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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　１日　日曜日
北日本 8 民意と歩む 改革進んだか　全１５議会に防止策　政活費不正

12 北日本新聞　朝間野球 ＪＡなのはな８強　２年ぶり県大会が開幕

23 硬貨鋳造を体験　児童が古代学ぶ 市埋蔵文化財センター

富山 20 生活困窮者に食料支援 砺波で初のフードバンク　理事長に嶋村さん

20 中国の古銭できた 砺波市埋文センター

21 児童がゲームや軽スポーツ楽しむ 砺波・五郎丸神明宮

北陸中日 10 「先輩の分も　最高の演奏」 ２年ぶり中部日本吹奏楽県大会

11 イノシシ電気柵点検 砺波市

11 高齢者にタブレット配布前にスマホ教室 砺波・栴檀山地区

24 新湊南部中　県代表に　小編成 中部吹奏楽　富山大会始まる

朝日 21 第１０３回　全国高校野球選手権　富山大会 振り返って　高岡商　投打に安定　コロナ下でも熱戦

　２日　月曜日
北日本 5 読者写真コンクール　７月の入選作 佳作　「花摘みの朝」　高松透　砺波市永福町

23 食品サンプル作り体験 油田公民館が企画

33 県内コロナ２１人 過半数が２０代以下　砺波市３人

富山 7 地鳴り 資料を作って自然に「回想」　紫藤道子　８６歳（砺波市）

18 「上農かぼちゃ」収穫 砺波の農好会、胴長品種

19 般若ＧＢクが優勝 第３３回庄東地区親善ゲートボール大会

21 熱中症で８人搬送 富山、高岡、砺波市、朝日町で、男女８人

24 県内コロナ２１人感染 接種特設会場スタッフも　５日連続２０人超

北陸中日 1 県内感染　５日連続２０人超 砺波市の十～三十代の男女三人

8 「泣きながら」「心集めて」 中部吹奏楽県大会

8 子どもら境内で工作やＧゴルフ 砺波の神社　五郎丸神明宮

9 ふく福すいか　夏スイーツに となみ夢の平コスモス荘　７日発売　パフェなど３種類

9 チューリップの絵　並んだ 砺波　市内全年長児の作品展

24 中部吹奏楽県大会　閉幕 高校　大門、富山工、新湊　中学　福野、芳野が代表に

　３日　火曜日
北日本 22 散村の暮らしに触れる 砺波高２年　地域講座に参加　アズマダチ家屋見学　砺波散村地域研究所

23 患者流しそうめん楽しむ 砺波誠友病院

29 ニュースファイル 傷害疑いで男逮捕　砺波市庄川町金屋の無職の男

30 砺波の白骨化遺体は男性 砺波署

31 戦後７６年　とやま 若い感性　空襲伝える　語り継ぐ会　最年少３６歳　五島さん（砺波）体験談を映像保存

富山 24 施設開放　プール人気 砺波の北部苑　学習室も用意

24 児童らアユ捕まえた 砺波・種田地区

27 事件・事故 店員に傷害疑いで逮捕　砺波署

27 事件・事故 砺波の白骨遺体は男性

北陸中日 1 暑い暑い　涼を求めて 富山・秋ケ島で猛暑日　砺波市で３４．１度

5 発言 成長と快い風　農業の楽しみ　島田栄　７２　富山県砺波市

19 コースターをあじろ編み 砺波・埋文センターで古代体験

19 伝説のチューリップ　押し花に 砺波・四季彩館で展示

読売 25 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ クライミング最高の「衣」　ゴールドウィン　軽さ・強さ　研究重ね　動作解析　２年かけ

　４日　水曜日
北日本 23 せん定枝　収集車が回収 市実験　量は軽トラの１０倍

23 カブトムシ　ありがとう 園児がお礼　砺波市秋元の東部保育所

23 園児がチューリップ描く 砺波市内１１郵便局の「チューリップ絵画展」

24 山本さん（砺波工３）が旋盤作業最優秀 ものづくり県大会

24 会長　田中南砺市長 砺波土木協

30 水遊び最高！　富山空港３６．９度 県内２日連続　猛暑日　きょうも熱中症アラート　外出避け屋外運動中止を　搬送８人

31 １２～１５歳接種　対応に差 県内自治体　コロナワクチン　６市町村は券発送完了　受験生優先も

31 県内１９人感染 中等症１人　砺波市３人

富山 23 地鳴り アマガエルのお気に入りの場所　北清俊一　６４歳（砺波市）

23 地鳴り 神秘的なセミの羽化に見入る　工藤直美　５７歳（砺波市）

24 屋敷林の剪定枝回収　パッカー車で効率的に 砺波市が実験　運搬容量、軽トラの１０倍

24 親子で陶芸 砺波・高波公民館

24 高校生の旋盤作業　山本さん最優秀賞 ものづくり県大会

25 緊張感持ち感染防止 砺波市がコロナ会議

25 紫外線でウイルス抑制、県内初の設置 砺波の旅行会社

25 会長に田中南砺市長 砺波土木協会

26 午前様クラブ決勝へ 砺波で国体記念ナイター野球

26 氷見北部が軟式野球Ｖ４ 第５９回県中学校総合選手権
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26 砺波地区寿野球定期リーグ戦 南砺市城南スタジアムほか＝本社後援

