
　　　　　　　２０２１（令和３）年７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 11 ２０２０年分　所得と資産補充報告書公開 県内首長・県議の所得公開

16 朝市夕市　県内 砺波市

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

23 「雪たまねぎ」に興味津々 児童が給食センター見学　砺波東部小

23 地域で盗難防ごう 東野尻自治振興会が宣言

25 高齢者叙勲（７月の県内分） 瑞宝双光章　元福光町福光南部小学校長堀田清氏＝砺波市太郎丸

25 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組

25 新役員 となみセントラルライオンズクラズ

富山 2 県内首長、県議の所得・資産等補充 県議　市町村長

22 地産地消の給食に理解 砺波東部小　タマネギの調理見学

22 車上狙い防止へ宣言 砺波・東野尻地区

22 防火強化誓う　初の祈願祭 砺波地域消防連絡会

23 高校生の献血参加呼び掛け となみセントラルＬＣ

23 インボイス周知へ　山本支部長が抱負 北陸税理士会砺波支部

北陸中日 14 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元福光町福光南部小校長堀田清氏＝砺波市太郎丸

15 首長総所得　平均１２４５万円 ２０年　コロナ対策で減額目立つ

15 県議平均は１４３３万円 自民など６人が２０００万円超

15 ｗｅｅｋｌｙガイド お取り寄せ　野菜の手延べめん「絲」

15 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 24 所得公開　県議平均１４３４万円 昨年　最多は米原氏２８４４万円　県議　市長

24 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　堀田清氏（元福光町立福光南部小学校長）砺波市太郎丸

　２日　金曜日
北日本 1 県内６４歳以下ワクチン接種本格化　１１市町村　月内開始 供給量見通せず　完了遅れの恐れ

6 ５年ぶり下落 三島町国道１５６号線　砺波市

17 高岡第一　初戦は富山西 高校野球富山大会　７日開幕　４３チーム対戦決定

23 消防神社で無火災祈願 砺波地域連絡会

25 自然豊か　般若で暮らそう 砺波　自治振興会　人口減対策　転入者に地元農産物

25 記者ぶろぐ にぎわい取り戻せ　砺波支社　高田莉緒奈

25 ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 砺波ロータリークラブ

31 高３受験生　接種検討 砺波

富山 5 金沢の下落率　全国７番目 主要駅前路線価　北陸三県　三者三様　新高岡の優位変わらず

5 下落地点６割増 富山県内

19 砺波市　ワクチン接種　５０～５９歳の予約見直し 市長会見

19 高３の先行接種検討 都会での感染不安解消

19 互助会費着服の職員処分で陳謝 夏野市長

19 落ち葉用ごみ袋販売 砺波市が初　屋敷林の負担軽減

19 高岡一は富山西と初戦 高校野球富山大会　組み合わせ決まる　高岡商は富山いずみ　１０日　熱戦火ぶた

20 砺波ＲＣ 新任あいさつ

25 真夏日　７カ所 県内７カ所今年最高　富山で３２度　富山、滑川の３人熱中症

北陸中日 12 花いっぱい事業拡大　会社などの参加募る 砺波・四季彩館

12 コロナワクチン接種　 受験や就職試験の高３生優先を検討　砺波市

13 高岡第一　初戦は富山西 夏の高校野球・県大会　組み合わせ決まる

13 消防神社で初の防火祈願祭営む 砺波地域連絡会

読売 20 路線価　２９年連続下落 下げ幅　前年比０．５ポイント拡大

20 夏高校野球県大会　高岡第一　初戦は富山西 ７日開会式

20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

21 ７地点で今年最高気温 砺波市で３０・９度

朝日 19 富山駅前　２年連続横ばい 路線価　変動率は全国９位

19 第１０３回全国高校野球選手権富山大会 ２年ぶり　待ちに待った夏　４３チーム　組み合わせ決定　

毎日 20 路線価　富山駅前　横ばい ２年連続　コロナで上昇に歯止め

20 ４３チーム　対戦決まる １０日から熱戦　富山大会　２年ぶり
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　３日　土曜日
北日本 4 土産品ブランド力アップ目指す とやま観光推進機構　

