社団法人　やなぜ空き家ねっと　代表理事・長谷川徹氏　

23 みんなのＶＯＩＣＥ 「便利な冷凍食品」　砺波市　５０代　女性

26 クマ出没情報　１７日発表 砺波市　増山　井栗谷

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 テークアウトで和洋中の弁当人気 富山トヨタ砺波店

17 消火作業の連携確認 砺波地域連絡会が訓練

19 クマ目撃情報 １７日　砺波市増山　同市井栗谷

北陸中日 5 発言 コロナ禍　娘とデジタル通信  上野亮平　７７　富山県砺波市

読売 28 ワイドリポート　 住民の足　鉄道守るには　ＬＲＴ化を協議　

28 街づくり議論最優先 富山大都市デザイン学部　本田豊教授

28 ポスター完成 チューリップフェア　来年７０回目

１９日　月曜日
北日本 13 富山の針路　ふるさとへの思い　－中ー 高齢者に安心・元気を　窮屈さ感じた幼少期　東京都文京区議　上田由紀子

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

21 工場火災想定　連携チェック 砺波地域消防連絡会

21 工作楽しみ交流 庄川地区児童館まつり　

28 改組新第７回日展　県関係２人初入選 工芸美術　池上さん・田子さん

28 東海さん（オークス）がプロ部門最高賞 県料理技能コンクール

28 生前整理のポイント理解 砺波　空き家対策セミナー

28 庄東・出町スポ少Ｖ 砺波　秋季学童野球
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30 Ｇｏ　Ｔｏ　Ｖｏｔｅ　投票に行こう❿ 若者が魅力感じる県に　永井耕伸さん　砺波市

31 県って何？　仕事考　＜４＞ ＬＲＴ化　問われる手腕　利用減の城端・氷見線　ＪＲと協議　沿線期待

富山 7 地鳴り 戦国の世では人は簡単に死ぬ　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

7 地鳴り もうしばらく秋ナス味わう　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

7 地鳴り 美しいコスモス　本当にうれしく　安井紀美子　６６歳（高岡市）

15 移設倉庫で防災訓練 砺波・出町自治振興会

16 水環境学び美化活動理解 富山で砺波の保全推進委　大門環境保全推進委員会

17 改組新日展・工芸美術 池上さん（射水）新入選

21 ほたるいか 「親子で草木染め」　富山県砺波青少年自然の家

北陸中日 10 小矢部の工場で火災想定し訓練 ３市消防団など連携

10 砺波・松田さん　献穀米の報告 市役所訪れ

11 砺波市連合婦人会　有終の記念誌 合併後の１５年つづる

11 親子らが輪になりおわら踊り楽しむ 砺波でスポーツフェス

11 高速道事故想定　救助態勢を確認 小矢部で連絡協が訓練

２０日　火曜日
北日本 5 期日前投票１０万人超 ９～１８日　前回同期比３．１６倍

23 藤井さん天位 砺波市文化祭俳句大会

23 防災倉庫使い避難訓練 砺波市南般若地区自治振興会

23 防災倉庫５棟公開 砺波市の出町自治振興会

25 球根１２００個植えたよ 来春チューリップフェアへ　鷹栖小３年生　フラワーロード彩る

25 古民家再生のヒントに 県建築士会の講座「築１１５年のアズマダチ　伝統家屋の再生」

31 激戦　知事選　投開票まであと５日 若者啓発へ　人気者起用　県選管　投票率向上へ知恵　グッズ・動画でＰＲ

富山 2 １０日間で１０万１１８２人　 知事選の期日前投票　前回選の３．１６倍　投票率５０％超か

3 きょうの陣営 新田候補

20 来年の第７０回チューリップフェア　球根植え　成功願う 砺波・鷹栖小　フラワーロードに

21 学校給食に豚肉贈る 砺波のたかはた養豚

北陸中日 12 チューリップ四季彩館　 日本展示学会賞を受賞

12 チューリップ球根　児童が植え込む 砺波、来年のフェアに向け

12 日系ブラジル人の北島さん　砺波林業協の功労者に 県西部森林組合砺波支所

12 改組新第７回日展入選者 【工芸美術】織田定男

13 秋のヒマワリ　きれいだね 砺波・高道の畑

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２１日　水曜日
北日本 5 知事選　きょうの個人演説会 川渕候補

5 夏野氏と公明支部　７項目で政策協定 砺波市長選

15 声の交差点 牛岳で紅葉楽しんで　砺波市　田嶋道夫（７２歳)

