
　　　　　　　２０２０（令和２）年７月　砺波市ニュース　　（砺波市関係新聞記事索引）
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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　１日　水曜日
北日本 2 叙勲（１日） 瑞宝小綬章　元県人事委員会事務局長河森正哲氏＝砺波市深江

11 ２０１９年分　所得と資産補充報告書公開 石井知事２０６８万円　県議平均は１４５５万円

20 県内外３ヵ所に「草魂碑」 今井さん　草に感謝の心で建立　砺波市宮村

20 庄川右岸の用排水　早期整備など要望 国・県へ重点２３項目　２０２１年度の市重点事業

28 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　１組

31 男性切られ負傷 殺人未遂容疑　同僚ベトナム人逮捕　砺波署

富山 2 １９年所得公開　 県議平均１４５５万円　過去最低の前年比４１万円増　

2 県内首長、県議の所得・資産等補充 県議　市町村長

3 本社来訪(３０日) 砺波総局

21 地鳴り マスク姿の生活続くのが心配　角栄一　６８歳（砺波市）

22 井波散策マップ作成 不動産業・小西さん　「まちに活気を」　クリアファイルで情報入れ替え

22 あゆつかみ捕り大会中止 庄川沿岸漁業協同組合連合会

23 ケヤキ古材で椅子　砺波・加藤さん 種田保育所に贈る　庄川挽物木地の伝統工芸士

25 紙風船 アユ食べて免疫力を

25 高齢者叙勲（１日） 瑞宝小綬章　元県人事委員会事務局長河森正哲氏＝砺波市深江

29 ベトナム人実習生　殺人未遂容疑で逮捕 砺波署　砺波市千保

北陸中日 14 知事の総所得　２０６７万円 １９年　市町村長、富山市トップ

14 県議平均は１４５４万円 前年比４０万円増　自民５人　２０００万円超

14 高齢者叙勲（１日） 瑞宝小綬章　元県人事委員会事務局長河森正哲氏＝砺波市深江

15 グッズ販売　金沢美大の後輩支援 砺波出身のデザイナー・熊木さんら

15 あゆのつかみ捕り　新型コロナで中止 庄川沿岸漁業協同組合連合会

25 砺波のベトナム人逮捕 同僚殺人未遂容疑　砺波署

読売 28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

28 知事所得増　２０６８万円　 県議平均１４５５万円

朝日 21 国会議員　平均２５２３万円 所得公開　知事は２０６８万円　

毎日 22 資産公開　知事の所得は２０６７万円 県議最多　米原氏２９８８万円

　２日　木曜日
北日本 1 ２０年県内路線価　高岡に異変 「新幹線駅周辺」最高　「末広町」から入れ替わる

5 ’２０秋　知事選 知事選で首長発言　自民の要請あれば　砺波　夏野市長

6 富山市駅北が上昇　県内路線価 砺波市　４年連続横ばい　三島町の国道１５６号沿い

18 わが家のアイドル 柴田空杏ちゃん　１歳　砺波市三島町

19 総合病院に「発熱外来」 コロナ対策　専用の建物で診察

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

26 城端・氷見線のＬＲＴ化考えよう １９日と来月　学習会　呉西地区交通まちづくり市民会議

29 砺波福光線整備事業計画を承認 主要地方道砺波福光線の整備促進期成同盟会総会

30 車体長さ制限　２７日に撤廃 高岡砺波スマートＩＣ

30 ＬＣ・ＲＣ新役員が抱負 【砺波ロータリークラブ】【となみセントラルライオンズクラブ】【砺波ライオンズクラブ】

31 ニュースファイル 横領疑いで５７歳男逮捕　砺波署

32 先進県「エコの輪」さらに　レジ袋有料化 百貨店から駄菓子屋まで　袋の貸し出しも

33 被害者と同じ部屋　生活上トラブルか 砺波　ベトナム人殺人未遂

富山 1 新高岡が高岡駅前抜く　路線価　新幹線開業５年　初の逆転 富山駅前は緩やか上昇　県内最高地点、富山市桜町１丁目

5 砺波４年連続横ばい 魚津は下落止まらず

21 砺波総合病院に発熱外来　年内、コロナ第２波に備え 情報支援棟に陰圧室

21 災害時の「３密」防止　避難所３カ所増設 災害時の新型コロナ感染防止対策

21 チューリップフェア　ポスターを全国公募 第７０回記念のとなみチューリップフェアのポスターデザイン

21 砺波福光線の早期完成を 南砺で期成同盟会総会

23 事件・事故 代車を横領疑い　砺波署　

27 コンロ使う順でけんか　砺波のベトナム人実習生殺人未遂 容疑者、殺意否認　日頃から口論

北陸中日 9 北陸３県路線価　新幹線開業　効果が持続 一服感も　観光客数おおむね維持　富山駅　ホテル事業順調

10 大輪のユリなど夏を彩る花展示 チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々」展

10 無事故へ願い込め　ジャンボ七夕飾り 砺波署前に登場　砺波安全運転管理者部会

11 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 22 路線価　２８年連続下落 富山駅前は横ばいに
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22 高齢者叙勲（１日） 瑞宝小綬章　河森正哲氏（元県人事委員会事務局長）砺波市深江