14 広告 空中カフェ２０２１　ミッシュローゼほか

17 パラ日本　最多２２１人 県勢藤井ら出場　主将に国枝

21 読者写真コンクール　５月の応募から 「大好きだよ」　浅谷彩乃　砺波市十年明

24 火災予防　シートで啓発 砺波地域消防　椅子置き用　作成　砺波地域消防組合消防本部

24 接種の給与費など補正７４８１万円可決 砺波市議会臨時会

24 早期整備へ決議 主要地方道砺波小矢部線の整備促進期成同盟会　総会

25 水の事故防止へ　ため池一斉巡回 県　県内１１カ所の農業用ため池　砺波市市谷の蛇池

25 ６４歳以下の接種準備進む 砺波２万７０００人、南砺２万５０００人

32 ８０代祖母に暴行　傷害疑いで男逮捕 砺波　砺波署　１日

富山 17 地鳴り はかない命　３日で散る花　西川良子　６８歳（砺波市）

18 パラ代表　史上最多２２１人 日本選手団の１次発表　

25 市町村議会（２日） 砺波市　生活困窮世帯の支援金など可決

25 わらじ　足がちくちく 昔の民具を体験、見学　砺波南部小６年

25 生き埋め事故想定　重機で救助訓練 砺波地域消防組合消防本部

25 重点２２件を要望へ 砺波市の来年度事業

27 事件・事故 祖母殴った疑いで逮捕　砺波署

北陸中日 12 議会だより　２日 砺波市

25 祖母傷害容疑で砺波の３７歳逮捕 富山県警砺波署　一日

　４日　日曜日
北日本 15 洗濯の歴史知って 民具展示室　昔ながらの方法紹介

15 パネルシアター　子どもら楽しむ 砺波市出町児童センター

16 浅野総一郎の足跡紹介 ５０人　歴史や文化学ぶ　散居村学習講座

16 スマホを学ぼう ６０～８０代住民が操作　五鹿屋公民館

17 砺波地区中学校総合選手権大会 県西部体育センターほか

22 とやまｗｅｂｕｎランキング ④砺波市職員を懲戒免職へ　互助会の９１万円私的流用

24 入管法違反疑い　ベトナムの女逮捕 砺波署　在留カード収受

富山 16 水田さんら４人　歌や踊りで魅了 砺波でショー　「水田たけし＆仲間たち　歌と踊りと民謡のバラエティーショー」

16 鹿嶋さん優勝 ＮＰＯ法人健康麻将越中ひばり会小杉ふれあい杯予選

22 県内　きょう激しい雷雨 雪たまねぎ　収穫最盛期　砺波、南砺

22 他人名義の在留カード収受 ベトナム人容疑者　砺波署、県内初逮捕

北陸中日 24 風紋　 高岡

朝日 17 「コール麗」全国へ推薦 おかあさんコーラス

　５日　月曜日
北日本 3 中心的役割を期待 夏野修県市長会長

5 読者写真コンクール　６月の入選作 三席　「踊り明かそう ‼」

17 ジャガイモ　愛の宅配 宮村地区三輪会　１人暮らし方へ

17 満開コスモス楽しみ 栴檀山１２町内会　道沿いに種まき

22 べるもんた砺波始発 観光列車　市民ら初便出発祝う

富山 12 コスモスで彩りを 砺波・栴檀山　スキー場周辺で種まき

13 高所作業車生かし２年ぶり街灯磨き 南砺で笹嶋工業

13 砺波小矢部線の整備促進へ決議 期成同盟会総会

13 保育士ら先行接種　３市連携で始まる 砺波、小矢部、南砺

13 富山の居酒屋で母と娘が写真展 高岡の安井さん

14 べるもんた砺波駅出発 県西部縦断、初日から満席

北陸中日 10 ジャガイモ収穫　高齢者らに配る 砺波・宮村の壮年会

11 砺波発「べるもんた」ＧＯ 今月から日曜に１便　記念イベント　観光振興に期待

11 コスモスの種まき　栴檀山地区盛り上げ 砺波の中村常会

11 座席にシート置き　火災防止啓発して 砺波消防組合が配布

11 土砂で生き埋め　重機で救え 砺波地域消防組合が訓練

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　６日　火曜日
北日本 19 スマホの犯罪から身を守る方法学ぶ 庄下地区老人ク連合会

富山 20 昔話をパン粘土で表現 おやゆびひめ、ももたろう・・・　高岡・床さん初個展

20 七夕のつどいで児童が手品楽しむ 砺波・出町センター

22 王者へ１０６チーム熱戦 県少年野球大会　１１日に開幕

23 事件・事故 長女に暴行疑いで逮捕　砺波市の団体職員男
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北陸中日 13 日本昔話　粘土アートに 砺波　幼稚園教諭・床さん個展　となみ散居村ミュージアム

読売 27 新型コロナ　ワクチン　６４歳以下接種　本格化 供給量見通せず　予約開始延期も

27 となみんポロシャツ　新柄 背中に新チューリップタワー

　７日　水曜日
北日本 1 境界の彼方　とやま自治考　 自治体「良くなった」９人　１５市町村長アンケート　平成の大合併１５年　さらなる再編　１２人「不要」

5 民意と歩む　 政務活動費執行率３８．５％　砺波市議会

17 きょう開幕　全国高校野球選手権富山大会 ２年ぶり　奮い立つ球児　球場ごとの入場者数の上限　砺波、黒部市宮野＝各８００人

20 ２０２１　全国高校野球選手権富山大会　メンバー表と主将の決意 砺波　砺波工

23 空中カフェ　２０２１　５ 糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）

33 境界の彼方　とやま自治考 衰退と合併「関係ない」　県内市町村長アンケート　デメリット評価困難

富山 17 地鳴り 老子製作所再建を祈る　堺井清美　６６歳（砺波市）

17 地鳴り わが家見守った唐松ありがとう　黒田和也　４４歳（砺波市）

17 地鳴り ジュンベリーの実　鳥に食べられ残念　戸田祐子　５９歳（砺波市）

17 地鳴り 「オオタニサン」席巻してほしい　北清俊一　６４歳（砺波市）

17 コント 砺波・たぬき

24-25 出場４３チーム紹介 組合せ表 砺波　砺波工

27 新会長に池田氏 砺波建設職業安定協

28 砺波でイオンモール教室展 「楽しい海」自由に描く

北陸中日 13 砺波図書館が銀賞に 中国の国際設計コンクール

読売 28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）　川柳　前田美智子（砺波市）

　８日　木曜日
北日本 14 とやま文芸散歩 岡田淑枝　砺波市在住

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

14 となみ野 人物シリーズ林清納展ほか

14 朝市夕市　県内 砺波市

23 東山見の未来考えよう 砺波　自治振興会　会議開催　課題解決へ

23 会長に池田さん 建設職安協

23 きょうもにっこり 豆腐マイスター　山田晶子さん　（砺波市）

23 空中カフェ２０２１　６ 糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）ほか

25 功労者を表彰 県自治会連合会

25 新役員来社 砺波ライオンズクラブ

富山 20 出前授業　体験楽しい 御物石器の謎考える　砺波・庄東小　縄文の暮らし学ぶ

20 「自然と伝統大切に」 砺波　東山見の未来像で意見

23 エステで温泉の癒やし発信 砺波の佐藤さん　庄川荘に開店　「保湿、老廃物除去に効果あり」

北陸中日 12 背中に新チューリップタワー 砺波市観光協　ポロシャツ販売

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

　９日　金曜日
北日本 18 第７４回県中学校野球　あす開幕 精鋭１６チーム熱戦　出町　庄川

21 声の交差点 楽しいイモの苗作り　砺波市　小西文子(７７歳）

23 御物石器　どう使った？ 市文化財　庄東小６年　考える　砺波市教育委員会の出張授業

23 色彩豊かに女性描く 林清納さん個展　「人物シリーズ」

23 空中カフェ２０２１　７ ラ・ピニヨン（砺波市）

24 来年３月に教育大綱改定 第１回総合教育会議

25 商品券第３弾　市に発行要望 商議所と庄川町商工会

33 ワクチン「足りない」　県内供給　希望量の３割 予約保留や完了遅れ

富山 18 ウイスキー造り　生徒が興味津々 砺波・出町中２年　「１４歳の挑戦」中止で企画　若鶴酒造を見学

19 市教育大綱の改定　教員育成など対応を 砺波教育会議

19 中小企業の支援を 砺波会議所、庄川町商工会　市長要望

19 ロビー展 小川圭二・富田栄人　砺波いろいろミニ写真展　富山銀行砺波支店

北陸中日 1 きょうの紙面 歌い継ぐよ　えんじゃら節

12 えんじゃら節　上達したい　 夏祭り　今年も中止だけど　砺波・南般若地域　児童、めげずに練習

13 わたしのアングル ７月度優秀作②　『私に夏がきた！』鈴木創悟（富山県砺波市）

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

21 雨道も明るく 砺波　県花総合センター　ノウゼンカズラ

別刷3 高校野球富山大会　目指せ甲子園　完全燃焼 砺波　砺波工

別刷4 第１０３回全国高校野球選手権　富山大会 夏の甲子園　県代表校
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１０日　土曜日
北日本 33 ＮＩＥ　教育に新聞を　 新たに砺波の２校　新聞協会　実践校に５４１校