19 給食に豚肉３００㌔を寄贈 たかはた養豚　砺波市頼成

21 利賀ダム工事の現場確認 利賀ダム建設事業監理委員会

21 県内５団体に補助金 総務省　高度無線環境整備推進事業

富山 2 夏野氏と政策協定 砺波市長選で公明県本部

3 きょうの陣営 川渕候補

5 小矢部市などに無線整備で補助金 総務省　「高度無線環境整備推進事業」

20 消防クラブ入隊式　家庭の防火誓う 砺波・鷹栖小　

20 スマホの安全利用法学ぶ 砺波人権擁護委員協

21 高波が４連覇 第４回北部苑ゲートボール３人制リーグ戦

23 巨匠、若手の傑作　堪能 近現代日本絵画展きょうまで　砺波市美術館

27 激戦　知事選　争点の現場 城端、氷見線のＬＲＴ化　「おらが鉄道」機運高め

27 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 14 働く一歩　自信注いで　砺波のカフェ 発達障害の若者たち　月２回店番

14 利賀トンネル　現場公開 ８月着工　全長５㌔、２７０㍍掘り進む

15 一般客なしの演奏会　ＤＶＤ南砺市に贈る 南砺福光高吹奏楽部

15 砺波市長選へ夏野氏　公明支部と政策協定 十一月八日告示

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

29 砺波の児童が球根植え込み チューリップ公園周辺

毎日 20 乗客に愛され５周年 「べるもんた」感謝イベント　ＪＲ氷見駅

8 ページ



２２日　木曜日
北日本 1 決戦の現場 '２０知事選　投開票まであと３日 砺波地域　自民と柴田　代理戦争　小矢部で激しい舌戦

6 富山工場を来年新築 鹿島興亜電工　厚膜チップ抵抗器生産

11 北日本俳壇の集い ■特選　二俣れい子　■佳作　野村邦翠

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第４回庄川温泉郷杯パークゴルフ大会ほか

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

17 声の交差点 修復に貢献でき光栄　南砺市　今井春継（６７歳)

19 地域防災への貢献誓う 鷹栖小５年生　少年消防クラブ入隊

19 特殊詐欺被害防止で感謝状 砺波署が北銀支店に

19 温かな水彩画４７点 マドカグループ展

21 来月県内４会場　無料税務相談会 北陸税理士会県支部

26 気嵐立つ幻想雨晴 県内９地点１０度下回る　砺波８．１度

26 クマ出没情報　２１日発表 砺波市　正権寺

富山 4 ３７億円で砺波に新工場 鹿島興亜電工、２２年４月完成

22 ニンジン収穫始まる 砺波「１億円産地」目標に

22 コスモス満開　住民に花束 砺波　鷹栖小児童が贈る　米、イモに代わり栽培

23 特殊詐欺防ぎ感謝状 北陸銀砺波支店

23 新砺波図書館に本５５冊を寄贈 となみセントラルＬＣ

24 わが家 吉藤智佐代さん（３９）　玲奈さん（８）　砺波市大門

24 第３５回県壮年ソフトボール選手権大会 １回戦

25 男女７８チームが熱戦 県秋季ミニバス　来月１４日に開幕

25 クマ目撃情報 ２０日　砺波市正権寺

北陸中日 1 ＧｏＴｏイート　恩恵届かぬ地方 サイト登録　富山、高岡に集中　ネット操作が壁　観光客いないと「損」

5 発言 散居村野焼き　認めてほしい　貝渕文夫　７１　富山県砺波市

12 秋に心和ますチューリップ 砺波市役所

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 21 新型コロナ　くらしの掲示板 「持続化給付金」の申請サポート会場