22 北陸大紀行　戦争の記憶　　３⃣ 希望の花　信じた平和　砺波チューリップ公園（砺波市）

朝日 21 高岡最高地点が「京田」に 路線価　富山駅前は横ばい

21 １１０・１１９ 殺人未遂容疑で技能実習生を逮捕　砺波署

毎日 18 事件・事故 砺波・同僚を切り付けた疑いでベトナム人実習生逮捕　砺波署

日本経済 35 ３県路線価１月時点　福井・富山は下落 石川、上昇幅が拡大　駅前・中心地の開発続く

　３日　金曜日
北日本 4 きょうもにっこり 砺波市書道連盟会長　中島悠輔さん

17 古材使った丸太椅子贈る 庄川挽物生地の伝統工芸士　加藤秀明さん　種田保育所

22 「あゆのつかみ捕り大会」中止 「第３３回あゆのつかみ捕り大会」　庄川沿岸漁業協同組合連合会

23 ニュースファイル 砺波で男性はねられ重傷　砺波市宮丸の国道１５６号交差点

25 殺人未遂疑い　技能実習生送検 砺波　ベトナム人切り付け　砺波市千保

26 広告 となみ野二人展　平和と光

富山 19 地鳴り 六大学伝統の曲　通勤時に聞く　北清俊一　６３歳（砺波市）

19 地鳴り ぬくもりある食パン懐かしく　小倉慶子　７５歳（砺波市）

20 「鮎ドッグ」メニュー入り　専門店「魚安」　休業中イベントで人気 砺波Ｂ級グルメに　パンに甘辛煮のフライ

20 元気レシピを撮影　砺波市 クックパッドで紹介　「元気アップお手軽レシピ」

21 みんなで城端線に乗ってね もりあげ隊と絵本作家・吉水さん　砺波４０施設に絵本

22 ＥＴＣ搭載全車種　２７日から通行可 高岡砺波スマートＩＣ

北陸中日 13 富山大生　商品開発に挑戦 砺波　繊維企業グループと連携　富山大芸術文化学部　「ＩＡＡＺＡＪホールディングス」

13 丸太のいす　外で遊んでね 砺波　加藤さん手作り　保育所に　庄川挽物木地の伝統工芸士　加藤秀明さん

13 高岡の高田さん　金沢で油絵個展 金沢市野町のギャラリー「ガレリア　ポンテ」

　４日　土曜日
北日本 6 日立金属の事業取得 サンエツ金属　車向け供給強化

15 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

21 城端線　絵本で魅力紹介 市ＪＲ利用促進委　こども園に贈る

25 声の交差点 鎮魂の夏　平和を願う　砺波市　米沢義昭（８０歳)

25 声の交差点 猫との再会に感動　砺波市　小西文子(７６歳）

26 クタベを描いたポストカード配布 県西部の９５郵便局

26 井波の安念さん　金沢で写真展 北日本新聞砺波支社カルチャー教室の講師

28 用水に男性遺体 砺波市大窪

富山 5 日立金属から銅合金事業買収 ＣＫサンエツ子会社　サンエツ金属

23 夏マスクで登校を　児童、園児に配布 砺波市が熱中症対策

25 事件・事故 砺波で男性はねられ重傷　砺波市宮丸の国道１５６号交差点

29 砺波の用水路に７７歳男性の遺体 誤って転落か　砺波市大窪

北陸中日 12 コロナ禍の中で 特注の子ども用夏マスク配布へ　砺波市、今月中に

25 小矢部、砺波で用水路に遺体 ７０歳と７７歳男性

毎日 20 用水路に転落か　高齢者２人死亡 小矢部と砺波

　５日　日曜日
北日本 1 避難所「３密」回避 県内自治体　マニュアル急ぐ　氷見・朝日　完成　１１市町村作成中

15 独自の世界観　共鳴　となみ野２人展 洋画　𠮷川さん　染織工芸　香川さん　「となみ野二人展ー平和と光」

15 ストップ！用水転落 柳瀬地区で講習会　砺波市柳瀬地区の自治会や土地改良区の役員ら

20 魚津・砺波市に各１万枚 パナソニック・タワージャズセミコンダクター　布製マスクを贈る

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

19 砺波東バイパス整備効果に理解 となみ野田園空間博物館推進協議会の「となみ散居村学習講座」

20 用水路での転落防げ 砺波　危険箇所点検や討議　県のワークショップ

北陸中日 13 用水路転落　対策を議論 「街灯増えれば」「周知を徹底」　砺波・柳瀬住民ら

13 野菜料理　ネットで紹介 砺波市　健康レシピ　市民に募る

13 １２㍍超の車両も　２７日から利用可 高岡砺波スマートＩＣ

　６日　月曜日
北日本 15 「富山もよう」を天の川に　 店内彩り七夕の雰囲気　砺波の喫茶店「くつろぎ処ちぇりー」　

15 コスモスの種　道沿いにまく 栴檀山地区住民　砺波市栴檀山自治振興会

富山 9 地鳴り 毎日マスクを選ぶ楽しさ　藤井昭道　４８歳（砺波市）

14 砺波・旅館「川金」の喫茶に　三助焼の青いカップ 陶芸家・谷口由佳さん　釉薬調合重ねて成功

14 となみセントラルＬＣが献血活動 砺波市のイオンモールとなみで街頭献血活動

15 三世代でサツマイモ植え 「収穫楽しみ」　砺波・東開発

15 夢の平への県道　コスモスで彩る 砺波・栴檀山で種まき　砺波市栴檀山自治振興会の１２常会

17 事件・事故 暴行疑い千葉の男逮捕　砺波署
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北陸中日 8 種まき、苗植え　にぎやか 砺波で３世代交流事業　東別所下村地域ほか

　７日　火曜日
北日本 1 県内きょう　大雨の恐れ １０市町に大雨警報

5 ’２０秋　知事選 自民県連　企業・団体担当を初設置　石井氏選対　集票強化

6 県内　２０年３月期決算 ４信金が最終増益　コロナで５信金減益予想

17 地域力の強化やＩＣＴ活用推進 市行政改革大綱案　砺波市行政改革市民会議

17 練習成果を発表 となみ野芸能祭

17 ３世代でサツマイモ植え 砺波市東開発の住民でつくる絆の会

21 声の交差点 「瓜裂清水」復活喜ぶ　砺波市　上野亮平（７７歳)