31 県内コロナ　１９人感染 砺波市３人

北陸中日 27 県内　新たに１９人感染 砺波市が三人

読売 27 新たに１９人感染 デルタ株疑い１人

　５日　木曜日
北日本 12 となみ野 「ＰＨＯＴＯはな」展ほか

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

18 がんばれ高岡商 砺波・南砺在住選手が抱負

23 児童が陶芸楽しむ 高波で教室　谷口さん（越中三助焼）指導

23 １１月に球根植え込み チューリップ街道実行委

25 舞台背景の大幕　鮮やか １０月　県芸術祭で披露　県美術連合会　６団体共同制作

29 ニュースファイル 窓ガラス割った疑いで男逮捕　砺波署

30 ２０人を搬送 富山市１４人　今年最多　砺波１人中等症

30 砺波の北陸道　トラック全焼 一時通行止め

31 県内新たに３１人 １０～３０代　６割超

富山 1 富山市街地　暑さに揺らぐ 連日猛暑日　熱中症で２０人搬送　砺波の７０代男性

23 うけてる講座 キッズダンス【イオンモールとなみ教室】　洋楽に乗りステップ

24 遡上願い「庄川鮎」放流 つかみ捕り２年連続中止　砺波市漁協、釣り楽しんで

25 利賀ダム建設促進期成同盟会総会が中止 コロナ拡大で書面決議

26 「富山ブラック」シャンプー開発 竹炭で真っ黒　消臭効果もＯＫ　高岡、射水、砺波の理容店　「新名物」定着を

27 砺波の宮脇選手も 市役所に夏野修市長を訪問

27 事件・事故 窓ガラスを石で割った疑い

28 コント 砺波・富之助

30 北陸道で保冷車全焼 砺波－小矢部　上り一時通行止め

31 県内　３１人新規感染 新型コロナ　デルタ株疑い２１人　砺波１人

31 プール監視員感染 太閤山ランド　砺波市の２０代男性監視員

北陸中日 25 県内３１人新たに感染 砺波市一人

朝日 21 北陸吹奏楽コンクール　金沢で６～８日 第６２回北陸吹奏楽コンクール　出場団体

  ６日　金曜日
北日本 1 県内５３人　市中感染拡大 新型コロナ　２番目の多さ　３０代以下７割　県「デルタ株広がる」　砺波市１０人

23 放水や心肺蘇生体験 庄東小児童８０人　災害時の対応学ぶ　砺波市庄東少年消防クラブ

23 夏休みの思い出にアユのつかみ取り 種田地区　砺波市種田地区自治振興会

24 カボチャ　待望初収穫 砺波　東別所上村　若者グループ　休耕田活用　野菜第１弾

25 タブレットで見守り強化 砺波　栴檀山　全１５０世帯に配布　住民が操作方法学ぶ

25 庄川右岸の用排水　課題解決目指す 対策促進協設立　庄川右岸地域用排水対策促進協議会の設立総会

31 新型コロナ　県内「第５波」入院急増 最多目前１３５人　１ヵ月で１０倍 県内の病床確保体制

富山 2 庄川右岸用排水対策協を設立 庄川右岸地域用排水対策促進協議会の設立総会

3 中長期的に調査を 金沢湯涌福光線で方針  主な要望

24 バフェ、ソフトクリーム、ジュース　ふく福すいかスイーツに 砺波・夢の平コスモス荘　「栴檀山スイーツ」

25 砺波の吉川さん　８日に「フェスティバル」 プログラミング　やってみよう　ロボット操作やゲーム

25 チューリップいろいろ 砺波で園児の絵画展　砺波市内１１郵便局の「チューリップ絵画展」

25 放水体験で意識高め 砺波・庄東少年消防ク

26 ３４チーム激突 コカ・コーラカップ野球　きょう開幕

26 氷見北部、十三ハンドＶ バスケ女子、奥田が県勢初制覇　北信越中学校総合競技大会

26 砺波市役所　決勝に進出 第２１回国体記念ナイター野球大会

26 パラ五輪・車いすバスケ　宮島、岩井選手活躍誓う 東京パラリンピック車いすバスケットボール男子  富山勢の激励会

26 「歴史変えたい」　宮島選手誓う 砺波でも激励会

31 県内５３人　過去２番目 コロナ　富大でクラスター　砺波市１０人

北陸中日 12 高校生　磨いた技競う 砺波工・山本さん最優秀賞　ものづくりコンテスト旋盤部門

27 県内　新規感染５３人 富大　職員８人クラスター　砺波市　１０人

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

27 コロナ　新たに５３人 過去２番目の多さ　

27 富山で３５・４度　４日連続猛暑日 砺波市　３３・９度

27 Ｔｏｋｙｏ２０２０ 宮島、岩井選手に「期待」 車いすバスケ  富山で激励会

朝日 23 全日本合唱コンクール県大会 射水で８日　７団体出場

毎日 24 ギャラリーだより 企画展「第２７回押し花展～伝説のチューリップ」

  ７日　土曜日
北日本 1 ６４人感染　最多に並ぶ 県内新型コロナ　県「お盆　慎重に行動」　富山・高岡でクラスター　砺波市５人

21 宮島選手（砺波）応援の懸垂幕 出町自治振興会事務所

25 プログラミング学ぼう 吉川さん夫妻（砺波）　子ども向けに無料教室　ドローン使い楽しく

25 大賞に橋本さんら きょうから市美術展

25 １人暮らし高齢者　薬の管理法を助言 地域ネット会議　

25 旧東蟹谷保育所グラウンド売却 市　議会に報告　小矢部市議会公共施設再編特別委員会

25 「はな」テーマ２６点 写真８人展　「ＰＨＯＴＯはな展」
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27 中３高３先行接種 １６日から予約受け付け　砺波市

