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　１日　土曜日
北日本 2 叙勲（１日） 瑞宝双光章　元小矢部市立蟹谷小校長西嶋常夫氏＝砺波市高波

2 来社　３１日 砺波支社

11 土曜　ペットライフ　獣医のカルテ　㊼ となみペットクリニック院長　前田洋行　イヌ・ネコのコロナウイルス

20 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会 きょう２回戦７試合　きょうの試合

34 わが家のアイドル 郷野永奈ちゃん　８カ月　東京都調布市（砺波市出身）　

35 中山間地の電気柵点検 砺波市鳥獣被害防止対策協議会

36 消雪設備の設置を要望 国道３５９号改修促進期成同盟会総会

富山 3 県、市町村分２年連続増 今年度の普通交付税　配分額決定

4 富山県民向け観光フェア ９日、中部観光など

21 コント 砺波・富之助

24 出町浄瑠璃稽古を再開 砺波・中町曳山会　中村、鷹屋さん　文化祭へ５カ月ぶり

25 きょう２回戦７試合 「ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会」　きょうの試合　

25 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元小矢部市立蟹谷小校長西嶋常夫氏＝砺波市高波

北陸中日 12 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元小矢部市蟹谷小校長西嶋常夫氏＝砺波市高波

13 電気柵の点検　イノシシ目線で 砺波で講習会、２７人が参加

25 短いけど　夏休み楽しみ！ 富山県内の小中学校の夏休み

読売 19 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

20 砺波総合病院に発熱外来設置へ 臨時議会　３０日

20 夏の高校野球 きょう３球場で　「ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会」　きょうの試合

20 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　西嶋常夫氏（元小矢部市立蟹谷小学校長）砺波市高波

朝日 25 高校野球　２０２０ きょうの試合　

毎日 26 夏の高校野球　独自大会 ２回戦７試合

　２日　日曜日
北日本 16 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会　第４日 石動　集中打で逆転　石動６－５砺波工　砺波３－２高岡

17 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会　第４日 きのうの試合

18 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校スポーツ交流大会 バレーボール　バドミントン

20 わが家のアイドル 今藤蒼介ちゃん　１歳　砺波市柳瀬　

26 とやまｗｅｂｕｎランキング ７月２５日～３１日 ③砺波で住宅全焼１人死亡（２５日）

富山 3 日曜特番　◆富山、石川で火災続発 「コロナ火」？要警戒の夏　ストレス　放火の遠因に

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 偶然の帰宅に今でも感謝　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

9 地鳴り 太子伝会に夫婦でお参り　島やす香　８１歳（砺波市）

22 イノシシ対策学ぶ 砺波で電気柵点検　砺波市鳥獣被害防止対策協議会

24 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 村上　攻守に活躍　砺波　高岡あと１本出ず　砺波工、逆転許す

25 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 不二越工　逃げ切り　石動　高朋　入善　砺波　桜井　１６強そろう

29 知事選　２０２０ 石井氏２３日にも演説　新田氏４月から８１回

北陸中日 10 高校野球　代替県大会 シード石動　逆転勝ち　１６強決まる　きのうの試合結果

10 最後の夏　光る打力　やり切った 惜敗の砺波工　長瀬捕手

10 高岡・水巻「悔いはない」 「最高の４人」誇れる３年間

読売 26 それぞれの夏　高校野球２０２０　独自大会 ■富山

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

31 夏の高校野球　独自大会 砺波市野球場　きのうの成績

朝日 13 高校野球　２０２０　独自大会 富山

21 夏　駆け抜ける　高校野球　２０２０ ◇砺波　▽２回戦　石動　砺波工　◇砺波　▽２回戦　砺波　高岡

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 ２回戦

　３日　月曜日
北日本 16 ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校野球大会 きょうの試合

18 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校スポーツ交流大会 卓球

21 きょうもにっこり 砺波市ヘルスボランティア連絡会長　松永妙子さん

26 藤森さん（庄川出身）理事長　光風会　 美術団体「光風会」理事会と総会

26 ニュースファイル 北アで脱水症と熱中症　男性軽症

富山 7 月曜川柳　乱反射 向山靖夫（砺波）

17 手作りの木琴　音楽会で演奏 砺波・頼成の森　県民公園頼成の森の木製楽器づくり教室

北陸中日 10 高校野球　代替県大会 きょうの試合

11 となみセントラルＬＣ　「１１０番の家」の標識贈る 出町小に７０個

読売 14 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

朝日 21 高校野球　２０２０ きょうの試合

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 きょうの試合

　４日　火曜日
北日本 12 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会　第６日 砺波　中山粘投及ばず　高岡向陵６－３砺波

13 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会　第６日 きのうの試合　あすの試合
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17 とやま×私×フォト 「散居の空に瞬いた、ネオワイズ彗星」フジイダイキ（砺波市）

20 感染防止策でコロナ防ごう 福祉関係者が研修会　

21 ＩＣＴ教育など追加 呉西圏域第２期ビジョン原案　６市長ら意見交換

27 北陸「かなり高温」 １０日ごろから　平年より２.３度以上

富山 3 呉西圏域２期　ビジョン了承 ＩＣＴ教育と歴史学びを　とやま呉西圏域連携推進協議会のビジョン懇談会

3 本社来訪（３日） 砺波総局

22 買い物かごにチラシ　野菜摂取呼び掛け 砺波市ヘルスボランティア連絡会と市健康センター

22 バイパス開通で安全性向上を報告　 国道３５９号改修促進期成同盟会総会

24 若鶴酒造の日本酒・ウイスキー　酒粕を乳牛飼料に 餌代削減、普及目指す　県畜産研が３カ年計画

24 富山から２人審査員 改組新第７回日展

25 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ 高岡向陵　逃げ切り　８強　あすの試合

北陸中日 12 高校野球　代替県大会 高岡向陵、桜井　不二越工、石動　８強決まる　きのうの試合結果

13 コロナの対応　障害者ら学ぶ 砺波市が研修会

読売 21 高校野球　独自大会　３日 富山

24 夏の高校野球　独自大会 高岡向陵　砺波下し８強　砺波市野球場　きのうの成績

朝日 14 高校野球　２０２０　独自大会 富山

19 高校野球　２０２０ 昨秋の覇者・高岡向陵　着実　８強出そろう

19 夏雲 特注マスクで「無言の声援」　砺波の保護者ら

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 ３回戦

　５日　水曜日
北日本 16 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会 きょう４強懸け激突　きょうの試合