23 ニュースファイル 砺波の男性は水死　砺波署

富山 1 県内１０市町　大雨警報 魚津４０．５㍉、富山２７．５㍉　きょうも警戒呼び掛け

3 知事選　２０２０ 企業、議員の連携強化　自民県連　参院選以上の体制

22 ＲＰＡで業務効率化 砺波市行革会議　大綱に盛り込む　砺波市行政改革市民会議

22 民泊施設で七夕 砺波・庄川町金屋　ゲストハウス「すどまりとなみ」

23 創立６５周年を記念　市に１００万円寄付 砺波ロータリークラブ（ＲＣ）

25 事件・事故 砺波の用水路の男性溺死　砺波市大窪

北陸中日 13 砺波ＲＣ６５周年　市に１００万円寄付 青少年の健全育成に　砺波ロータリークラブ（ＲＣ）

13 チューリップフェア　ポスターを全国公募 砺波市が初　第７０回となみチューリップフェアのポスター

毎日 18 用水転落防止へ　住民ら意見交換 砺波・柳瀬地区　砺波市柳瀬地区の自治会や土地改良区の役員ら

　８日　水曜日
北日本 18 キッズギャラリー 「雨の日の登校」　砺波市庄川小２年　齋藤　由芽

22 会長に北岡氏 県自治会連合会　総会

22 砺波市に１００万円寄付 砺波ＲＣ６５周年記念　

22 となみチューリップフェア ポスターデザイン　全国から初の募集

23 ニュースファイル イノシシ４頭が豚熱感染

25 県内１３市町　大雨警報 きょうも雨　ＪＲ一部運休

25 ７年前の死亡事故　石川の３４歳男有罪 地裁高岡

富山 4 若鶴のウイスキー　特別賞と銀賞に 高岡鋳物の技術で蒸留　若鶴酒造

21 自然の中の妖精描いた切り絵並ぶ 砺波　「きりえ展～妖精たちと共に～」

23 会長に北岡氏 県自治会連合会　総会

26 砺波死亡事故　猶予判決 地裁高岡支部　過失致死罪の３４歳男

26 イノシシ４頭豚熱 富山、高岡、砺波

26 大型施設５周年　とやま　商い　考　㊤　コロナ直撃 節目に水差す苦渋の休館　アウトレット小矢部、イオンモールとなみ

27 集中豪雨備え　８千㌧貯水　射水に「地下ダム」 市街地で整備進む

27 氷見で倒木　一時県道不通 高山線８本運休　１３市町に大雨警報

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

7 さろん 酒かす与え鶏卵　名産に　仁光園

11 砺波高・杉森監督　高野連の育成功労賞　 「最後まで現役で甲子園目指す」　砺波高校野球部監督の杉森清文教諭

11 クタベはがき　想い伝えて　 障害のある作家が絵　県西部９５郵便局が配布

24 よみうり文芸 川柳　【秀逸】太田歌子（砺波市）

毎日 20 「クタベ」で感謝伝えて 県西部９５郵便局　無料で配布

日刊工業 16 サンエツ金属に譲渡 黄銅棒・銅合金部品事業　

　９日　木曜日
北日本 1 神通川・庄川に氾濫注意情報 ８日　１４市町に大雨警報

17 野菜もう一品どう？ 砺波市　市民から募集レシピ紹介　「クックパッド」にサイト開設

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 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 声の交差点 ホタルと環境の変化　横川實　７７歳(砺波市)

24 高岡・砺波ー金沢線　１８日から全便再開 加越能バス

24 東となみロータリークラブ マレーシアからの留学生を支援

27 水位上昇　緊張迫る　大雨で神通川・庄川 川幅が倍「氾濫心配」

富山 1 氾濫注意水位　一時超える 神通川、庄川　県内各地、通行止め

22 砺波でトレイルラン 青少年自然の家　２３日から定期開催

23 木材、間伐材生産　過去最多量を報告 県西部森林組合総代会　

28 大型施設５周年　とやま　商い　考　㊥　変わる競合関係 「巨人」ひしめく縮小市場　ドンキ新業態店参入、ファボーレ大幅増床

北陸中日 7 世界初　鋳物蒸留器ウイスキー　最高評価 若鶴酒造、熟成２年未満の国産部門

12 城端線の歴史　絵本に 砺波で読み聞かせ

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館
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１０日　金曜日
北日本 3 避難計画４５％策定　 全国の福祉施設・学校・病院　富山は５６．１％　４７１施設