富山 24 松村謙三の書籍発刊 福光出身の政治家　来月に記念館

29 ＮＩＥ実践に５４１校指定 富山県では出町小、出町中（ともに砺波市）

北陸中日 13 御物石器の複製　使われ方を想像 砺波・庄東小

26 ＮＩＥ実践校に県内４校 砺波市出町小、砺波市出町中

読売 24 ＮＩＥ　教育に新聞を 実践校に４校　砺波市立出町小学校、砺波市立出町中学校

１１日　日曜日
北日本 4 金沢国税局長　山寺氏 富山署長は瀬戸氏　砺波署長に新田章富山副署長

10 氷見北部・上市など８強 県中学野球開幕

21 みんなのＶＯＩＣＥ 「一杯のラーメン」　砺波市　４０代　女性　さおぴ

21 声の交差点 せわしない梅雨時期　砺波市　島田栄（７２歳）

25 スイーツと景色満喫 空中カフェスタート　地上１００メートルに笑顔

富山 21 池田、埜村さんＶ 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

21 油田Ａが優勝 第３回砺波市ペタンク協会長杯大会

北陸中日 14 夏休みに読もう　子ども向けの本 砺波図書館が企画展

14 陶芸家の花嶋さん　大型花器など展示 砺波市美術館

15 洗濯機普及前の洗い張りを紹介 砺波民具展示室　梅雨明けシーズンにちなむ洗濯の歴史展

１２日　月曜日
新聞休刊日

１３日　火曜日
北日本 19 第１０３回　全国高校野球　富山大会　第３日 砺波工　６回一挙６点　馬塲の一打で打線に火

25 身近な物で遊び多彩に 高波地区夏祭り　子育てボランティアグループ「のびのびひろば」

26 助産師・救助隊に命の大切さ教わる 鷹栖小児童

26 横断歩道　歩行者優先を 砺波署　砺波まなび交流館で

26 スマホの使い方体験 砺波市油田公民館　「らくらくスマホ体験教室」

27 太田ク（砺波）Ｖ 県ゲートボール選手権

33 ガソリンまた値上げ 県内１６０円台目前　ドライバー「満タンためらう」

富山 22 松井潜水隊長　児童に命の授業 砺波・鷹栖小

23 チューリップ球根集荷 砺波の県花卉球根農協　品質まずまず

23 新会長に桜井市長 国道３５９号期成同盟会

23 団体は下村Ｖ 砺波市東般若地区グラウンドゴルフ大会

24 高校野球　富山大会 砺波工　コールド発進　富山高専１点返す　馬塲、猛攻の口火　砺波工

北陸中日 12 ２０２１夏　全国高校野球選手権　富山大会 砺波工　コールド発進

12 光る風 声でプレーで　チーム鼓舞　砺波工・沖田主将　六回適時打

12 コロコロ豊作　来春のお楽しみ 砺波　チューリップ球根集荷

読売 30 夏　高校野球　県大会 砺波工　コールド　６回に６点　突き放す　先輩への感謝　打って伝えた

朝日 27 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会　第２日 砺波工　打線つなぐ

１４日　水曜日
北日本 20 わが家のアイドル 穴田瑚侑ちゃん　１歳　砺波市幸町

21 火遊び絶対しません 東般若保育園児が誓い

21 自転車の安全利用　交流会で意識高揚 鷹栖小・砺波工高

22 １３０６人の冥福祈る 戦没者追悼式

23 定員９２人減６３７８人 ７年連続で過去最少　２２年度県立高校全日制

23 会長に桜井小矢部市長 国道３５９号改修促進期成同盟会

29 県内７人感染 新型コロナ

富山 20 自転車の安全意識高め 砺波・鷹栖小　砺波工生に披露

20 「離れて座ろう」シート 砺波消防製作　防火も呼び掛け

20 花火１人で遊びません 砺波・東般若保育園

21 １３０６柱の冥福祈る 砺波で戦没者追悼式

21 カヌーで水に親しむ 砺波でＢ＆Ｇ塾開講

22 過去最少６３７８人に 来年度の県立高定員　前年比９２人減　７年連続マイナス

26 新型コロナ　県内７人感染 砺波市１人

27 ほたるいか 砺波消防署で交通安全講習会

北陸中日 13 赤ちゃんの重さ実感 砺波・鷹栖小でいのちの授業

25 県内新たに７人感染 砺波市の五十代男性
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読売 28 よみうり文芸 短歌　砺波市　井上房子