22 つかみ取り大会中止でアユ放流 市漁協 １万匹　

23 市長に創立５０周年記念誌 となみ青年会議所　

23 献血　積極的に協力 となみ青年会議所　

29 一律１０万円　給付９８．５％　県内 各自治体　期限迫り申請促す

富山 1 富山市　今年初の猛暑日 砺波、ヒマワリ７万本見頃　県内熱中症７人搬送

18 自治振興会が踏切で街頭指導 砺波・東野尻

18 感染の予防法　データ示し解説 砺波　砺波市と同市社会福祉協議会

19 半世紀の歩み一冊に となみＪＣ　記念誌を市長に贈呈

20 大会用のアユ放流 砺波市漁協

20 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校スポーツ交流大会 バドミントン　バレーボール

北陸中日 13 高校野球県大会　きょう準々決勝 きょうの試合

13 砺波市漁協組合　庄川にアユ放流 つかみ取り大会代替

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　家賃支援給付金　

26 よみうり文芸 短歌　山田裕子（砺波市）

26 水道業務職員漏水修理学ぶ 高岡、６市合同研修

26 夏の高校野球 きょうの試合

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 きょうの試合

　６日　木曜日
北日本 1 人口５０万人減　１億２４２７万人 富山は８５２８人減　１０３万６５０３人

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

17 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会　第７日 ４強決まる　砺波市野球場

21 住民ら登校見守り　安全な渡り方指導 第５東野尻踏切拡幅　砺波市東野尻自治振興会

22 児童の登校を見守り　 砺波ＬＣ　井波小で「愛の一声運動」

22 ほっとできる居場所見つけて 市民大学「学遊塾」開講　「人生１００年時代の学び」をテーマに

22 液体ミルク　災害時に供給 市と中部薬品が協定

23 夏色　満開 矢木の国道３５９号　１７万本見頃

富山 3 シニア人材バンク　県内６カ所で相談会 きょうから　就業支援機関「とやまシニア専門人材バンク」

6 日本人減　最大５０万人 富山県　減少率０．８２％

19 …　楽しんでます 水が流れるように自然体で楽しむ　茶道表千家

20 フッ化物洗口薬剤　虫歯予防で寄贈 高岡市に５ＲＣ

20 空き家の解消は地域で取り組みを 南砺で推進員会議

20 中部薬品が災害時　液体ミルクを提供 砺波市と協定

21 発達障害の若者　支援活動に理解 砺波市民大学　「学遊塾」

21 井波小で一声運動 砺波ＬＣ　「愛の一声運動」

23 高校野球　富山大会　ＴＯＹＡＭＡ２０２０ ４強　高岡商、高岡一コールド　砺波市野球場

北陸中日 12 最後の夏　 ４強決まる　砺波市野球場

12 高校生ものづくりオンライン県大会 競い合う　技術者の卵たち

13 盛夏の大輪　鮮やかに 熱帯性植物など　四季彩館で展示

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

26 夏の高校野球 砺波市野球場

朝日 21 夏　駆け抜ける　高校野球　２０２０ 砺波市野球場

毎日 20 夏の高校野球　独自大会 砺波市野球場
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　７日　金曜日
北日本 1 富山で３７．５度 今年全国１位の暑さ　砺波３５．６度

21 防火の心　伝えます 南部小５年　少年消防クラブ入隊

22 酒米生産者へ支援を ３ＪＡ　受注減で市に要望

22 公共交通や環境研究の成果聴く 県西部６市職員　とやま呉西圏域調査研究事業報告会

28 熱中症　新湊の女性死亡 県内６市町　他に１０人搬送

富山 1 富山市　全国最高３７．５度 みくりが池は澄んだ青　砺波市３５．６度

1 熱中症　射水の女性死亡 ８０代、県内で１１人搬送

18 防火の心伝えるぞ 砺波南部小・消防ク入隊式

19 旧中嶋家で　お盆前に　大掃除 砺波・えんなか会

19 金屋石、高岡銅器　装飾に取り入れ 砺波のゆめつづり改装

19 呉西６市職員ら　外国人共生学ぶ 射水で報告会　とやま呉西圏域調査研究事業報告会

25 お盆の帰省　「不要不急」 県内首長　割れる賛否

北陸中日 12 となみ青年会議所　５０周年記念誌作る 砺波市役所で夏野修市長に贈る

25 熱中症　射水の８０代死亡 梅雨明け　気温ぐんぐん上昇　炎天下でマスク　体調管理万全に

25 ずぶぬれ　気持ちいいねっ 県内　６地点で猛暑日　砺波で三五．六度

読売 21 地上の太陽　満開　砺波 砺波市矢木

　８日　土曜日
北日本 16 声の交差点 卒寿迎えた小牧ダム　砺波市　上野亮平（７７歳)