22 学生科学賞　最優秀を表彰　４点中央審査へ 「創意工夫感じられた」講評

２３日　金曜日
北日本 1 冬に彩り　きょう霜降 砺波市東保の松浦園芸　シクラメン

4 野上農相　最先端の無人農作業視察 地元３市町で「現場を意識」

5 新聞社案内 となみ政経懇話会１０月例会

5 知事選　きょうの個人演説会 新田候補

19 ポスターで砺波応援　　 出町中生　砺波駅に展示　互いに支え合える地域に

20 園児が元気にえんじゃら節 東部保育所で練習会　

20 新図書館に５５冊を寄付 となみセントラルＬＣ

21 川幡さん（高岡）初入選 改組新日展　日本画部門

21 県内ニンジン　生産が拡大 砺波で収穫作業　砺波市柳瀬の山本農産

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄南小６年　原田莉子さん

26 牛乳パックを回収 砺波市消費者グループ連合会

27 ニュースファイル 立山酒造の請求棄却

27 ニュースファイル 車両トラブルで城端線４本運休

28 県内１２病院に８０人 研修医マッチング　内容充実が奏功

29 地域の願い　知事選　２５日投開票　＜３＞ 歯止めかからず危機感　砺波　人口減少　転入拡大へ方策必要

富山 2 新人医師８０人内定 過去２番目の多さ　県内の臨床研修マッチング

2 ５ハローワーク就職支援「良好」 富山労働局評価

3 知事選　２０２０ きょうの陣営　新田候補

3 富山米パックご飯　輸出拡大の可能性大 砺波の稲種センター訪問

23 砺波・南般若の郷土民謡　えんじゃら節　園児継承 東部保育所で練習会　３４人「楽しい」

23 川上さん優勝 第７回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

24 ８チームの熱戦開幕 太郎丸、ＳＨＩＮＩＮＧが２回戦へ　砺波市ソフトボール協会第１６回会長杯ナイターソフトボール大会

25 彫刻　県内入選なし 川幡さん日本画新入選　改組新日展

28 知事選　２０２０ 昨年の参院選投票率　２０代前半　わずか２５％　ユーチューバーや朝乃山グッズ

28 城端線４本運休 ２２日

北陸中日 12 学びやの隣　コスモス畑 砺波・鷹栖小
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13 ヘリから桂湖へ救助の連携訓練 砺波地域消防組合

26 城端線４本運休 信号トラブルか

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

27 秋満ちる桃源郷 砺波市大門　

２４日　土曜日
北日本 5 激戦　知事選　２５日　投開票 新田候補

13 小説やエッセー　９人が１３編発表 文芸同人誌「千尋」９号

21 声の交差点 癒やされる池のコイ　砺波市　横川實（７７歳)

21 読者写真コンクール　９月の応募から 「じぃじ　頑張れ」　浅谷彩乃　砺波市十年明

23 庄川認定こども園　２３年に青島で整備 市議会全員協議会　庄川地域

23 下水道整備　戸数を大幅減 市議会全員協議会　

25 皇室に球根献上 チューリップ　４５００個箱詰め

31 知事を知る　投票所　＜１６＞ 県内に３９７ヵ所

富山 3 知事選　２０２０ きょうの陣営　石井候補

21 地鳴り 「報恩講」に今年も参加　犀川寮明　７２歳（砺波市）

22 皇室献上球根　今年は発送　コロナ影響 チューリップ　４５００個箱詰め　砺波市が宮内庁に

23 氷見、高岡、砺波　浅野、高峰の偉業学ぶ モニターツアー始まる　小牧ダムの遊覧船満喫

23 今年初の舞台　浄瑠璃に励む 砺波・中町曳山会　来月１日の文化祭

23 青島で２３年度開園 砺波市　庄川町の統合こども園

23 下水道計画を変更　８００世帯に整備 市議会全員協議会

25 クマ目撃情報 ２３日　砺波市正権寺

29 最終盤　雨中で訴え 支持者とつじ立ち

北陸中日 13 砺波チューリップ　今年も皇室へ 球根箱詰め　６品種献上

読売 29 ３氏　舌戦スパート 知事選あす投票　石井候補

29 皇室献上　球根箱詰め 砺波市、今年は配送で

２５日　日曜日
北日本 1 期日前投票　２０万５４９９人 前回比２．３３倍　有権者の２３％

17 砺波市表彰 市功労者３４人１団体

24 べるもんたの歩み紹介 南砺でフェスタ　写真や模型並ぶ

24 観光案内の心得学ぶ 県観光ガイドドライバー養成講座

26 当日有権者８８万２６７５人 前回より１万８２９７人減

富山 2 知事選　２０２０ 期日前投票２０万５４９９人　全１５市町村で増、富山は２．６３倍

2 知事選　２０２０ 当日有権者８８万２６７５人　舟橋除き前回選下回る

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 ３４人１団体を表彰 砺波市　

17 施設利用者の美術作品展示 砺波　県民芸術文化祭２０２０協賛・地域障害者作品展（砺波圏域）

18 富山一など８強入り 第９９回全国高校サッカー選手権県大会第３日

19 Ｂリーグ　富山グラウジーズ 富山トヨタ　砺波店でＰＶ

19 紙風船 ゆっくりと魅力広がれ

23 知事選　２０２０ 最後の力　振り絞り　大票田・富山市中心　激戦フィナーレ

北陸中日 12 祝５歳　べるもんたの軌跡 南砺で記念フェスタ

13 「たかはたポーク」給食で味わってね 業者が砺波市に寄贈

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 「持続化給付金」の申請サポート会場

24 病院の実力　～富山編１４９　 胃がん　ごく早期　内視鏡治療も

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 全国高校サッカー　県大会 ８強出そろう　第９９回全国高校サッカー選手権大会県大会