34 白骨化遺体は砺波の７７歳男性 砺波署

35 県内　５日連続猛暑 台風１０号　あす午前最接近　砺波と南砺高宮で今年の最高気温更新

富山 1 続く猛暑　ハスに涼 県内８人熱中症　台風１０号、あす午前県内接近　砺波市３５度

27 地鳴り 井上康生監督　柔道の立役者　犀川寮明　７３歳（砺波市）

27 地鳴り せっけんは昭和の名残か　戸田祐子　５９歳（砺波市）

29 市展大賞に５人 砺波市美術展、きょう開幕

29 市町村議会（６日） 小矢部市　旧東蟹谷保育所の活用　グラウンドを売却

29 砺波市が中３と高３に先行接種 １６日から受け付け

31 事件・事故 砺波の白骨遺体、身元判明

北陸中日 1 県内感染６４人　最多並ぶ 高岡、富山でクラスター　砺波市五人

12 砺波市美術展 入賞者３１人決定

12 コロナワクチン接種 中３生と高３生ら１６日に予約開始　砺波市

27 遺体は砺波の７７歳 砺波署

読売 25 コロナ最多６４人感染 知事「ステージ３」示唆

  ８日　日曜日
北日本 9 １６チーム　白熱プレー ろうきん旗学童野球県大会

9 優勝目指して元気にプレー 県学童軟式野球

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「暑さの楽しみ方」　砺波市　５０代　男性　

19 独創的な皿や箱５１点 本社砺波カルチャー教室　２０周年記念し作品展

19 粘土で人物像制作 庄川美術館の実技講座　彫刻実技講座「人物像を造る」

20 商業施設で集団接種 イオンモール　毎週土・日曜

20 カード利用額一部　市の財団に寄付 イオンリテール

25 ニュースファイル 公務執行妨害で逮捕　砺波市庄川町金屋の無職

25 ニュースファイル 車と衝突　ミニバイクの男性重傷　砺波市柳瀬の会社員

27 新型コロナ　県内新たに４６人 富山　運動会でクラスター　砺波４人

富山 18 満開　ヒマワリに笑顔 砺波・宮丸　転作田を利用　撮影スポット

19 砺波のイオンで集団接種始まる 新型コロナワクチン

19 砺波市花と緑の財団に６０万円寄付 イオンリテール

19 意欲作６部門１２０点　砺波市美術展開幕 第１７回砺波市美術展

21 伝統の木組み　１０代が奮闘 となみ野建築　安元さん、井川さん　富山の寺院　鐘楼を再建　技術学び　後世に

21 事件・事故 公務執行妨害の疑いで逮捕

21 事件・事故 ミニバイクの男性骨折

22 地鳴り 存在感増すハゲイトウ　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

24 富山　運動会でクラスター 新型コロナ　県内４６人が感染　砺波４人

25 富山で連日の猛暑日 一時雷、激しい雨　富山、高岡、砺波、南砺、小矢部、魚津、入善の７市町で、１０～８０代の男女１０人が熱中症の疑いで搬送

　９日　月曜日
北日本 6 映える　写真バトル 第５５回の対戦結果　砺波高校写真部が勝利　本紙写真部５７２－８４７砺波高校写真部

9 追想　ありし日 庄川挽物木地伝統工芸士　但田宅治さん　職人の誇り胸に奔走

富山 7 地鳴り 草むしりで達成感覚える　紫藤道子　８６歳（砺波市）

22 マダケで水鉄砲 砺波で工作教室　県民公園頼成の森の工作教室

22 「駅の図書館」で鉄道ジオラマ展 小矢部　小矢部市民図書館

23 プログラミング面白い 砺波でフェス　小中学生が体験

23 青少年の非行や犯罪被害防止訴え 砺波市民会議

23 鐘楼再建で上棟式　 富山・銀山寺　工事の安全願う

北陸中日 17 庄川特産ユズ　マフィンに ウッドプラザが発売