16 読者写真コンクール　７月の応募から 「茅の輪くぐらずＵターン」　浅谷彩乃　砺波市十年明

25 道の駅庄川と　すし職人協力　コロナ打撃　負けないぞ 盛り合わせ＋無料ビール　１０～１６日販売

25 市指定文化財の旧中嶋家きれいに えんなか会　ボランティアグループ

25 消防士逮捕で陳謝 砺波地域消防組合　全員協議会

26 初代主宰・普羅しのぶ 俳句「辛夷社」立秋忌供養

26 電子回路組立・測量部門で競う 県高校生コンテスト　高校生ものづくりコンテスト県大会

27 帰省中　感染対策徹底を 「３密」の回避を　夏野砺波市長

27 ゆめつづり　改装オープン 装飾に伝統工芸品　「庄川温泉ゆめつづり」

27 ダム本体工事の早期着工へ要望 利賀ダム建設促進期成同盟会

31 ニュースファイル 覚醒剤使用疑い　砺波の男逮捕

富山 23 利賀トンネル着工 砺波で式典　早期完成、安全願う

23 消防士逮捕受け　中谷消防長が陳謝 砺波地域消防組合議会　全員協議会

24 短い夏休みスタート １０市町の小中学校で終業式

24 感染拡大防止へ往来自粛呼び掛け 砺波市長も発信へ

北陸中日 13 利賀トンネル着工 地元要望のダム工事路に利用へ　国道バイパスの一部にも

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

日本経済 31 映える！　大牧温泉観光旅館（富山県南砺市） 「サスペンス」にぴったり

　９日　日曜日
北日本 1 県内中学校　修学旅行中止相次ぐ　平和学習にコロナの影 被爆者団体　「原爆知る機会を」

7 砺波「みやの森カフェ」運営　発達障害の若者働くカフェ 体験で就労不安を解消　同じ悩み　互いにサポート

15 五箇山民謡　世界へ発信 南砺平高　郷土芸能部　総文祭向け公演　動画撮影

15 遊休農地を草刈り 砺波地区農業青年協議会　砺波市大辻

19 みんなのＶＯＩＣＥ 「夏の楽しみ方」　砺波市　３０代　男性

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

14 道具「ぶったい」　親子が製作体験 砺波郷土資料館　「むかしの道具を体験！」

14 遊休農地を活用　ニンジンなど栽培 砺波地区農業青年協議会　砺波市大辻

15 五箇山民謡　渾身の踊り 南砺平高　郷土芸能部　総文祭へ動画撮影

15 炭火でパン焼き体験 砺波青少年自然の家で親子　「まきまきパンを作ろう」

16 砺波で４～７月　カモシカ出没急増 保護２頭、死体発見７頭　県内例年並み　関係者は困惑

18 地鳴り 今年中に横綱昇進を　犀川寮明　７２歳（砺波市）

18 地鳴り ジムに通って９カ月過ぎる　藤井昭道　４８歳（砺波市）

北陸中日 12 わがまちの偉人　21 県花普及　咲いた情熱　山本善一　砺波　元高波地区球根組合長

13 旧中嶋家住宅　きれいに 砺波　ボランティアが大掃除　「えんなか会」

13 野菜の販売目指し　遊休農地で草刈り 砺波地区農業青年協議会　砺波市大辻

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 ひろば 小さい頃の記憶に重ね　砺波市・山本夏枝

１０日　月曜日
北日本 16 わが家のアイドル 羽生志優ちゃん　８カ月　東京都府中市（砺波市出身）

17 アユつかめるかな 種田で交流行事　砺波市種田地区自治振興会と種田公民館

17 竹筒で水鉄砲作り 頼成の森　工作教室　県民公園　森林科学館

18 傾聴のこつ学ぶ 砺波市社会福祉協議会　傾聴ボランティア養成講座

18 ３６人練習成果披露 ピアノフェス県大会　「こどものためのピアノフェスティバル２０２０」

21 とやま×私×フォト 「ムームーでエコバッグ」　へよのすけ（砺波市）

24 ～海王丸一般公開３０周年～思い出エピソード 美しい船首像　砺波市　３０代　こうこ

富山 12 鉄道フェスタ　石動駅施設で 新幹線、ジオラマ走行　小矢部市民図書館

13 傾聴のこつ学ぶ 砺波市社福協が講座　傾聴ボランティア養成講座
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13 アユつかみ捕りに歓声 砺波・種田で初開催　砺波市種田地区自治振興会と種田公民館

13 マダケで水鉄砲 砺波・頼成の森　県民公園頼成の森の工作教室

13 コロナ感染防止　高齢者に消毒液 砺波・深江地区　深江福祉サポーター委員会

北陸中日 8 砺波市と中部薬品　災害時の物資協定 液体ミルクなど提供

8 酒米の需要減受け南砺市に支援要望 市内三つのＪＡ　

9 鉄道の模型や写真　フェスタにずらり 小矢部市民図書館、開館記念

9 アユ捕まえた！子どもが楽しむ 砺波・種田地区　砺波市の種田地区自治振興会

読売 26 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

１１日　火曜日
北日本 1 秋ケ島３８．５度　富山３８．４度　暑さ全国２、３番目 熱中症　１４人搬送　

富山 1 富山空港　全国２位　３８．５度 富山市中心部３８．４度　３位　砺波市３６．８度

2 知事選　２０２０ 石井氏支援で結束　夏野市長も訴え　砺波市女性後援会総会

9 地鳴り 七尾城址を訪れ栄枯盛衰しのぶ　黒田和也　４３歳(砺波市)

14 給食に登場　一口サイズ人気 砺波・栴檀山　ふく福すいか販売好調

15 フェアの歩み紹介　 砺波・四季彩館　「チューリップフェア７０回への歩み展」

北陸中日 8 地域おこし　一歩ずつ 自慢の転車台　観光資源に　城端の有志整備、花の種まく

9 ヒマワリ畑に　気分アゲアゲ 砺波・矢木　人気スポット

20 富山秋ケ島３８．５度 県内全１０地点　今夏最高

読売 22 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

23 富山で３８．５度 全観測地点で猛暑日

朝日 19 夏色　咲き誇る 砺波で１７万本　砺波市矢木

１２日　水曜日
北日本 1 富山アラート発令　新型コロナで県 新規陽性や経路不明　基準超え　活動制限への移行防ぐ

1 県内今年最高　富山３８．９度 ３８度台２日連続　うだる列島

4 臨時交付金増額を 県市長会　国要望５議案承認

8 新盆迎える県人　ゆかりの人 歩んだ人生　思いはせ

12 ＴＯＹＡＭＡ２０２０　高校野球大会 大会結果

17 春日町２㌶を区画整理 砺波市出町東部第３土地区画整理組合設立準備委員会

22 戦後７５年　とやま 父の最後の手紙「宝物」　砺波　加藤さん　４０年以上大切に保管

24 熱中症疑い２３人搬送　県内 各地で３５度を超える猛暑日

富山 1 「富山アラート」　県内に感染拡大警報 療養用に富山の温泉施設

1 富山市３８．９度　歴代３位 熱中症搬送、県内２４人

20 組合設立へ申請書 砺波・出町東部の区画整理

21 カブトムシありがとう 砺波・加藤さん　児童園児の礼状届く

北陸中日 1 富山アラート発令 新規陽性・経路不明　基準超す

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 よみうり文芸 短歌　井上房子　下保憲一（砺波市）

24 夏の高校野球　独自大会 優勝の軌跡

25 新型コロナ　富山アラート発令 感染再拡大で　対策「ステージ２」迫る

１３日　木曜日
北日本 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

17 声の交差点 ＩＣＴ弱者支えよう　砺波市　但田由佳（２２歳)