17 旧和菓子店　ギャラリーに　 森松さん（東京）　実家を改装　「世代超え交流を」

18 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄西中１年　大川さくらさん

24 チューリップ球根　良好 県花卉球根組合　大きさは例年並み

26 県内１５観測所　降水量　富山など倍増 ６月２５日から今月８日　梅雨前線が停滞

富山 13 地鳴り 講演を聞いて仕事ぶりに脱帽　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

13 地鳴り ドアが開いて生まれた縁　小倉慶子　７５歳（砺波市）

13 地鳴り ３人の子ども　成長うれしく　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

17 くらしの日記 朝ドラが日課　犀川寮明　７２歳（砺波市）

20 チューリップ球根　昨年並み１２５０万球見込む 砺波で集荷始まる　県花卉球根農協

北陸中日 13 チューリップ球根　平年並みの品質 砺波で集荷始まる　県花卉球根農業協同組合

13 砺波で２３日にトレイルラン 青少年自然の家が初開催、参加募る　「となみｄｅＲＵＮ」

13 油絵「散居村」　患者の癒やしに 富山県人社　済生会高岡病院に寄贈

読売 26 城端線　絵本でＰＲ 砺波　「もりあげ隊」制作

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 25 ぶらり　つれづれ ダム巡る激しい抗争描く

１１日　土曜日
北日本 2 来社　１０日 砺波支社

4 金沢国税局長　若木氏 富山税務署長は杉林氏

20 高校野球　県独自大会　 高岡第一と富山商　激突　４６チーム対戦決まる

20 砺波市野球場　着席可能な席にシール 「ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会」

27 読者写真コンクール　６月の応募から 「えっ⁉とやままらそんちゅうし⁉」　森充　砺波市太郎丸

富山 6 人事 国税庁・金沢国税局（１０日）

19 地鳴り 若者らしい発想に感心　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

21 新砺波図書館に絵本など寄贈 元市連合婦人会

23 高岡一と富山商　激突　夏の高校野球　代替県大会 高岡商は大門、向陵は中部　２３日開幕　４６チーム熱戦

23 事件・事故 リュック盗んだ疑い　砺波署

27 旧満州渡った県内少年ら２３人慰霊 ９０歳元隊員ら３人で碑修復　「帰国できなかった君を待つ」

北陸中日 7 人事 金沢国税局（１０日）

12 富山の〝甲子園〟健闘を 県独自大会　組み合わせ決まる

12 富山テレビ審議会　正副委員長ら選出 番組審議会

12 色紙展示　平和への願い　 原水爆禁止高岡協

13 県内の農山村風景　巡回写真展始まる イオンモール高岡　「第九回とやまの農山村写真展」

13 高岡ー小矢部ー砺波ー白川ー高山　来月７日バス運行開始 加越能バスとイルカ交通

読売 24 夏の高校野球 県独自大会　４６チーム　対戦決まる　２３日開幕

25 雨粒もオレンジ色　＊砺波 県花総合センター　ノウゼンカズラ

朝日 25 高校野球２０２０ 異例の夏　相手決まる　独自大会　組み合わせ抽選

１２日　日曜日
北日本 2 ’２０秋　知事選 来月　県全域で街宣　自民県連

14 わが家のアイドル 川越滉大ちゃん　１歳　砺波市林

15 古都奈良の美描く 林清納さん個展　「奈良シリーズ」

21 声の交差点 散居村の景観守ろう　砺波市  村中正敏（９０歳）

21 声の交差点 修学旅行中止は残念　 砺波市　武部幹夫(７９歳)

21 みんなのＶＯＩＣＥ 「ラジオとともに」　砺波市　４０代　女性

24 戦後７５年　とやま 旧満州「農場隊」　慰霊碑を修復　９０代元隊員ら協力

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

22 最新の農機並ぶ ＪＡとなみ野フェア　ＪＡとなみ野農業機械センターのオープニングフェア

23 高波Ｃが優勝 第２回砺波市ペタンク協会長杯大会

23 新役員 東となみロータリークラブ

25 少年農場隊　記憶後世に 砺波　慰霊碑修復、２６年ぶり法要

北陸中日 14 新砺波図書館へ紙芝居や大型絵本 市連合婦人会寄贈

読売 30 となみ野少年野球チーム紹介　㊤ Ａリーグ　砺波北部　庄東出町

毎日 22 夏の高校野球　独自大会 高岡商　初戦は大門　４６チーム　対戦相手決まる

１３日　月曜日
新聞休刊日
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１４日　火曜日
北日本 15 追想　ありし日 元砺波市五谷観光企業組合代表理事　山本稔さん　栴檀山地区　発展に力