25 べるもんた５年　南砺でフェスタ 「鉄道フェスタ」

毎日 22 コロナに負けない 砺波の中学生がポスター　砺波市出町中学校

２６日　月曜日
北日本 1 新知事に新田氏 石井氏の５選阻む　投票率６０．６７％　６万２７０１票差

2 ２４年ぶり６０％台　投票率 全市町村で５５％超え　開票区別投票率

4 けさの人 砺波市美術館長に就いた　杉野秀樹さん

富山 1 新知事に新田氏 石井氏に６万２７０１票差　各候補の市町村別得票

12 一流のステップ学ぶ 砺波市ラグビー協　林選手招き教室

13 散居村眺め　３５人疾走 砺波でトレイルラン　県砺波青少年自然の家のトレイルラン「第４回となみｄｅ　ＲＵＮ」

14 地鳴り 人間の生活圏に入らない方法は　角栄一　６８歳（砺波市）
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14 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

14 コント 砺波・たぬき

北陸中日 9 夜高カレンダー　来年半年分完成 砺波商議所青年部

読売 25 投票率６０．６７％ 知事選　市町村別投票率

２７日　火曜日
北日本 5 「ワンチームで県発展」　市町村長受け止め 新田氏　初当選　期待と懸念交錯

5 投票分析　富山・高岡　都市部で大差 新田氏　無党派取り込み

8 富山けいざい　短信 砺波にドラッグコスモス

21 トレイルランニング「となみｄｅＲＵＮ」 ４０人　山中駆ける　県砺波青少年自然の家

22 ボランティアで屋敷林せん定 カイニョお手入れ支援隊

22 認知症サポーター講座 ガールスカウト県第３９団

29 クマ出没情報　２６日発表 砺波市　市谷　増山

29 ニュースファイル 砺波で女性はねられ重傷

29 ニュースファイル 電柱に衝突し女性重傷

富山 2 知事選の得票　全自治体で投票率上昇 新田氏　１０市町村制す

4 となみ店新設届け出 砺波市となみ町に「ドラッグコスモスとなみ店」

16 くらしの日記 宮掃除　犀川寮明　７２歳（砺波市）

19 地鳴り Ｎちゃんと公園で遊ぶ　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

20 屋敷林手入れ任せて 砺波　支援隊、高齢者宅で活動　「カイニョお手入れ支援隊」

20 税務署に租税教育ファイルを贈呈 砺波間税会

21 ＪＡとなみ野人事 １１月１日

23 クマ目撃情報 ２６日　砺波市増山　市谷

23 事件・事故 ７４歳女性はねられ重傷

23 事件・事故 電柱に衝突、重傷

27 県内首長　民意が選んだ知事／粛々やるだけ 「連携不可欠」も濃淡

27 県民から期待と注文 誠実な政治を望む　良い点は継承して

北陸中日 1 新人大勝　得票で分析　 富山市で４万票差　支持なし層「変革」を支持　

13 砺波の屋敷林風景　守り隊！ コロナで春中止…活動再開

朝日 29 ２０２０　知事選 無党派層６割が支持　投票率６０％超　新田氏に追い風

２８日　水曜日
北日本 12 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

15 声の交差点 富山マラソンへ走る　島田栄　７２歳(砺波市)