25 ニュースファイル 大麻所持疑いで男逮捕

富山 20 事件・事故 大麻所持疑いで逮捕

北陸中日 10 カブトの幼虫「ありがとう」 園児や児童　砺波の加藤さんに手紙

10 チューリップフェア振り返る「歩み展」 砺波の四季彩館

11 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 24 図書館に鉄道ジオラマ 石動駅隣接　写真６０点も展示

24 ＬＲＴ化　協議継続を確認 城端・氷見線　知事、ＪＲ西社長と

朝日 19 高校野球　２０２０　振り返って 試練の夏　変わらぬ熱戦

１４日　金曜日
北日本 17 夏場の災害に備え 若林自治振興会　大型冷風扇を購入

17 プレミアム商品券　きょうから２次募集 砺波市の砺波商工会議所と庄川町商工会

17 きょうもにっこり 庄川遊覧船船長　新川孝志さん

23 声の交差点 主権は国民にあり　 砺波市　平岡隆(６８歳)

23 声の交差点 健闘朝乃山の課題　 砺波市　武部幹夫(８０歳)

24 伊藤さん（砺波鷹栖小）ら３人に最高賞 愛鳥ポスター　県が募集した「愛鳥に関するポスター」

24 砺波東部スポ少Ｖ 第３４回会長杯争奪学童ナイター大会

26 県内真夏日　強い雨も 熱中症で２人搬送

富山 1 旧盆　密避け墓参り 曇天でも真夏日　富山で熱中症２人搬送

3 宅飲み狙い日本酒小型化 富山、石川の酒蔵　飲食店消費減で打開策　四合瓶、３００㍉㍑充実

15 くらしの日記 ８月に願う　紫藤道子　８５歳（砺波市）

16 議会日程 砺波市

17 「早朝太極拳」１５周年　 砺波チューリップ公園　週４回、健康づくり　中国人医師の教え継承
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17 お盆の切り花　品定め ＪＡとなみ野