21 家賃助成受け付け きょうから　砺波市　

22 紙芝居や絵本　２３万円分贈る 市連婦元会員ら市に　砺波図書館へ

22 １１月に優良土木工事表彰 県砺波土木センターと砺波土木協会

28 牛岳登拝　絵馬奉納して　 山頂神社に掛け所設置　砺波の南部さん４兄弟

31 砺波の消防士　長女殴り逮捕 傷害の疑い　砺波地域消防組合消防士

富山 22 園児、児童に夏マスク 砺波市、１８４１人に

22 砺波のデイ施設にフェースシールド 田中精密工業　富山型デイサービス「聚楽」に

22 砺波の庄川荘にフードコート 食事のみ利用可　勤労者保養センター越中庄川荘

23 牛岳山頂に絵馬掛 砺波の南部さんら奉納

23 関係機関に要望 国道４７１号整備促進期成同盟会総会

23 砺波小矢部線整備促進へ決議 主要地方道砺波小矢部線整備促進期成同盟会総会

23 技術研修や視察実施 砺波土木協会総会

25 清登さん(砺波)個人V 健康麻将北信越　富山Ｃが団体２位

25 南国の花いっぱい 砺波・チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々～盛夏～」

25 委員長に伊東氏 富山テレビ放送番組審議会

28 ３地区３市で代替大会 県中体連　２３～２６日に　「ＴＯＹＡＭＡ２０２０　中学校スポーツ交流大会」

29 １０代長女殴り消防士逮捕 砺波　「話したくない」と供述

北陸中日 12 地方道砺波小矢部線　早期整備へ団結確認 主要地方道砺波小矢部線整備促進期成同盟会総会

読売 26 となみ野少年野球チーム紹介　㊥　 Ｂリーグ　砺波東部　庄南

26 国税庁人事 （１０日）

朝日 23 新型コロナ　 避難所にも３密回避　マニュアル改定　５市町　富山市　月内完了目指す

23 新型コロナ　 砺波市　訓練し見直しも

１５日　水曜日
北日本 17 夏マスク使って 園児・児童に配布　砺波市教育委員会

18 ４７１号・砺波小矢部線　予算確保要請へ 国道４７１号と県道砺波小矢部線の両整備促進期成同盟会総会

18 児童に防犯はがき 砺波市防犯協会

18 富山弁キャンディー登場 砺波市中村の料亭、和風会館ふかまつ

26 福光ＩＣ路外給油サービス　２３年３月まで実験延長 中日本高速「ガス欠」通報減

27 ニュースファイル 小矢部でイノシシ豚熱

富山 1 県内雨続く　災害に警戒 富山土砂崩れ　庄川に霧

19 地鳴り 卵焼きが続く毎日の弁当　藤井昭道　４８歳（砺波市）

20 キャンディーで富山弁ＰＲ チューリップ題材　砺波・大井山さん考案

20 避難所マニュアル　感染症対策編策定 砺波市　

21 砺波市の家賃助成　申請受付始まる 新型コロナウイルス対策　中小企業や小規模事業者

21 １年生に防犯標語のはがき 砺波市防犯協会　砺波南部小で贈呈式

北陸中日 13 富山弁、チューリップキャラ　甘いコラボ 砺波の料理店　キャンディー発売　砺波市中村の日本料理店ふかまつ

13 城端、氷見線　ハットリくん車両　絵柄　年度内に一新へ 城端・氷見線活性化推進協議会総会

読売 25 新型コロナ 県、ＰＣＲ　１日３００件に　秋以降　第２波備え体制強化

１６日　木曜日
北日本 1 知事選　１０月８日告示　２５日投開票 投票率向上へコロナ対策

6 鋳造蒸留器で特許 若鶴酒造　「ＺＥＭＯＮ（ゼモン）」

12 校歌に「立山」県内６４％　子ども時代に愛着育む？ 朝日・入善０％　地域で差

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

22 シートベルト着用誓う 砺波安全運転管理者部会　署名簿を砺波署に提出

23 ２１年チューリップフェア全国にＰＲ 「フラワー都市」総会　フラワー都市交流連絡協議会総会

23 「べるもんた」来月再開 ＪＲ西　車窓開放など感染対策

富山 4 花嫁のれん　べるもんた　 来月　運行再開

22 シートベルト着用　３５７６人の署名簿 砺波安全運転管理者部会

23 花の都市交流継続を 砺波市長、ビデオ会議に出席　「フラワー都市交流連絡協議会」総会

24 団体、事業所　個人に表彰伝達 中部管区警察局長・中部交通安全協会協議会長表彰伝達式

31 ３度目の正直「ほっと」　高山さん芥川賞 「富山、小さい頃に行き来」　５月も来県

31 「すぐ読みたい」「応援していく」 県民から祝福の声

北陸中日 14 特産品相互販売に補助 砺波などフラワー都市連絡協　フラワー都市交流連絡協議会総会

15 シートベルト徹底　１１４社が署名簿提出 砺波署に　夏の交通安全県民運動　砺波安全運転管理者部会

15 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館
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読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 １人あたり１０万円の特別定額給付金の申請期限

24 となみ野少年野球チーム紹介　㊦　 Ｃリーグ　庄川

１７日　金曜日
北日本 5 砺波市長選も１１月１５日投開票 砺波市選挙管理委員会

21 中部管区警察局長・中部交通安全協会協議会長表彰 個人・団体に伝達

富山 3 １１月８日告示、１５日投開票 砺波、南砺市長選　現職以外に動きなし

19 地鳴り 伝統芸能もネット配信を　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

19 地鳴り 銭五の館を訪ね感慨深く　黒田和也　４３歳(砺波市)

23 きときと人 カイニョお手入れ支援隊代表　松田憲さん（７２）　砺波市深江

23 久田、齊藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

25 ３２チームであす開幕 第２７回スタジアムカップ争奪野球大会　

北陸中日 7 鋳物製の蒸留器　若鶴酒造が特許 鋳物のウイスキー蒸留器「ＺＥＭＯＮ」で特許を取得

12 １１月８日告示、１５日投票 砺波、南砺市長選と同市議選

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

25 砺波、南砺市長選　１１月１５日に投開票 南砺市議選も

毎日 22 行政ファイル 砺波市長選の日程決まる　

１８日　土曜日
北日本 1 コロナ　病院経営圧迫　県内感染症指定６機関 ４、５月計２３億円減収　外来・手術数　落ち込む

11 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

富山 2 黒部で作付増加　氷見、砺波は減少 ２０年産の主食用米　北陸農政局

31 無事故の誓い新た あおりは「イカん」　砺波で呼び掛け　「あおり運転防止キャンペーン」

35 きょう昼すぎ激しい雨 １７日　富山県内

北陸中日 5 発言 金屋ねぎ　隣人の情けで成長  上野亮平　７７　富山県砺波市

12 砺波で１０月に予定　気球イベント中止 「スカイフェスとなみ」

13 中学球児へ激励の試合球 となみセントラルＬＣ　３市野球部に

13 夏休みの防犯約束　小１にはがき贈る 砺波市防犯協会

読売 25 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

26 ７０回節目　ポスター募集 ２６日まで　チューリップフェアＰＲに　「２０２１となみチューリップフェア」

26 常夏の花×チューリップ　 砺波・四季彩館

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 24 展覧会 丘まち子・きりえ展　妖精たちと共に　

25 ニュース短信 南砺、砺波両市長選など日程決まる

毎日 26 ボランティア募集 図書館お助け隊　新砺波図書館

26 餌に酒かす　うまみアップ 高岡・酒造と連携　ちどりたまご　仁光園と若鶴酒造

１９日　日曜日
北日本 15 試合球贈り野球部応援 となみセントラルＬＣ　中学校１３チームに

23 ニュースファイル さい銭箱盗んだ疑いで男逮捕　砺波署

25 法廷ノート 砺波　７年前のひき逃げ事件　「俺じゃない」言い聞かせ

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

21 地鳴り 子どもの姿　見ると楽しい　春川正人 ７３歳（砺波市）

21 コント 砺波・富之助

23 プレミアム商品券　完売へ 砺波　申し込み超過、抽選で調整　飲食・タクシー券は９割

23 般若の花壇が一般最優秀 砺波・花と緑のコンクール

28 さい銭箱盗んだ疑い 砺波署

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 １人あたり１０万円の特別定額給付金の申請期限

26 病院の実力　～富山編１４６ 肺がん　早期で「定位照射」効果　

朝日 23 北陸　たからもの　 若鶴酒造の「ＺＥＭＯＮ」　＠富山　香り際立たせる　蒸留器

２０日　月曜日
北日本 19 屋根斜面で夜ウオーク　砺波の庄川親雪体育館 人工芝・照明付き　種田地区住民　健康づくり講座

19 森で海で自然観察 カブトムシいるかな⁉　頼成の森　自然観察会「カブトムシ　ウオッチング」

26 ヨットや食事　富山湾満喫　 結婚３０年以上の夫婦対象　海王丸パーク　

28 酒気帯び疑い　保育士を逮捕 砺波署

富山 9 地鳴り 以前の髪型に戻った妻　北清俊一　６３歳（砺波市）

14 平和とコロナ終息願い ピースロード　６０人、自転車で疾走

15 室内でキャンプ　テント張り宿泊　 ロイヤルホテル富山砺波　家族向け、寝具は布団

15 中学生１３チームに大会試合球贈る となみセントラルＬＣ

15 ポールでナイトウオーク 砺波・種田　初講座に４０人
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15 城端・氷見線のＬＲＴ化向け講座 高岡・御旅屋セリオ　呉西地区交通まちづくり市民会議