29 県立高定員　最少６３７８人　 全日制　砺波の普通科で１学級減

毎日 26 甘～い雪たまねぎできた 肉厚、高品質　今季の出荷開始　ＪＡとなみ野

26 納品作業に興味津々 砺波東部小児童が見学

１５日　木曜日
北日本 2 県内梅雨明け ２６日間　６番目の短さ　１４日の最高気温は砺波３１・０度

14 となみ野 県年金受給者協会砺波支部第２８回ゲートボール大会ほか

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

25 仲さん（砺波出身）漫談を披露 西方寺

25 交通事故防止へ体験型の講習会 電動カート試乗も

27 きょうから優先・先行予約 ５９歳以下のワクチン接種　砺波市

27 庄川水まつり　１０月２４日に延期 庄川水まつり実行委員会

27 あゆのつかみ捕り　昨年に続いて中止 庄川沿岸漁業協同組合連合会

27 レッドジッパーズ　劇的勝利で初優勝 市ナイターソフトボール

富山 1 北陸　梅雨明け　昨年より１８日早く 県内晴れ　砺波３１度

20 五鹿屋、南般若でやわやわ運転 砺波署が宣言書交付

21 基礎疾患の市民　きょうから受け付け 砺波市のワクチン予約

21 庄川水まつり、１０月に 例年８月　水に濡れる事業中止

21 地元の薪を無人販売　砺波・せんだんのＨＩＬＬ １束５００円　キャンプ用に期待　スギ端材、クヌギ活用

21 おかず味噌作り学ぶ 地元のナス、キュウリ使い　せんだんのＨＩＬＬ

21 浅野総一郎の足跡を学ぶ 砺波で講座

24 コント 砺波・たぬき

北陸中日 12 シャキシャキ　ニラ玉丼 県特産「アルギットにら」使用　４県のセブンで発売

12 戦没者の冥福祈る 砺波で追悼式

12 庄川水まつり　１０月に開催へ 「未来につなげる」をテーマに時期をずらし

13 子ヤギ　今年も生まれたよ 砺波の幼稚園　園児と触れ合い　私立出町青葉幼稚園

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 29 北陸　梅雨明け 平年より９日早く　砺波市五郎丸で３１・０度

朝日 29 県立高来年度定員、全日制は６３７８人 砺波１学級４０人減

１６日　金曜日
北日本 14 声の交差点 パークゴルフは最高　砺波市　上野亮平（７８歳）

27 やわやわ運転に宣言証 砺波署　「北寿会」「南般若高砂会」

29 台座の３色タイル販売 旧チューリップタワーで使用　　「思い出残して」要望に応える

35 新たに４人感染 砺波・滑川・南砺

富山 1 県内激しい雨 砺波市で２８ミリ

1 デルタ株疑い　新たに１人 砺波市の４０代男性が中等症

30 全席シートベルト着用を誓い署名簿 砺波運転管理者部会

31 南般若の花壇が一般で最優秀賞 砺波のコンクール

31 ロビー展 ＹＯＵ（遊）の会たのしいミニパステル画展　北陸銀行砺波支店

32 県選抜少年野球大会 出場チーム紹介下　１６チーム激突　あす黒部で開幕　砺波東部・庄南野球スポーツ少年団（砺波市）

32 研究レポート最優秀　やなぜ苑（砺波）表彰 県老人福祉施設大会

33 事件・事故 父親への傷害疑い　砺波市の無職男（２９）現行犯逮捕

北陸中日 5 発言 野菜づくり　基本を忘れずに　上野亮平　７８　富山県砺波市

12 進路選択の参考に畑や直売所を巡る 砺波、南砺の農業高生

13 自転車県大会Ｖ２１　児童が技術を披露 砺波工高生招き　砺波市鷹栖小学校の自転車クラブ

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

26 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

朝日 21 吹奏楽コンクール　磨いた音　響け 県大会　あすから魚津で　砺波高校　部員減少でＢ部門に　音遠くへ一人一人が意識

毎日 22 ギャラリーだより 季節の展示「洗たくの歴史」　砺波民具展示室

１７日　土曜日
北日本 13 文芸新刊から 柳誌「川柳えんぴつ」７月号

17 第１９回北日本新聞社長杯　パークゴルフ大会 県王座へ腕が鳴る  射水 あす２年ぶり開催

28 水辺の生き物観察 牧野小５年 庄川調査

28 「はやぶさ２」のカプセル展示 １２月 四季彩館　砺波市議会臨時会の議案説明会

29 ものづくりと異業種連携見学 県ミライ会議

29 「１１０番の家」目印贈る となみセントラルライオンズクラブ
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富山 2 鋳物製蒸留器を視察 若鶴酒造 県・ミライ会議委員ら