17 換気用の大型扇風機を導入 砺波・若林体育館　砺波市若林地区自治振興会

19 コカ・コーラカップ野球あす開幕 ２９チームが熱戦　第２４回コカ・コーラカップ争奪野球大会

北陸中日 10 安らぎや勇気　２作家の思い 砺波市美術館　「平和と光」テーマ　洋画と染織工芸

11 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１３日午後６現在）　砺波市　０人

22 北陸道　お盆明け改装工事 県内３区間　３か月、昼夜対面通行

１５日　土曜日
北日本 18 ＴＯＹＡＭＡ　リレー花火プロジェクト　かがやけ富山、一歩ずつ前へ となみチューリップフェア（砺波市）

19 ＴＯＹＡＭＡ　リレー花火プロジェクト　かがやけ富山、一歩ずつ前へ 出町子供歌舞伎曳山（砺波市）

23 宗派問わず入れます 浄光寺　納骨堂　境内に建立　「墓じまい」相談増受け

23 チューリップ四季彩館　フェアの歩み　記念誌で回顧 チューリップフェア７０回への歩み展

27 声の交差点 ７５回目の終戦記念日　砺波市  村中正敏（９０歳）

28 美術で古里明るく ２１日から「日展富山会」展　５部門に県内１００人意欲作

31 富山で３４．８度　県内６人搬送 ６日連続真夏日

富山 2 県中山間地域支援事業に８地区採択 中山間地域チャレンジ支援事業　

11 地鳴り 元気の良い男の子の姿　春川正人 ７３歳（砺波市）

11 地鳴り 畳を干して気分すっきり　小倉慶子　７５歳（砺波市）

18 花火８０発で地域に元気 砺波市若林地区自治振興会の納涼花火大会

25 水遊びに歓声 県内全観測地点で真夏日　熱中症で６人搬送

北陸中日 14 アマビエ木像　古里に元気を　長崎出身の井波彫刻師 音琴さん、７月豪雨受け作る

14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１４日午後７時現在）　砺波市　０人

15 大学進学予定の奨学生８人募る 稲垣小太郎財団

15 お盆用切り花　即売会が人気 ＪＡとなみ野、あすまで

読売 20 老舗料理店の甘～いお土産 若女将　キャンディー開発　オリジナルキャラ商品　第１弾

20 利賀ダム工事用トンネル着工式 砺波

20 コロナ感染防止　障害者らに研修 砺波　「ものがたり診療所」の佐藤伸彦所長

朝日 20 展覧会 季節を彩る花々～盛夏～　チューリップ四季彩館

１６日　日曜日
北日本 22 史料１６万枚　データ化 １５年かけ東野尻の４００年　砺波の野村さん

富山 1 真夏日　涼求めプールへ 太閤山ランド　

22 アユ塩焼きに舌鼓　道の駅庄川 住民が販売

22 ロビー展 有沢和代さん透明水彩画展　北陸銀行庄川支店

23 砺波ステイ申し込み殺到　庄川峡観光、ホテル旅館組合 宿泊料金５千円引き　４千人の目標達成へ

23 手ぶらでバーベキュー 砺波自然の家　コンロ、食材を用意

24 砺波午前様　決勝に進出 第２０回国体記念ナイター野球大会

25 紙風船 日中友好の太極拳指導

北陸中日 1 きょうの紙面 緑こんもり　元気もりもり

14 庄川産アユ　塩焼き販売 砺波市の道の駅庄川

14 県内　マイナンバーカード申請増 １０倍を超える市も　前年比　休日窓口など対応開始

14 夏花壇「元気モリモリ」 砺波チューリップ公園　コキアなど見頃

14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１５日午後６時現在）　砺波市　０人

毎日 28 明日に伝える　戦後７５年　北陸の戦争遺産　＜８＞ 悲運の隊員　待つ石碑　富山　在満報国農場隊

１７日　月曜日
新聞休刊日

１８日　火曜日
北日本 21 住民憩う　公園整備　 高岡「とらいあんぐる」敷地内　ドッグランも予定

21 熱帯植物　色鮮やか 四季彩館　チューリップと共演　「季節を彩る花々～盛夏～」

21 加藤さん　カブトムシ幼虫寄贈　ありがとう 市内児童・園児から手紙

富山 1 熱中症搬送　県内で１０人 真夏日　砺波４日連続

3 県道工事の情報公開 県市議会議長会懇談会で知事　

13 地鳴り 地区の支援に心から感謝　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

13 地鳴り ヒグラシは朝より夕方が　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

22 飲食タクシー券好調 砺波　２次募集申し込み２倍

22 出征の父の手紙「親の手本」 砺波・庄川　７７歳加藤さん、大切に保管　自らの死覚悟　子の成長のみ案じる

22 犯罪被害者支援　パネル展始まる 南砺市役所　「犯罪被害者等支援巡回パネル展」

北陸中日 14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１７日午後６時現在）　砺波市　０人

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 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 22 九州豪雨災害　紙上チャリティー色紙展 「イドラ」平岡千香子（審査会員）＝砺波市

１９日　水曜日
北日本 1 夏休み１０日間　あっという間 富山市　小中学校で始業式

6 中小と取引先のマッチング支援 県信用組合　経営支援プラットフォームの運用を始める

19 繊維製品　デザイン提案 富山大生　手袋や水着など　砺波の企業と連携

19 ８小の通学路　安全を点検 砺波市教育委員会など

20 新型コロナ対策編作成 避難所マニュアル　
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21 ウイークリー　西部　 元農兵隊員　島田さん（井波）に聞く　過酷な体験　伝えたい

21 笹島さん（高岡西部中）最優秀 少年の主張県大会　平木さん（出町中）特別賞

富山 1 夏休み終え　残暑の中　早くも２学期 富山市小中校で始業式

5 顧客の販路開拓でベンチャーと連携 富山県信用組合

19 地鳴り マスクがまさかファッションに　戸田祐子　５８歳（砺波市）

20 新学期前に　通学路点検 砺波　横断歩道、白線修繕を

20 わが家 池田史也さん（３５）　恵さん（３５）　悠人ちゃん（２）　前田外志子さん（５９）

22 知事賞に伊藤、大島、山岸さん 愛鳥週間ポスター

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１８日午後６時現在）　砺波市　０人

11 富山大生が開発　衣料品お披露目 砺波の繊維企業と連携　芸文学部　洗えるエコバッグ、端布で帽子

読売 21 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　　

22 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

別刷2 最後のグラウンド　走って泣いて　打って笑って １回戦・砺波－富山西

別刷3 ＊大会回顧 努力の成果　存分に発揮

２０日　木曜日
北日本 13 日展富山会　初の展覧会　あすから富山市民プラザ 美術振興へ独自開催　５部門　渾身の作

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

23 栽培野菜使いもてなし料理 ＳＥＯ収穫祭　高校生メニュー考案

23 ケーブルテレビ　光化に３億３０００万円 砺波広域圏事務組合議会８月定例会

24 砺波　県内でいち早く発足　女性消防団 優しく防火啓発３０年　現在２分団４４人　高齢者宅　スーパー巡回

25 砺波チューリップ公園　新タワー完成楽しみ 来春７０回フェアへ本格工事　市内　花で彩る計画も

25 記者ブログ　砺波支社　高田莉緒奈 身近にある魅力

31 ニュースファイル 傷害疑いで男逮捕

33 短い夏休み　プールに歓声 太閤山ランドにぎわう　

富山 1 「水槽の滝」迫力満点 県内全観測地点で真夏日

22 野菜料理で夏ばて予防 砺波・ＳＥＯ収穫祭　保護者もてなす

23 野原さん　スター目指せ 砺波の西永さん　来月プロ入りを激励　倉敷藤花戦　「２回勝って挑戦権を」

23 砺波市内光回線　事業費など可決 砺波広域圏事務組合議会８月定例会

23 障害者のアート並ぶ 遊便プロジェクト　利賀郵便局で開幕

25 事件・事故 傷害の疑いで男逮捕

北陸中日 5 発言 一通のたより　しみじみ味わう　上野亮平　７７　富山県砺波市

5 ミニコント 砺波・晴之助

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１９日午後６時現在）　砺波市　０人

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 25 戦後７５年　記憶をつなぐ　５⃣ 米国横断　政治の原点　元軍国少年　国力の差実感　元衆院議長綿貫民輔さん

朝日 23 たどる７５年　北陸　４⃣ 追悼のノミ　刻んだ非戦　「石像彫刻美術館」　水本一太郎さん

２１日　金曜日
北日本 21 ７市町小中学校　２学期スタート 高岡、射水、氷見、砺波、南砺、小矢部、立山の７市町

21 無料調停手続き　県内相談会ＰＲ 来月２６日　４会場　県調停協会連合会

21 アートで地域に活力 郵便局リレー展　障害のある作家出品

富山 4 ウイスキー入りの生チョコを販売 高岡のＧＲＮ　若鶴酒造の親会社

20 砺波の新又口用水路　事故防止へ応急対策 県砺波農林振興センターの用水路点検

21 ながらスマホ注意 砺波署　「犯罪抑止の日」

22 砺波午前様クＶ２ 第２０回国体記念ナイター野球大会

22 転落者救助、迅速に 庄川遊覧船で訓練　

22 ７市町で２学期 氷見市のほか高岡、射水、南砺、砺波、小矢部、立山の６市町

22 調停手続き相談　来月２６日に開催 県調停協会連合会

北陸中日 7 ウェブ取引先支援　富山県信組が導入 ココペリと連携

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２０日午後６現在）　砺波市　０人

11 高校生が収穫祭　育てた野菜を調理 総合カレッジＳＥＯ

読売 19 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　県税の納税猶予制度　　

20 夏野菜の料理　生徒振る舞う ＊砺波　「総合カレッジＳＥＯ］　

21 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 19 ぶらり　つれづれ 謙信の宿怨　松江の美貌　射水市大島絵本館長　立野幸雄さん