20 南砺・砺波で熱中症 １９日

21 酒気帯び運転容疑　保育士の女逮捕 砺波署　砺波市大辻󠄀の国道交差点

北陸中日 11 「姿勢大事」「腕振って」 砺波で講座　ポール使いウオーク　砺波市の種田公民館

２１日　火曜日
北日本 19 ネットトラブル　気を付けよう 砺波署パンフ配る　

19 １３０６人の冥福祈る 砺波市戦没者追悼式

19 １１月に球根植え込み となみチューリップ街道実行委員会総会

27 マスクポイ捨て　やめて　砺波総合運動公園 清掃職員　コロナ感染不安

27 県内９地点真夏日 富山と氷見　今年最高

別刷1 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会　２３日開幕 勇姿見せ感謝　無観客　３年生保護者は各２人　４６チーム出場

別刷2、3 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会組み合わせ 砺波　砺波工

別刷4 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会 特別な夏　思い出刻め　砺波　砺波工

富山 19 地鳴り 宇宙からの使者ではないか　永井進　７６歳（砺波市）

21 ネット被害防止　高校生に呼び掛け 砺波署と砺波市出町防犯組合　青少年非行・被害防止啓発活動

22 １３０６柱の冥福祈る 砺波で戦没者追悼式

26 県内９地点で真夏日 熱中症疑い３人搬送

北陸中日 14 砺波の戦没者追悼　遺族ら１００人が献花 砺波市戦没者追悼式

15 コロナ退散　咲き誇る願い 各地で花壇コンクール　砺波　五ケみち花壇　ふれ愛花壇

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　１人あたり１０万円の特別定額給付金の申請期限

朝日 19 人間的に成長させる 育成功労賞に砺波高・杉森監督

毎日 20 夫婦５組　幸せのベル 公開３０年　海王丸でイベント　

２２日　水曜日
北日本 23 産学官デザイン事業　富山大生が中間発表 斬新な発想　繊維製品に　「環境」「海」「雨」などテーマ

23 砺波・南砺両市にコロナ対策３０万円 となみ衛星通信　寄付

32 野原未蘭さん（富山第一高２年）　女流棋士に大手 倉敷藤花　２９日３回戦　室田女流二段（砺波生まれ）と対戦

富山 19 砺波、南砺に３０万円 となみ衛星通信テレビ

19 富大生　衣料新商品を提案 砺波のニット最大手に　年内販売目指す

20 明治期「火災難苦救いたい」　疫病除け太子像　修復 砺波・木下地区の住民　２５日に落慶法要

21 砺波市文化祭　５イベント中止 砺波市文化協会

北陸中日 12 となみテレビが感染対策へ寄付 砺波、南砺市に

12 コロナ禍の中で 対応の避難所運営手引　県内各市　作成進む　設営訓練計画も

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

29 「高校ベストを」期す 県総体代替　あす開幕　２５競技

朝日 21 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球　チーム紹介⑪完 砺波工　砺波

２３日　木曜日
北日本 5 激戦　知事選　１０月８日告示　２５日投票 自民支持の半数　石井氏　高岡・新川・砺波は現職

11 野原さん（富山第一高）挑戦　女流棋士になるには 公式戦　上位か　研修会　戦績　同郷の先輩２人

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 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

25 新生児にも１０万円給付 来年４月１日出生まで対象　市独自　市議会全員協議会

25 ＣＡＴＶの同軸エリア　光回線化 来年度中完了見込む　市議会全員協議会

27 砺波　野村島　６０年ぶり　虫送り太鼓 いさみ保存会　あす披露　練習に熱

32 高山さん（富山市生まれ）芥川賞作　「首里の馬」県内発売 第１６３回芥川賞

別刷17 青春を撮れ！とやま部活ｍｅｍｏｒｉｅｓ 砺波工業高校　剣道部

富山 25 富山文芸　７月賞 俳壇　稲畑廣太郎選　三位　源通ゆきみ（砺波市）　歌壇　小池光選　佳作　山森和子（砺波市）

29 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会　出場４６チーム紹介 待望「球児の夏」　全力で白球追う　砺波　砺波工

30 南砺の藤田さんに海の絵画大賞 きょう海の日　県中学生海の絵画コンクール表彰式

31 新生児１人に１０万円 砺波市　育児支援、転入者も　砺波市議会全員協議会

北陸中日 12 海事や保安功労者　中学生の絵画表彰 「海の日」射水で式典　北陸信越運輸局富山運輸支局などの「海の日」表彰

12 チューリップ配布　市民元気に 砺波市補正予算案　購入で農家支援　「花と笑顔のプロジェクト」

13 主な美術館・博物館の催し 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 夏の高校野球 県独自大会　きょう開幕　原則無観客、選手の密回避も　砺波市野球場

25 Ｇｏ　Ｔｏ　４連休　効果に期待 有名観光地に集中懸念
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朝日 29 夏　駆け抜ける　きょう開幕 きょうの試合　◇砺波　