3 県西部連携に意欲 高岡市長  ３市長に就任あいさつ

3 不法投棄重点パト 黒部、入善を追加 県、連絡協で説明

15 地鳴り 死力を尽くし戦ってほしい　北清俊一　６４歳（砺波市）

24 はやぶさ２のカプセル 砺波にやってくる 四季彩館で５点  １２月、北陸三県で初公開

25 １１０番の家目印に３小にカラーコーン となみセントラルＬＣ

25 旧タワーのタイルいかが？ 砺波の四季彩館　きょうから販売

北陸中日 12 もこもこ上から見ると… 砺波チューリップ公園　コキア

12 タワーのタイル クラフト材料に 砺波・四季彩館で販売

12 ２０２１夏 全国高校野球選手権　富山大会 今日から２回戦 シード校も登場

　１８日　日曜日
北日本 10 砺波　９回に底力 シーソーゲーム　高岡破る　１年生山本が決勝打

10 ぐっとショット！ 高岡―砺波　併殺を狙い一塁に送球する高岡の内野手

17 にじみや前衛　多彩な書体 本社カルチャー　２０周年記念し書道展

17 石仏３３観音巡り歴史文化学ぶ ２０年ぶり「歩こう会」　「庄川左岸中筋往来３３観音を見て歩こう会」

18 出町中生徒がＳＤＧｓ学ぶ 三井住友海上

18 最優秀に「かがやき花壇」 ２０２１年度市花と緑のコンクール審査結果

19 全国で健闘誓う 壮行会に選手・監督５６人

27 富山・砺波　４人感染 １７日　新型コロナウイルスに感染　砺波市の３０代女性

富山 1 県内　暑さ本番 ３地点で最高気温　熱中症７人搬送　砺波市３１・５度

16 ペットしのぶ木彫刻 南砺・木村工房「逸品」で紹介

16 庄川沿い石仏巡る 砺波・中野文化協会

16 全国大会出場　５６人が活躍誓う 砺波で壮行会

18 県選抜少年野球 ＵＯＺＵ　戸出西部　桜井　砺波東部・庄南　４強

18 出町、吉江　卓球団体Ｖ 第５９回県中学校総合選手権

19 高校野球富山大会 シード　６校勝利　２校敗北　２回戦で熱戦　石動、砺波はシード校との接戦制す

19 砺波　１年山本が決勝打 同点の９回表　１年生で唯一スタメンの山本和哉

19 高岡あと一本出ず 砺波４－３高岡

北陸中日 10 ２０２１夏全国高校野球選手権富山大会 高岡商など３回戦へ　砺波は九回に勝ち越し

10 伝統工芸　振興策探る 砺波で関係者　異業種連携を視察

25 県内　４人感染 砺波市の三十代女性

読売 30 きのうの成績 ２回戦　砺波４－３高岡

31 夏　高校野球　県大会 高岡第一　コールド　砺波４－３高岡

31 コロナ４人感染 富山市と砺波市の１０～３０歳代の男女４人

朝日 26 吹奏楽コンクール ３部門５校　県代表に　小学生　出町小　中学Ｂ　庄西中

27 第１０３回全国高校野球選手権富山大会　第４日 砺波　コツコツ競り勝つ

毎日 24 全国高校野球　富山大会 砺波４－３高岡

　１９日　月曜日
北日本 1 あついぞ‼ 富山　 ９地点　気温今年最高　砺波３３．１度

9 北日本俳壇の集い 特選　野村邦翠　佳作　二俣れい子

10 きのうの試合 砺波工７－２国際大付

11 第１０３回全国高校野球　富山大会　第６日 国際大付　力及ばず　２年生エース　意地見せる

15 避難所運営　ゲームで体験 市防災士連絡協

15 庄川の歴史歩いて学ぶ 砺波市五鹿屋公民館のウオーキング大会

21 声の交差点 忘れ得ぬ「遙かな友に」　砺波市　山田泰子（７３歳）

22 コロナ収束願い　自転車で疾走 富山や高岡など４コース

22 グラウンドゴルフ　砺波市協会第３２回納涼薄暮ナイター大会 １８日、庄川河川敷公園

25 今を解く　ヤングケアラー上　 「自分がしたくて…」　自覚なく　心に負担

25 県内５市６人感染 新型コロナ　砺波市２人

25 熱中症で１２人搬送 県内２人重症　

富山 1 県内全域真夏日 朝日スイカ収穫始まる　砺波３３・１度

7 コント 砺波・たぬき

12 避難所運営を訓練 砺波の防災士　カードゲーム活用

12 カブトムシ探そう 砺波・頼成の森　親子が観察会

12 砺波駅広場で清掃奉仕活動 立正佼成会壮年部

13 コロナ収束祈り県内疾走 サイクリング

13 温室効果ガス削減を考える 砺波・出町中

14 県選抜少年野球 戸出西部　初Ｖ　児嶋選手（戸出西部）最優秀賞
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15 高校野球富山大会 １６強出そろう　砺波工