毎日 22 ギャラリーだより Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ２０２０　砺波市庄川町示野　ギャラリー無量

日本経済 31 若鶴のウィスキー使った生チョコ 若鶴酒造をグループ会社に持つＧＲＮ

２２日　土曜日
北日本 21 日中友好　思い受け継ぐ となみ太極拳倶楽部１５周年　コロナ対策徹底し再開

21 高波幼稚園　年度末に閉園 旧栴檀野幼稚園舎　地元に譲渡

21 工場団地整備　柳瀬が最適地 調査中間報告　市議会全員協議会

21 許可病床数４３削減 砺波総合病院　市議会全員協議会

21 ５議案を可決　 砺波地域消防組合議会定例会

21 消防士逮捕で　夏野市長陳謝 砺波地域消防組合管理者　提案理由説明

21 保険料減免措置の補正予算など可決 砺波地方介護保険組合議会
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22 転落事故想定し救助の手順確認 庄川遊覧船　水難救助訓練

22 県花のまちづくりコンクール 成美小（高岡）など最優秀　第４７回県花のまちづくりコンクール

22 特殊詐欺にご注意 砺波署　呼び掛け　犯罪抑止の日

30 郷土作家　秀作一堂に　富山市民プラザ 初の日展富山会展開幕

31 全観測地点　県内真夏日 ７人熱中症搬送

富山 1 ドラえもんの霧で涼しく　高岡 県内真夏日　熱中症で９人搬送

21 地鳴り 盆前に入院　看護に感謝　北清俊一　６３歳（砺波市）

21 地鳴り 平和や生と死　思いを巡らす　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

23 柳瀬に工業団地造成 砺波市が方針　ＩＣパーク高岡隣接　適地調査で高評価　今年度、測量実施

23 高波幼稚園　今年度閉園 地元で園舎の活用協議

23 コロナ対策で介護保険料収入を減額 砺波地方介護保険組合議会８月定例会

23 コロナと暖冬で救急出動が減少 砺波地域消防組合議会全員協議会

北陸中日 12 県花のまちづくりコンクール　最優秀賞に５件 「第四十七回富山県花のまちづくりコンクール」

13 井波彫刻で誘客狙う ロイヤルホテル富山砺波　組合と連携　ロビーで作品展示、販売

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２１日午後６時現在）　砺波市　０人

13 「てんたかく」稲刈り始まる 砺波平野、わせ品種

２３日　日曜日
北日本 15 多彩な色彩　切り絵５７点 丘まち子さん作品展　となみ散居村ミュージアム

15 食彩ふれあい市中止 となみ食彩ふれあい市実行委員会

19 声の交差点 叱った孫がいとしい　 砺波市　浦島外美子(７１歳)

19 みんなのＶＯＩＣＥ 「ＳＮＳの使い方」　砺波市　４０代　男性

20 第１０回「アートペーパー展」　 来月６日から砺波市美術館　写真の芸術性伝えたい

20 県捕獲専門チーム 八尾・砺波で結成　八尾コミュニティセンター

22 熱中症で５人搬送 県内真夏日　砺波で３２．４度

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

19 浅長、朝倉さんＶ 砺波市パークゴルフ協会８月度月例大会

20 成美小(高岡)が最優秀賞 学校花壇部門　県花のまちづくり

24 熱中症で５人搬送 砺波市３２．４度

24 知事選　２０２０ 石井氏の砺波市後援会総会

北陸中日 17 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２２日午後６時現在）　砺波市　０人

読売 18 病院の実力　～富山編１４７ 大腸がん　「ロボット手術」選択肢に

２４日　月曜日
北日本 19 ゲートボール楽しむ いかるぎ広場　国道高架下　安心プレー　国道３５９号砺波東バイパス伊加流伎大橋の高架下

25 声の交差点 同窓会のないお盆　 砺波市　石崎弘毅(６７歳)