29 夏　駆け抜ける　きょう開幕 参加校そろわず　軟式の部を中止　日程・会場も一部変更

毎日 24 事件・事故 砺波・ベトナム人実習生を傷害罪で起訴　富山地検

２４日　金曜日
北日本 17 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会　第１日 きのうの試合

19 庄川美術館　中学生清流展 過去の入選作並ぶ　第２７回中学生清流展

19 山道駆け自然満喫 トレイルラン　県砺波青少年自然の家　「となみ　ｄｅ　ＲＵＮ」

24 砺波　東別所地区　「ふく福すいか」 一口サイズ　食べやすく　あすから販売

26 これが中学の集大成　ＴＯＹＡＭＡ交流大会 各競技で熱い戦い　砺波　練習成果披露

26 故水本さん作　石像５０点紹介 砺波　美術館オープン

28 県内観光地　笑顔と懸念 ４連休初日　ＧｏＴｏ効果も

富山 7 地鳴り 孫と遊んで大笑いに　沖田千鶴子　７９歳（砺波市）

13 甘み十分「ふく福すいか」 砺波・東別所　一口サイズ、あす発売

13 色彩鮮やかパステル画 イオンモールとなみ教室　講師・受講者が作品展

13 砺波市花と緑の財団に４８万円寄付 イオンリテール　

13 ロビー展 台蔵花子・四季の輝き花ものがたり展

14 紙風船 自然の家で家族の絆を　県砺波青少年自然の家

14 中３　集大成の舞台 県内で代替の交流大会

15 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 試合結果　きょうの試合

北陸中日 8 最後の夏　高校野球　代替県大会 きのうの試合結果　きょうの試合

8 自然の中１１㌔トレラン 県砺波青少年自然の家　「となみｄｅＲＵＮ」

9 水本一太郎石像彫刻美術館 平和を語り合う場に　砺波でオープン

9 ふく福すいか　一口サイズで 砺波の農家団体、カットし商品化

9 砺波市にイオン　４８万４９９０円を寄付 「となみチューリップWAON」

9 移動交番車を出動　非行防止呼び掛け 通学生に砺波署　JR砺波駅前

読売 24 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金　「持続化給付金」の申請サポート会場

25 夏の高校野球　県独自大会開幕　 きのうの成績　きょうの試合

朝日 15 夏　駆け抜ける　高校野球　２０２０　 きのうの試合結果　きょうの試合

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 きのうの試合結果　きょうの試合

２５日　土曜日
北日本 1 県内　マイナンバーカード　交付率低調１４．９％ 全国３２位　周知・利便性が課題

15 嶋田（砺波工）　けが克服し頂点　陸上やり投げ 最後の夏　復活の一投　全国トップ選手目指す

16,17 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会　第２日 砺波９－４富山西　福富の先制打　チームに勢い　きのうの試合　きょうの試合

21 ６０年ぶり　虫送り太鼓　 野村島地区

29 ニュースファイル 砺波で自転車の男性重傷

富山 7 地鳴り 尖閣の光景　厳しい現実　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

14 熱送り太鼓　６０年ぶり復活 砺波・桑野神社　コロナ終息祈願

14 人形１００点　多彩に 南砺・髙瀬神社　感謝祭に合わせ

14 山道走り　自然堪能 砺波でトレイルラン

14 平和願う石像美術館 庄川でオープン　水本さん作品紹介

17 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 高岡商　快勝発進　きのうの試合結果　きょうの試合

20 自転車の７７歳はねられ重傷 砺波市深江

北陸中日 8 高校野球　代替県大会 富山工　２回戦で散る　きのうの試合結果　きょうの試合

読売 23 夏の高校野球　独自大会 不二越工コールド　きのうの成績　きょうの試合

朝日 17 高校野球　２０２０ 砺波　磨いた技きらり　きのうの試合結果　きょうの試合

25 １１０・１１９ 砺波で住宅火災、焼け跡から１人の遺体

25 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会 ８試合　きょうに順延

毎日 22 夏の高校野球　独自大会 １、２回戦　きょうの試合

２６日　日曜日
北日本 16 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校スポーツ交流大会 陸上　バスケットボール

19 砺波市文化会館　心合わせて歌おう 「となみのジュニア」発足　小中学生合唱団　来年２月発表会

19 電子機器組み立て　高校生が基礎学ぶ マイスター出前講座　県職業能力開発協会

19 太子像修復　住民に披露 木下地区　木下神明社　

24 一般花壇は般若が最優秀 砺波花と緑と文化の財団と、花と緑の銀行砺波支店

24 カード利用額の一部寄付 イオンリテール　「となみチューリップＷＡＯＮ」

25 クマ出没情報　２５日発表 砺波市　頼成

26 再燃　Ｔｏｋｙｏを目指す県勢　７⃣ 車いすバスケットボール男子　宮島徹也・岩井孝義

26 県高校野球　雨天順延 晴れ舞台　一戦でも多く　保護者ら　空模様にやきもき　きょうの試合
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富山 17 疫病除け太子像修復 砺波・木下地区で式典と法要　コロナ終息祈願