15 国際大付、終盤沈黙 砺波工７－２国際大付

18 県内６人感染 新型コロナ　砺波市の６０代男性、２０代女性

19 ほたるいか 砺波市五鹿屋公民館のウオーキング大会

北陸中日 10 ２０２１夏全国高校野球選手権富山大会 入善など１６強そろう　きのうの試合結果　砺波工７－２国際大付

11 「こども１１０番の家」示すコーンを寄贈 となみセントラルＬＣ

11 カードゲームで避難者振り分け 砺波で防災士

11 えんじゃら節継承　熱意不変 砺波　祭り中止でも住民らけいこ

23 県内新規感染６人 砺波市の二十代女性と六十代男性

読売 27 夏　高校野球　県大会 新川　コールド　高岡西部球場　砺波工７－２富山国際大付

27 コロナ６人感染 富山、射水、砺波、南砺、氷見市の２０～６０歳代の男女計６人

朝日 21 第１０３回全国高校野球選手権富山大会　第５日 １６強決まる　福岡　５点差はね返す

毎日 28 変化自在？変わったカエル展示 魚津水族館　白・黒・青の計５匹

２０日　火曜日
北日本 6 石川に巨艦店「イオンモール白山」開業 客流出に危機感　県内ＳＣ・百貨店「半年程度は影響」

18 空中カフェ楽しんでね メルギューくん出迎え

18 １０ＷＡＶＥ事業 分かりやすい言葉で発信　砺波市総合計画審議会

18 自律ロボの正確性競う 「ＷＲＯ（ワールド・ロボット・オリンピアード）Ｊａｐａｎ」の県予選会

18 カブトムシ見つけた！ 県民公園頼成の森の「カブトムシウオッチング」

23 ニュースファイル 足場から落ち重傷　石動青葉保育園の増改築工事現場

25 富山の２人　コロナ感染 富山刑務所職員ら　北國銀行砺波支店（砺波市）の従業員１人感染

富山 1 イオンモール白山　全面開業 超広域集客　８００万人目標

1 コキア緑鮮やか　チューリップ公園 県内全域で真夏日

19 新「１０ＷＡＶＥ」示す 砺波市総合計画審　学びと循環型社会

20 砺波地区寿野球定期リーグ戦 １１日・小矢部野球場

21 利用増へ公共交通計画 城端・氷見線活性化推進協　コロナ後の観光振興　月内に沿線住民アンケート

21 事件・事故 作業中、足場から落ち重傷　石動青葉保育園増改築工事現場

北陸中日 13 かがやき花壇が一般の部最優秀 砺波のコンクール

13 亜熱帯植物中心に２０種４００鉢そろえる 砺波・四季彩館

読売 28 脱炭素社会へ中学校で授業 砺波　出町中学校１年４組　砺波体育センターで

２１日　水曜日
北日本 4 ２０年度　県内公共交通利用 タクシー５割　バス３割減　県議会特別委　支援充実求める

4 ｅスポーツ決勝へ抱負 砺波工高生　来月全国大会出場　「高校対抗ｅスポーツ大会」

6 最優秀賞に武田さん（南砺） 商工会青年部主張発表

6 コロナ対策で紫外線照射装置 日本海ツーリスト

19 ネットの危険性知る 般若中　砺波署員が講師　ネット利用安全教室

21 砺波福光線整備目指す 主要地方道砺波福光線の整備促進期成同盟会

26 城端線　５時間５０分運休 暑さでレール変形　戸出駅　２０日

富山 1 県内初　熱中症アラート 全域で３日連続真夏日　富山空港３２・９度　５市町６人搬送

3 公共交通体系を再構築　県議会特別委で方針 コロナ後見据え　県が検討着手　「ばらばらではダメ」　米原氏

3 ｅスポーツ大会　決勝の健闘誓う 砺波工高生、知事に　全国高校対抗ｅスポーツ大会

25 空き家活用　家族葬施設 砺波　川岸、三澤さん開設　「苗加邸」

25 カーブミラー清掃 砺波・庄川遊覧船

26 砺波福光線　早期改良を 南砺で期成同盟会　主要地方道砺波福光線整備促進期成同盟会

30 戸出駅で信号故障　城端線の１４本運休 暑さでレール不具合　２０日

北陸中日 22 線路も熱中症？　部品故障 戸出駅　信号不具合　普通列車１４本運休　二十日

読売 30 よみうり文芸 俳句　【秀逸】　砺波市　野村真里恵

30 夏乗り切るニラ玉丼 セブンで販売　県産使い　シャキッと食感

31 砺波工業高　全国へ ｅスポーツ　活躍誓う　

日本経済 35 白山水系の伏流水使用　立山酒造、飲料水に参入 酒需要低迷、新事業に活路

２２日　木曜日
北日本 12 となみ野 第１５回北部ブロックペタンク交流大会ほか

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 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 とやま×私×フォト 「梅雨を楽しむ」　大東吉行（砺波市）

27 規格外野菜　ネット販売 フードロスを削減　野菜加工のユーキフーズ（砺波市太田）

27 みんなの広場にチューリップ模様 イベント活用

27 カーブミラー美しく 砺波市の庄川遊覧船
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28 電子回路組立部門　和世さん（砺波工）最優秀 ものづくり大会

29 県民芸術文化祭 ９月１８～２０日に砺波で総合フェス

29 ５０～５９歳の予約　来月２日から 砺波市議会　２１日臨時会

35 県内６市町　９人が感染 コロナ　砺波市の２０代女性が肺炎などの中等症

35 ベトナム人実習生再逮捕 砺波署　無登録貸し付け疑い

富山 23 歌壇 三位　砺波市庄川町三谷　山森和子

25 市町村議会（２１日）　砺波市 ５０～５９歳、２日予約開始　ワクチン　イオンで集団接種

25 はやぶさ２カプセル展示費可決 臨時会

25 消防団員の先行　３市連携で検討 ８月以降の大規模接種

25 広場中央に花の図柄 チューリップ公園再整備

27 紙風船 世界初の蒸留器　「三郎丸蒸留所」

27 高校野球富山大会 ８強へきょう激突　きょうの試合

34 在留カード担保に貸金 砺波署　ベトナム人容疑者再逮捕

34 県内９人感染 新型コロナ　砺波市の２０代女性が肺炎を伴う中等症

北陸中日 10 帰還カプセル見て　はやぶさ２巡回展 砺波で１２月開催

10 議会だより　２１日 砺波市　臨時会を開会

10 第６４回中部日本吹奏楽コンクール富山県大会 ７月３１日（土）、８月１日（日）　砺波市文化会館

10 ２０２１夏全国高校野球選手権富山大会 きょう３回戦８試合

10 コロナワクチン接種 砺波、南砺、小矢部市　消防団員を優先検討

10 予約開始後ろ倒し 砺波市

11 チューリップ公園広場の設計案公表 砺波市、９月着工

11 ｗｅｅｋｌｙガイド 催し　Ｂ＆Ｇマリーナフェスティバル

11 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館　となみ野作家シリーズ６　芝教純展

28 ベトナム人実習生　無登録で貸金疑い 砺波署が再逮捕

29 県内９人感染増 砺波市一人

朝日 23 住みここち　砺波２位 北陸版　大東建託ランキング

２３日　金曜日
北日本 11 第１０３回　全国高校野球　富山大会 新湊の津田　痛恨暴投　砺波工４－３新湊　きのうの試合

19 声の交差点 東京五輪　熱戦に期待　砺波市　武部幹夫(８０歳）

23 県内１２人感染　増加傾向 新型コロナ　デルタ株疑い３人　砺波市２人

富山 9 地鳴り 五木氏の姿勢　深く感銘　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

18 親子、買い物体験でお金の大切さ学ぶ 砺波でスクール　日本こどもの生き抜く力育成協会のキッズマネースクール

19 道の駅庄川　五輪「勝つ」カレー 鹿児島黒豚でスタミナ満点

21 高校野球　富山大会 ８強　石動、富山一、富山商、氷見、砺波工　試合結果　あすの試合

21 積極走塁でシード破る 砺波工４－３新湊

21 砺波、粘り届かず 氷見８－５砺波

24 県内１２人感染 デルタ株疑い３人　砺波市２人

25 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家の「夏の集い」

北陸中日 10 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 ８強決まる　きのうの試合結果

23 県内感染１２人増 砺波市の五十代男女

読売 23 夏　高校野球　県大会 高岡西部球場　氷見８－５砺波　悔しさ胸に 最後まで　砺波の安田裕翔投手

23 夏　高校野球　県大会 砺波市野球場　砺波工４－３新湊　きのうの成績

23 コロナ１２人感染　 ２２日

朝日 21 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会　第６日 ２０２１　夏　８強決まる　砺波工　光った好走塁

21 高岡商サヨナラ■高岡第一１５安打■石動６回猛攻■氷見が集中打 高岡西部　３回戦

21 富山第一８回逆転■富山北部・水橋コールド■富山商８回７点 砺波　３回戦

毎日 20 ギャラリーだより となみ野作家シリーズ６「芝教純展」

20 全国高校野球　富山大会 高岡商　サヨナラ勝ち　富山北部・水橋はシード破る

２４日　土曜日
北日本 21 草花・風景　感性あふれ 和紙ちぎり絵教室展　開く　「和田華光　和紙ちぎり絵教室展」

21 音楽会で練習の成果披露 「こどもたちによる穏やかな午後の音楽会」

23 とやま×私×フォト 「新緑」　ロビンちゃん（砺波市）

25 ニュースファイル 衝突で８０代夫婦が重軽傷　高岡市戸出大清水の県道交差点

27 県内１５人感染　第５波か 新型コロナ　４日間で５０人超え

富山 9 地鳴り お墓をしまう　やむを得ないか　 犀川寮明　７３歳（砺波市）

9 地鳴り 感謝を忘れず食べる方に専念　角栄一　６９歳（砺波市）

23 砺波・庄川水記念公園  庄川ゆずでマフィン 潟沼さん考案、新名物に

23 洗濯の苦労  道具で伝え 砺波民具展示室に２０点　「洗たくの歴史展」
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25 夏満開  県内　７地点で今年最高気温 富山空港で３４度  砺波市３３・８度