富山 14 高齢者世帯に弁当配布 砺波市栴檀山自治振興会

14 農作物の有害鳥獣被害防止へ決意新た 県捕獲専門チーム激励会

15 高架下「いかるぎ広場」　 砺波・国道３５９号　大橋が屋根代わり　般若自治振興会が整備

15 Ａは福岡、Ｂは栴山 第３２回庄東地区親善ゲートボール大会

15 浦島、大門さんが優勝 第１５回射水市大島納涼ナイターグラウンド・ゴルフ大会

16 庄川男子が優勝 石動東部２位、侍と庄川女子３位　４市１２チーム　熱戦展開

北陸中日 10 敬老会の代わりに豪華な弁当を配布 砺波・栴檀山地区

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２３日午後６時現在）　砺波市　０人

10 砺波・頼成の高架下に手作りのグラウンド 完成記念ゲートボール　国道３５９号砺波東バイパス伊加流伎大橋の高架下

２５日　火曜日
北日本 1 県内９駅無人化　ＪＲ西　３０年度までに 働き手不足・利用客減

6 ＮＥＷＦＡＣＥ　商品ニュース ウイスキー生チョコ発売　ＧＲＮ

19 高野連の育成功労賞 杉森砺波高監督　市長に受賞報告

19 宿泊施設を災害時に提供 市と２組合が協定　市ホテル旅館組合、庄川峡観光協同組合

20 弁当贈り長寿祝う　 栴檀山自治振興会　敬老会中止受け

20 ドングリ使って親子で作品作り 頼成の森　工作教室　

28 熱中症５人搬送 県内全観測点で真夏日　砺波３２．７度

29 列車遅れ　誰に聞けば…　県内９駅無人化で利用客 利便性・防犯面に不安

富山 1 県内ＪＲ駅　８割無人に 城端、氷見、高山線　３０年までに新たに９駅　みどりの窓口を削減

20 砺波広域圏事務所が移転 砺波市役所東別館から同市役所庄川支所へ

21 朗読用シールド製作　砺波・庄川の松村さん 持ち運び簡単、全身覆う　地元奉仕グループが依頼

21 高齢者、妊産婦受け入れ　宿泊施設を避難所に 砺波市、２組合と災害時協定　市ホテル旅館組合、庄川峡観光協同組合

21 ドングリで飾り 砺波・頼成の森　ドングリ工作教室

21 地蔵に無病息災祈る 砺波　旧中嶋家でえんなか会

22 砺波高野球部・杉森監督 高野連から育成功労賞

北陸中日 1 ２０２０　とやま知事選 石井氏への自民推薦　重視／民間出身・新田氏の手腕期待　県内首長　支持分かれる

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２４日午後６時現在）　砺波市　０人

13 高齢者、妊婦の避難所に 旅館組合、庄川峡観光組合　砺波市と協定

13 旧中嶋家住宅で地蔵祭を営む 砺波の「えんなか会」

13 「野球人口増やしたい」　砺波高・杉森監督抱負 高野連功労賞、市に報告

13 全日本中学通信陸上競技県大会～アシックスチャレンジカップ 【女子】砲丸投げ
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24 無人化　砺波など３７駅も ＪＲ西、３０年度までに

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度

25 砺波高・杉森監督に育成功労賞 日本高野連表彰「一層野球で恩返しを」

２６日　水曜日
北日本 6 プロの味　出来たて 柿里　料理人ら家庭に派遣

19 屋敷林との共生学ぶ カイニョ倶楽部　鷹栖小で絵画展示

20 息災願い地蔵祭り 旧中嶋家住宅　

21 看護系大学生と現役看護師交流 県　古里で就職促す　

21 公募野菜メニュー販売 市健康センター　となベジＷｅｅｋスタート

28 熱中症　１３人搬送 県内５日ぶり猛暑日　砺波３５．０度

富山 1 青空の下　水遊び 富山、砺波で猛暑日　体育中男児が熱中症搬送　砺波市３５度

20 レシピ公募の総菜人気 砺波市、ふたつわ食品が商品化　「元気アップお手軽レシピ」

20 絵で散居村に関心を 日展作品、小中校を巡回　砺波カイニョ倶楽部

22 道路愛護４団体表彰 富山河川国道事務所

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２５日午後６時現在）　砺波市　０人

12 市民が発案した野菜料理、商品に 砺波のスーパーで４品販売

24 訂正 ２５日付朝刊２４面　「無人化　砺波など３７駅も」の記事

読売 24 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

朝日 25 日本伝統工芸展 県内から１３人入選　【木竹工】林哲三（砺波市）

２７日　木曜日
北日本 1 ワクチンの助成広がる　 県内でも同時流行対策　４市町が導入決定　１０市町村　検討中

5 激戦を語る　知事選　保守分裂　⑦ 自民党県連常任顧問・県議　米原蕃氏　県民はまだ様子見　結果次第で責任問題

5 高岡医療圏に検査拠点 来月にも　「地域外来・検査センター」を開設

6 参加企業１００社目標 県信組の経営支援　

6 居住満足度　砺波トップ 県内　２位は滑川

11 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

12 朝市夕市　県内 砺波市

21 スマホでため池監視 全国発　水害防止へ実用化　「ため池遠隔監視システム」

21 コロナ対策　１億４２０５万円 一般会計補正予算　８月定例市議会に提出

21 城端線４駅無人化　砺波に客集中懸念 夏野市長

21 てんたかく８１　１２㌧全量１等 ＪＡとなみ野　初検査

21 国給付金巡り市長 オンライン申請「良くなかった」

23 こんもりコキア　元気モリモリ‼ チューリップ公園

23 利賀ダム本体工事用道路 トンネル３５８㍍区間貫通

29 駅無人化「唐突だ」 説明ない転換に反発　高岡４駅　協力団体

29 釣り人か　庄川に遺体 砺波　砺波大橋東側の庄川

29 大輪映える　中央植物園 フヨウ見頃　砺波３５．０度

富山 1 陽炎　揺らめく鉄路 富山、砺波で２日連続猛暑日　砺波市３５度

21 富山文芸　８月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　山森和子

24 砺波市長会見　第７０回チューリップフェア 消毒や検温、対策研究

24 台北へ球根輸出継続 展覧会に「砺波エリア」３年連続

24 インフル予防接種　中学生の費用助成 ８月補正予算案

24 用水氾濫備え　監視システム 遠隔監視システムを初導入

24 「てんたかく」全量１等 ＪＡとなみ野で新米初検査

26 南砺・利賀ダム工事用道路　河床進入トンネル貫通 ３５８㍍区間、安全に掘削　全７２０㍍　２２年完成目指す

30 住みここち　砺波が県１位 大東建託調査　北陸三県では２位

北陸中日 5 発言 セミとピンクの花に夏実感　島田栄　７２（砺波市）

9 住みここち１位　石川が野々市　富山は砺波 大東建託が両県民アンケート

10 利賀ダム　本体工事へ前進 河床進入トンネルが貫通

10 コロナ対策３億４８００万円 砺波市が補正予算案発表

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２６日午後６時現在）　砺波市　０人

11 てんたかく８１　全て１等 ＪＡとなみ野　新品種の新米　初検査

11 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

24 砺波の庄川　男性死亡 釣りで流されたか

読売 25 高岡医療圏にＰＣＲセンター 来月設置へ

25 フェア開催対策など　砺波市補正案提出へ 今年度一般会計補正予算案提出へ

25 砺波　釣りの７３歳死亡 砺波市の庄川右岸の砺波大橋付近

毎日 20 『カブトムシ大事にしてます』 幼虫プレゼント　絵や手紙でお礼　砺波で児童ら

２８日　金曜日
北日本 1 移住者に電気料金割引 県と北電　４月から　移転企業も対象　県水力発電を活用

11 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

19 声の交差点 屋敷林を考えよう　 砺波市　天野一男(６６歳)