17 檜物さん総合優勝 砺波市パークゴルフ協会第６回むかわ町杯大会

19 ３年生　全力プレー　富山・高校交流大会 陸上　バスケットボール

23 砺波で火災　１遺体 店舗併用住宅を全焼　５３歳長女と連絡取れず

北陸中日 13 ありがとう　人形　心癒やして 高瀬神社　県内作家１５人作品展

13 太子像とお堂　お披露目 砺波・木下　修復完成で法要

13 チューリップ　はさみで表現 砺波　丘まち子さんきりえ展

13 ＴＯＹＡＭＡ高校スポーツ交流大会 サッカー　陸上

25 砺波で民家全焼　１遺体 ５３歳女性と連絡取れず　砺波市新富町

読売 29 コロナ　かっ飛ばせ 感染予防　チーム一丸

29 砺波で住宅火災　焼け跡から遺体 砺波市新富町

２７日　月曜日
北日本 2 けさの人 県看護協会長に就任した　松原直美さん　プロとして危機に立ち向かう

17 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会　第３日 きのうの試合

28 母子家庭に特製弁当贈る 砺波市母子寡婦福祉連合会

28 庄川河川敷　組合員が清掃 庄川沿岸漁業協同組合連合会　「庄川クリーン大作戦」

29 ニュースファイル 砺波の交差点で車同士衝突１人重傷

富山 11 地鳴り ガラスの破片　砂利道に散乱　犀川寮明　７２歳（砺波市）

19 母子家庭　弁当で元気を 砺波　寡婦福祉連と飲食店

21 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 石動－砺波工は延期

24 砺波で車衝突、男性重傷 砺波市高波

北陸中日 10 高校野球　代替県大会 石動－砺波工戦は雨天中止

10 「子孫に清流を」　庄川沿いを清掃 ７漁協組合員ら２１０人　庄川沿岸漁業協同組合連合会の庄川クリーン大作戦

読売 20 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

21 夏の高校野球　独自大会 石動－砺波工は雨天中止

朝日 29 高校野球　２０２０ 石動－砺波工は悪天候のため、順延

29 高校野球　２０２０ 砺波・杉森監督「認められた」　育成功労賞表彰式

２８日　火曜日
北日本 5 県内林業発展の功績をたたえる 県森林・緑化関係表彰式

6 理事長候補に藤井氏 となみ青年会議所総会

16 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

25 独立選抜書展　県内１２人入選 ２０２０年独立選抜書展の審査結果発表

25 熱気球イベント中止 スカイフェスとなみ２０２０実行委員会

29 ニュースファイル 娘に傷害疑いで２９歳男逮捕

富山 3 緑化の功績たたえ 県と推進機構が表彰　県森林・緑化関係表彰式

16 イチ押し　 コラーゲンたっぷり　虎珀砺波店（砺波市表町）　濃厚鶏そば

20 漁協組合員が清掃 ４市の庄川河川敷　庄川沿岸漁協連合会の庄川クリーン大作戦

23 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 予備日使い全試合実施　８月１日の試合

26 砺波チューリップ公園 夏はこんもりコキア花壇

27 遺体は女性　死因は焼死 砺波の火災　砺波市新富町

27 娘の胸つねった疑いで男逮捕 砺波署

北陸中日 5 発言 梅雨空長続き　農家には恐れ　島田栄　７１（砺波市）

13 雨天順延７試合　１日に３球場で 高校野球代替県大会

読売 21 新型コロナ　くらしの掲示板 １人あたり１０万円の特別定額給付金の申請期限

23 砺波火災　遺体は女性 砺波市新富町

朝日 21 高校野球　２０２０ 悪天候で順延　新日程決まる

21 高校野球　２０２０ 感染対策も全力　

２９日　水曜日
北日本 1 新型コロナ　県計画見直し ７病院　３４０床確保　ピーク時　１日の入院２１９人

富山 3 新病床確保計画を策定　 県コロナ対策協議会　国の「流行シナリオ」対応　段階移行の目安示す

3 経営革新計画を承認 県が１３社　

13 地鳴り 忍の一字で耐え忍ぼう　北清俊一　６３歳（砺波市）

13 地鳴り 実行できない墓の引っ越し　角栄一　６８歳（砺波市）

18 ２１年度理事長候補に藤井氏 となみ青年会議所（ＪＣ）総会

読売 10 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

22 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

23 第２波備え　病床確保へ 県が新計画　３段階、最大５００床

日本経済 35 ウエーブ　富山 生産拠点　急ぐ水害対策　相次ぐ豪雨、備え強化　水防設備など検討・設置
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３０日　木曜日
北日本 5 豚熱イノシシ１０市町に　県内　感染確認から１年 県　養豚場の防疫徹底

5 コロナ後へ意見交換 県要望説明　知事と県在住国会議員

19 北日本俳壇の集い ■特選　二俣れい子　■佳作   野村邦翠

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 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 桜ケ池一帯を清掃 県建設業協会砺波支部青年部会

25 最新の成果発表 県産業技術センター　テクノシンポジウム

30 ＡＩ活用　夢つかむ　 野原さん女流棋士資格　「伸び伸び指せた」

富山 1 野原未蘭さん　最年少　女流プロに 将棋　富山一高２年の１６歳　第２８期倉敷藤花戦トーナメント３回戦

3 経営悪化の公的病院支援　コロナ受け知事 「できるだけサポート」

3 コロナ禍の交流促進　遼寧省とリモート 県と３市　県と高岡、砺波、黒部

3 知事選　２０２０ １日に魚津で街頭演説　現職知事、告示前は異例　石井氏、自民県連の街宣で

18 こども１１０番の家　目印のコーン寄贈 となみセントラルライオンズクラブ（ＬＣ）

19 水道管修理技術学ぶ 高岡で６市合同研修　県西部６市合同の水道技能体験研修会

20 「先、見据えた対応を」　富山新聞文化センター寄付講座 富大で北陸コカ・稲垣会長

25 同世代　藤井棋聖を意識　プロ資格獲得 「女流は野原と言われたい」

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

26 野原さん　女流プロに　 富山市在住の１６歳　将棋倉敷藤花戦８強「一局一局を大切にしたい」

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

３１日　金曜日
北日本 2 けさの人 県花卉球根農業協同組合長に就いた　石田智久さん　「とやまのチューリップ」守る

5 能越道氷見南ＩＣ　アクセス道　来年度事業化 知事　地方議員連絡協で説明

5 庄川水系の河川改修事業は適切 国交省審議委

23 料理は野菜から食べて ヘルスボランティア　啓発チラシ　「となベジプロジェクト」

23 テークアウト料理体験 総合カレッジＳＥＯ　家で盛り付け食事　

23 給付金事業など補正予算を可決 臨時砺波市議会　３０日

24 漏水処理法に理解 県西部６市水道職員

25 中学修学旅行　上市・舟橋が中止 砺波は東京以外　魚津来月判断

25 高齢者叙勲　７月の受章者　県関係分 瑞宝小綬章　元県人事委員会事務局長　河森正哲さん（８８）　砺波市深江

25 カラーコーン使って となみセントラルライオンズクラブ（ＬＣ）　「子ども１１０番の家」

33 遺体は５３歳長女 砺波　住宅全焼　砺波市新富町

富山 3 庄川右岸の用排水改修 ２３年度の事業採択目指す

3 城端・氷見線ＬＲＴ化 石井氏「５期目にＪＲと交渉を」　知事選支援呼び掛け

23 地鳴り 悪さしていたモグラを捕獲　小倉慶子　７５歳（砺波市）

24 市町村議会　３０日 全地区にプランター１００個　砺波のチューリップ　施設に毎月切り花　産業建設常任委員会

24 市町村議会　３０日 修学旅行は９月、近県で　全員協議会

25 星砂探しコーナー　与論島の魅力紹介 砺波・道の駅庄川

25 堤防の決壊防ぐ急流対策を実施 庄川水系流域委

27 砺波市役所、決勝へ 第２０回国体記念ナイター野球大会

30 日差し強烈 県内５地点で真夏日　砺波市３０．６度

30 遺体は５３歳長女 砺波の火災　砺波市新富町

北陸中日 12 砺波市　修学旅行実施 日程短縮　北陸、長野など検討

12 議会だより　３０日 砺波市　臨時会

25 遺体は５３歳長女 砺波の店舗兼住宅火災　砺波市新富町

読売 19 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

20 済生会高岡病院へ絵画寄贈 「散居村」画家・氷見さん作品

21 砺波の中学修学旅行　日程を短縮し実施へ ９月中旬から下旬

朝日 17 １１０・１１９ 砺波の火災、遺体の身元判明　砺波市新富町

毎日 22 事件・事故 砺波の火災、死者の身元判明　砺波市新富町

＊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

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。
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