25 事件・事故 乗用車が追突、男性骨折  高岡市戸出大清水の県道交差点

27 富山１５人感染 新型コロナ　２日連続１０人超　砺波市４人

北陸中日 5 発言 大島さんのプレー  懐かしい　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

8 中部日本 吹奏楽コンクール 県大会出場校 ② 砺波市庄西中

8 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 きょう準々決勝  二十四日  きょうの試合

21 県内新たに１５人感染 二十三日  砺波市の二十～三十代の男女四人

読売 23 コロナ１５人感染 変異型１人判明

23 夏　高校野球  県大会 きょうの試合

朝日 19 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会 ８強  きょう激突 きょうの試合

毎日 26 今月の二首 砺波市  山森和子

２５日　日曜日
北日本 8 第１０３回　全国高校野球　富山大会 石動　主戦飛田　力尽きる　砺波工　好機生かす

8 ぐっとショット！ 砺波工―石動

17 空き家改装　憩いの場 砺波「一服茶屋ふかえ」きょうオープン　嶋村さん　障害者や高齢者支援

17 会員の多彩な力作３９点並ぶ 市書道連盟作品展

19 戦争の悲惨さと平和を考える 砺波図書館企画展

19 男子は水上さん　女子吉田さんＶ 砺波市パークゴルフ協会第７回むかわ町杯ＰＧ大会

24 「ジューシー」味に太鼓判 砺波　東別所　ふく福すいか　試し採り

24 庄川の自然美　多彩に 中学生清流展　写生画１００点一堂

24 チューリップ　品質良好 砺波で球根集荷大詰め

27 砺波・高岡・富山　３人コロナ感染 砺波市の２０代

富山 21 高校野球　富山大会 砺波工　終盤の逆転劇　佐藤、犠飛で決勝点

21 石動、打線が沈黙 砺波工４－２石動

21 事件・事故 高岡の衝突事故、男性が死亡

22 地鳴り 自分の最期考える日々　紫藤道子　８６歳（砺波市）

23 富山県内３人感染 ３日ぶり１桁　砺波市の２０代軽症

北陸中日 12 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 ４強決まる　高岡商　富山商　高岡第一　砺波工

12 五輪にちなんでカツカレー販売 道の駅庄川

12 「よいやさ」木遣り踊り熱く ３年ぶり　いなみ太子伝観光祭　

26 県内では３人 砺波市の二十代男性

読売 29 夏　高校野球　県大会 高岡商　圧倒４強

29 コロナ３人感染 砺波、高岡、富山の各市の２０～４０歳代の男性計３人

朝日 19 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会 準々決勝　４強決まる　砺波工　流れつかむ

毎日 22 全国高校野球　富山大会 富山商　逆転勝ち　準々決勝　高岡第一も４強入り

２６日　月曜日
北日本 6 映える写真バトル 第５５回　エール　砺波高校写真部

19 水上スポーツ満喫 マリーナフェス　ボートやカヌー

19 結成５０周年　短編３作上演 劇団すばる

19 イワナ捕まえ歓声 砺波市高波公民館

19 ごみを拾い集め庄川沿いきれいに 沿岸漁業協同組合連合会

26 県内７市町　１５人感染 コロナ　１４人が経路不明

富山 16 イワナ追い掛ける 砺波・高波公民館

16 庄川クリーン大作戦に２５０人 沿岸漁協連合会

17 熱送り太鼓　力強く コロナ収束、五輪の無事運営祈願　砺波・桑野神社で祭り

17 アユの塩焼き舌鼓 道の駅庄川　炭火でじっくり

17 空き家活用で一服茶屋 砺波　障害、高齢者の集う場　嶋村さんが開設

19 高校野球　富山大会　あす４強激突 決戦へ練習に汗　層厚い高岡商　粘りの富山商　好投の高岡一　隙突く砺波工

20 月曜川柳　乱反射 小竹律子（砺波）

21 暑かった４連休　最終日に水遊び 富山、高岡最高気温　熱中症疑い６人搬送

22 県内　コロナ感染１５人 砺波市が８人

23 ほたるいか 第３３回Ｂ＆Ｇマリーナフェスティバル

北陸中日 1 県内は１５人 砺波８人

10 カヌー体験「水上涼しい」 砺波でフェス

10 「イワナ捕ったぞー」 砺波の公園、魚つかみとり大会　砺波市高波公民館

11 ふく福すいか　出来良し 砺波、直売所　きょう開設

11 チェックポイント　写真撮り得点稼げ 県砺波青少年自然の家　夏の集い
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読売 27 コロナ１５人感染 砺波市や高岡市など計７市町の１０歳未満～５０歳代の男女

27 水上疾走　しぶきに歓声 ４か所で最高気温　砺波でフェス

２７日　火曜日
北日本 6 理事長候補に杉木氏 となみＪＣ

21 １０月に義務教育学校視察 学校あり方検討委

21 公民館で夏休み宿題 砺波　南般若　地域の大人が先生役

29 県内１５人　新たに感染 砺波市３人

富山 20 くらしの日記 副反応さまざま　犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

22 ２２年度理事長候補者に杉木氏 となみＪＣ

23 ふく福すいか人気 砺波　東別所新に直売所開設

25 高校野球　富山大会 準決勝、あすに順延

26 地鳴り 公的機関から利用証発給を　加藤明雄　６５歳（砺波市）

26 地鳴り 全ての選手にエールを送る　比留間玲子　６７歳（砺波市）

27 県内コロナ新たに１５人 １週間で８４人、前週の３倍　砺波市３人

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

12 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校④ 砺波市出町中

12 タブレット端末で高齢者の安否確認 砺波の中山間地　栴檀山は全戸配布

13 松村謙三没後５０年　遺墨集と訪中記録 記念会館が近く発刊

13 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 準決勝　あすに延期　台風で悪天候予想

読売 27 コロナ１５人感染 黒部、富山、上市、朝日、砺波、射水の各市町と東京都の男女

朝日 23 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会 ４強あす激突　台風で日程変更　砺波工　４戦１２犠打　手堅い攻め