23 子どもの貧困と支援の現状理解 市民大学「学遊塾」

23 プロ招き　三味線の腕磨く １１月　出町浄瑠璃大会　奏者６人が練習　

23 柔らかな色彩で欧州の風景描く 大野さん個展　「ヨーロッパの旅と百花繚乱」
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24 キャップ１００㌔　東部小に贈る 北銀砺波支店　

24 秋の交通安全運動　実施計画など決定 砺波市交通安全対策会議

25 ＳＮＳの人権侵害　事例交え考える 人権啓発講演会

33 民意と歩む　政活費執行率　４議会７割切る　 １９年度　県内１５議会　識者　「何に使うかが大事」

富山 1 移住世帯の電気料金割引 県と北電が連携、全国発　来年４月から　１年間、５％程度

21 上坂さんが優勝 第１２回となみチューリップ杯健康麻将交流大会

22 バチさばきに磨き 砺波子供歌舞伎　三味線稽古始まる

28 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 1 富山に本社移転　移住で電気割引 県と北電　新メニュー創設

12 訂正 ２７日付朝刊１０面　「砺波市が補正予算案発表」の記事

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２７日午後６現在）　砺波市　０人

読売 19 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

21 移住で電気代おトク ５％割引　企業も対象

朝日 25 北陸の駅　８割無人へ ＪＲ西日本　在来線　３０年度までに　富山３路線の計９駅

日本経済 39 富山移住・移転で割引 北陸電、来春から新プラン

２９日　土曜日
北日本 1 安倍首相　辞任表明　総裁選　来月１５日軸 体調悪化　職務困難　後継候補　岸田・石破・菅氏ら

14 北日本俳壇の集い ■特選　野村邦翠　二俣れい子

23 自然捉えた４９点　 フォトサークルａｎ展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室

23 議会日程 砺波市

31 ニュースファイル 庄川で発見の遺体は水死

富山 23 地鳴り 今年も早稲の刈り取り終えた　犀川寮明　７２歳（砺波市）

27 高岡一　初戦は大門と 秋季高校野球　４４校４１チーム出場　来月５日に開幕

27 富山新聞文化センター　講座ガイド発行 全７７０講座を紹介

27 事件・事故 砺波の男性、死因は溺死

30 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２８日午後６時現在）　砺波市　０人

読売 28 高岡第一　初戦は大門 秋季県高校野球　来月５日開幕

朝日 27 ４１チーム　対戦決まる 秋季県高校野球　来月５日開幕

毎日 26 秋の高校野球 県大会　４１チームで熱戦　来月５日開幕　高岡第一などシード

日本経済 35 富山の伝統産業　情報発信が必要 富山銀と政投銀、調査で

３０日　日曜日
北日本 17 持続可能な地域へ　人材育成セミナー 砺波市柳瀬地区自治振興会　

17 庄川美術館　かがやき☆はんが展　多彩な技法で制作６２点 県内版画家５８人意欲作　

17 保健・環境保全貢献　個人や団体を表彰 砺波市福祉健康大会

17 広告 空中カフェ２０２０　ミッシュローゼ他

19 こんなのあるんだ！４７ＣＬＵＢ　よんななクラブ ＴＯＹＡＭＡ　おすすめ　ＷＥＢショップ

23 とやま×私×フォト 「早起き」ｍａｋａｎａ（富山市）

26 県内大雨　停電や交通乱れ ２９日

27 風車 ４本に分かれて実ったナス　𠮷田正睴さん　砺波市狐島

富山 9 コント 砺波・富之助

18 給食用ジャガイモ栽培 ＪＡとなみ野　地場産率向上目指す

18 東京五輪　歩いて応援 聖火リレーコースたどる　小矢部市体協

18 青年部と女性部　国道で清掃奉仕 砺波・庄川町商工会

18 空き家対策は地域ぐるみで 砺波でセミナー　砺波市柳瀬地区自治振興会の地域力向上セミナー

18 ４４氏１６団体を表彰 砺波で福祉健康大会

19 戸田さんが優勝 庄下パークゴルフ愛好会競技大会第６回富山新聞社杯

24 八尾で１時間４８㍉ 県内激しい雨　高山線８本運休

北陸中日 15 「多様性尊重して」中学生に啓発冊子 となみＪＣ作成　

15 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２９日午後６時現在）　砺波市　０人

３１日　月曜日
北日本 15 国道１５６号きれいに 庄川町商工会青年部・女性部

20 多様性や共生　大切に となみＪＣが冊子作成　となみ青年会議所青少年育成委員会

22 高齢者叙勲　８月の受章者　県関係分 瑞宝双光章　元小矢部市蟹谷小学校長　西嶋常夫さん　砺波市高波

富山 9 月曜川柳　乱反射 伊藤芳子（砺波）

9 地鳴り 今年のお盆は良い思い出に　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

14 屋外で元気にピアノ発表 砺波の教室　園児から中学生　砺波市のピアノ教室「おおみちＭＵＳＩＣＡ｝

15 思いやり育む冊子　中学生向けに作成 となみ青年会議所（ＪＣ）

15 名所旧跡駆け巡る 砺波でトレイルラン　「第２回となみｄｅ　ＲＵＮ」

15 住民９００人　避難、放水訓練 砺波・鷹栖地区　総合防災訓練

16 日本絵画　美の脈動　①　砺波市美術館 素朴な子　陰影で表現　黒田清輝　洋燈と二児童　

16 ワンチーム呉西で発展 新田氏　高岡、砺波で講演会

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３０日午後６時現在）　砺波市　０人

読売 22 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　
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＊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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