20 野や山の花　趣向凝らす 各種学校総合カレッジＳＥＯの「野の花・山の花会員展」

21 チューリップ生産　野上農相に報告 夏野修砺波市長、石田智久県花卉球根農協組合長ら

21 頒布展収益金を預託 砺波市美術協会　砺波善意銀行へ

富山 3 ＬＲＴ化検討で移動実態調査 城端・氷見線　来月５日

18 定年記念に赤い角帽　砺波の八田さん販売 第２の人生へ「卒業」祝う　会社員時代、先輩に贈る

18 ２００株のバラ見頃に 砺波・県花総合センター

19 球根のネット栽培　野上農相に支援要請 夏野砺波市長

21 県少年野球大会　１日開幕 １００チーム　熱戦展開　第１７回富山県少年野球大会

21 砺波署を視察 県警の懇話会　富山県警の機能強化を考える懇話会

北陸中日 5 発言 晩秋　やるべき事がたくさん　島田栄　７２（砺波市）

朝日 23 ふく福柿　いよいよ 上品な甘さ「例年以上」　砺波

２９日　木曜日
北日本 12 となみ野 野村修三作品展彫刻・版画…　ほか

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

18 わが家のアイドル 高田茉奈ちゃん　４歳　砺波市杉木

19 きょうもにっこり 砺波図書館司書　折田茜さん

20 図書館へ絵本・紙芝居 ネッツトヨタ富山砺波店

20 小中向けクリアファイル 砺波間税会　砺波税務署に贈る

21 放送事業者に免許を再交付 シティエフエムなど　北陸総合通信局

富山 20 ゴールウインの沼田さん秘話語る 砺波市民大学「学遊塾」

21 ロビー展 キノネ工房展　北陸銀行庄川支店

22 新しい図書館に本１４２冊寄贈 ネッツトヨタ富山砺波店

23 事件・事故 ８０代女性に傷害疑い

11 ページ



北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 「持続化給付金」の申請サポート会場

24 砺波図書館　１日新装開館　広さ　旧館の２倍 貸し出し手続き　セルフで

24 マスクにペタッ　アロマの癒やし 砺波　若女将　ステッカー製作

毎日 20 フラワーロードにチューリップ１２００個 砺波　児童が球根植え込み　砺波市鷹栖小学校３年生

３０日　金曜日
北日本 23 篆刻・書　力作２０点 槇冬薫さんサークル展

24 １２人１団体を表彰 「いきいきとやま健康と長寿の祭典」実行委員会

24 ＪＡとなみ野人事 １１月１日

25 テロ対応　連携を確認 ３７機関　避難誘導や救助訓練　国と県、砺波市

25 ワイン生産から農業理解 県内３高校　ブドウ畑や醸造所見学　砺波農林振興センターが企画

26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄南小６年　大窪優誠君　藤井七聖さん

富山 13 地鳴り 来年はキッチンガーデン目指す　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

18 農業高生が職場体験 砺波、南砺　就農環境に理解　県砺波農林振興センターの「農業高校生の職場体験」

19 就労支援で清掃チーム　砺波「Ｐｏｎｔｅとやま」 仕事に必要な力育てる　悩み抱える若者後押し

19 生ごみ堆肥化　ぼかし作る 砺波・きらめきネット

19 租税教育の教材贈る 砺波法人会　冊子「タックスフントとけんたくん」

20 知事賞に小中学生７人 第５５回「とやま県民家庭の日」作品コンクール

21 サリンテロ想定　４００人訓練　砺波 国、富山県、砺波市の国民保護共同実働訓練

北陸中日 12 井波彫刻師　チェーンソーでアマビエ像 「祭り来年こそ」願い刻み　富山　猪谷関所館に展示

読売 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

25 要支援者避難　進まぬ計画 １５市町村　策定済み　対象者の２割　協力者確保難しく

25 バラ　色とりどり 県花総合センター

３１日　土曜日
北日本 5 出遅れ挽回に懸命 砺波・南砺市長選巡り現職　来月８日告示　知事交代で手探り

18 第６２回県短歌大会入賞作品 坂井修一選　佳作　砺波市　金井実　清水昭子　

27 高齢者の力作展示 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展・即売会

27 生ごみでぼかし肥料づくり 女性交流団体「きらめきネットワーク」

28 畠中さん（日本画家）扉絵　仏間彩る 聞願寺　あす記念講演も

31 高齢者叙勲　１０月の受章者　県関係分 瑞宝双光章　元鷹栖郵便局長　谷口三祥さん（８８）砺波市福山

35 県功労に３０人１３団体 四十物さん（元県食品産業協会長）ら表彰

35 砺波地域防火ポスター 最優秀　前野さん（出町小５）　緒方さん（井波中３）

富山 3 夏野氏のみ事前審査 砺波市長選

20 第３６回　富山新聞社杯　呉西地区新人少年野球大会 きょう開幕　１６チーム　秋の王座をめざし熱戦

25 地鳴り あおり運転で危険感じる　犀川寮明　７２歳（砺波市）

25 コント 砺波・たぬき

25 地鳴り 極上のワイン　飲める日待つ　北清俊一　６３歳（砺波市）

25 地鳴り 母と一緒にお風呂に行く　大丸淑美　６３歳（砺波市）

26 ３４人１団体を表彰 砺波市功労者表彰式

27 高波Ｂが優勝 第１６回砺波市老人クラブ連合会カローリング大会

27 特別提供期間を継続 会席料理　砺波、南砺の１１料理店

28 県功労表彰　３０氏１３団体 コロナ影響で過去最少に

北陸中日 13 県西部地区婦人会　５０人が指導者研修 小矢部で作品鑑賞など

13 発足後初活動で生ごみを堆肥に 「きらめきネット」

13 砺波野写真　小中生が腕競う 砺波でコンテスト展　最優秀に野村君

毎日 26 全国高校駅伝　県予選 今年の高校駅伝県予選の出場チーム

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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