２８日　水曜日
北日本 12 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

28 県民　睡眠不足ワースト　４８．４％ 共働き多く　時間削られ　協会けんぽまとめ

28 県ＰＴＡ三行詩コンクール 永井・奥村・林さん最優秀

28 週２０人感染で注意呼び掛け 砺波市

28 電気工事部門で相馬さん最優秀 高校生コンテスト県大会

28 予算確保の要望を決議 国道４７１号整備同盟会

富山 4 睡眠習慣　富山ワースト１位 協会けんぽ富山支部　石川２２位

26 パンづくり　児童が体験 砺波で講座

26 福光の広瀬さん「海の日大賞」 県絵画コンクール

26 強盗想定で訓練 ＪＡとなみ野中央支店

27 砺波市　１週間で感染者２０人 コロナ会議　まん延懸念、注意喚起

27 災害に強い道路整備を 国道４７１号期成同盟会

27 １０月に義務教育学校視察 砺波の学校検討委　「砺波市立学校のあり方検討委員会」

28 高校野球　富山大会 きょう４強が激突

31 富山アラート発出へ コロナ７人感染、増加傾向　きょう本部会議

31 職員１人が感染 ハローワーク砺波

北陸中日 12 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 きょう準決勝　勝敗の鍵は　砺波工　随一の粘り

27 県内７人　新規感染 砺波市の三十代男性

読売 28 よみうり文芸 俳句　秀逸　砺波市　源通ゆきみ

29 コロナ７人感染 高岡、黒部、魚津、砺波市、上市町の２０～５０歳代の男女

２９日　木曜日
北日本 1 県内２１人確認 ５月２８日以来２０人以上　砺波市１人

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 北日本新聞販売店ミニコミ「かいにょ通信」発行２００号記念ギャラリー展

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

16 第１０３回　全国高校野球　富山大会 逆転機２度　砺波工逸す　戦い終えて　感謝でいっぱい

25 看護師・介護士がカフェ 砺波　患者と住民　交流施設　健康相談にも対応

25 夏野菜　伸び伸び描く 砺波市油田地区の絵画教室　油田公民館

25 パン職人を体験 瀬尾学園総合カレッジＳＥＯ　夏休み職業体験講座

25 強盗や特殊詐欺に備え 砺波署　ＪＡとなみ野中央支店で強盗対応訓練

29 声の交差点 富山西ナインに感動　砺波市　北島嘉孝（５０歳）

富山 13 地鳴り ツバメの巣　修復に感動　小倉慶子　７６歳（砺波市）

26 えんじゃら節楽しい 砺波・南般若公民館　児童が夏休み教室　宿題の後に体験

26 星砂探しコーナー開設 道の駅庄川　奄美の世界遺産記念

26 福岡高生が地元企業の魅力学ぶ 福岡高の「企業魅力体験バスツアー」

28 高校野球　富山大会 ４強が激突　準決勝　高岡一９－１砺波工
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28 後輩に託す甲子園の夢 砺波工・沖田　

28 砺波工、力尽きる 高岡一９－１砺波工

33 県内コロナ２０人超 砺波１人

北陸中日 1 ４回目　富山アラート 新規感染２１人　「往来慎重判断を」　砺波市一人

10 ２０２１　夏　全国高校野球選手権　富山大会 躍進の砺波工　４強で涙　昨秋、今春は初戦負け　先発岩永「充実した３年間」

11 えんじゃら節　踊れた 砺波・南般若の児童が習う

読売 26 夏　高校野球　県大会 高岡第一コールド　昨年王者　打線圧巻　守備の悔い　打つ

26 この石器って　どう使った？ 砺波の６年生　縄文学ぶ

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 25 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会 高岡第一１４安打圧倒　準決勝（富山市民）高岡第一９－１砺波工

25 砺波工　満塁機のがす いい緊張感あった　岩永はよく投げた

25 視線 自分の声がみんなに届いた　砺波工・沖田慧信主将（３年）

25 高岡第一－砺波工 四回表、高岡第一・沖田が三塁を狙うがタッチアウト

毎日 22 全国高校野球　富山大会 高岡商ＶＳ高岡第一　あす決勝

３０日　金曜日
北日本 21 第５３回　北日本新聞朝間野球県大会 １７郡市代表激突　あす開幕　守って好機生かす　砺波市　砺波午前様クラブ

23 ジャングル気分楽しんで 四季彩館　熱帯原産の２０種４００鉢

26 県伝統工芸士展ＰＲ ８月５日～１０日　御旅屋セリオ

27 とやま×私×フォト 「変わる花の色あじさい」　ロビンちゃん（砺波市）

富山 24 樹脂のパフェできた 砺波・油田公民館で親子が挑戦

25 安否確認へスマホ学習 砺波・栴檀山　タブレット配布前に

27 県伝統工芸士展ＰＲ 県伝統工芸士会　斉藤会長が来社

30 黒部初のクラスター スナックで７人　県内２４人感染　砺波市１人

北陸中日 12 子どもに遊びや勉強の場 砺波　福祉センター北部苑受け入れ

３１日　土曜日
北日本 5 新生児の聴覚異常検査　県内７市町　助成なし 専門医「地域差なくして」　受検ほぼ１００％　富山市実施せず　将来への助け

5 となみ政経懇話会　７月例会 昭和大学医学部客員教授　二木芳人氏　

23 庄川ゆずでマフィン 庄川峡観光協同組合　潟沼さん考案　４種類　オリジナルスイーツに

23 ハート形地上絵出現 チューリップ公園　コキアこんもり

23 イノシシ防ぐ電気柵点検 市鳥獣被害防止対策協

30 砺波北部・庄川ＪＢＣが優勝 会長杯学童ナイター

33 県内３７人感染 砺波１人

33 砺波の山中　白骨化遺体 行方不明高齢者か　砺波市市谷

富山 3 高齢者ワクチン接種率で本社調査　富山市完了　８月にずれ込み ６市町村で７０％下回る　１回目は全市町村８０％超に　

31 イノシシの電気柵　住民が設置法学ぶ 砺波でパトロール　砺波市鳥獣被害防止対策協議会

33 事件・事故 砺波で身元不明の白骨遺体　砺波市市谷

37 ３７人感染　過去２番目 県内コロナ　デルタ株７人

北陸中日 1 県内　新たに３７人感染 入院者　ステージ移行目安超え

13 戦争、平和考えて　小説や絵本展示 砺波図書館

27 砺波の山間地に白骨化した遺体 近くに高齢男性自転車　砺波市市谷

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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