17 与論島の星砂探し　体験して 道の駅庄川でイベント

朝日 25 合唱コンクール　県大会 響く歌声美しく　４団体が中部大会　出町小は全国へ

１０日　火曜日
北日本 14 工事の安全祈る 銀山寺上棟式

11 声の交差点 呼び起される記憶　砺波市　上野亮平（７８歳）

11 声の交差点 高岡商　８強の壁崩せ　砺波市　砂﨑猛雄（８１歳）

11 声の交差点 心豊かな交通社会を　砺波市　高松透（５６歳）

15 ゲーム・工作に夢中 出町児童センター

23 新型コロナ　県内　入院最多１６６人 感染３３人　特別警報の水準　砺波市２人

富山 1 県内９市町に暴風警報 列車運休、利用者に影響　砺波に強風、雷注意報

16 桜井男子バレー　県大会初Ｖ報告 黒部市長に

16 晴武館Ａ、井波Ａ優勝 ６段以上は山下制す　第２１回板橋杯争奪剣道大会

17 パラ五輪　宮島選手、活躍を 砺波　出町自治振興会が懸垂幕

17 夏にヒヤッとして 砺波図書館　お化けの本１００冊

17 四季彩館にジャングル 砺波・盛夏展　チューリップ四季彩館の季節展示「季節を彩る花々　盛夏」

24 富山で飲食クラスター 新型コロナ　県内新たに３３人感染　滑川、砺波市が各２人

25 ほたるいか 「総合カレッジＳＥＯ」で収穫祭
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北陸中日 10 読めばヒヤッ　おばけ大集合 砺波図書館　企画展「夏」コーナーも

11 高齢者も必需品!?　スマホ教室人気 砺波の公民館　接種予約など　コロナ禍で需要増　油田公民館

27 県内　３３人新規感染 富山で７人クラスター　砺波市二人

朝日 19 粒々と甘み堪能　米のジェラート 「富富富」使い新商品　ロイヤルホテル富山砺波が商品化

１１日　水曜日
北日本 1 県内新たに３５人陽性 高岡でクラスター　砺波市５人

19 えんじゃら節　継承任せて 砺波　南般若地区　小学生　１１月のまつりへ練習

19 育てた野菜で中華ランチ 星槎国際高が収穫祭　保護者・教員もてなす

19 非行防止呼び掛け 青少年育成会議　「夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動」

20 希少な原種系　押し花に チューリップの魅力紹介　「第２７回押し花展～伝説のチューリップ～」

20 竹の水鉄砲　１０㍍飛んだ！ 頼成の森工作教室　「竹を使った工作教室」

25 新盆を迎える県人　ゆかりの人　ありし日　面影しのぶ 経済・産業　一般　長寿者

28 他の診療　影響懸念 入院者数　県指標上回る　

29 県内　大雨・強風で列車運休 道路通行止め相次ぐ

富山 13 地鳴り 動物保護団体へ寄付を続ける　夏山郁美　３０歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

19 庄川のトウモロコシ　福光でジェラートに　となみＪＣ １４、１９日に先行販売　売り上げ　砺波、南砺市に寄付

19 ６種類の時差出勤 コロナ対策　砺波市、きょうから

19 高齢者の服薬管理支援方法に理解 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」

20 科学オリンピック　中学生３６４人が挑戦 ４高校で実施　「とやま科学オリンピック」

21 東海北陸道、北陸道通行止め １０日　東海北陸自動車道小矢部砺波ジャンクションー福光インターチェンジ

24 高岡で事業所クラスター １週間連続感染３０人超　新たに３５人　砺波市５人

24 激しい風雨　交通乱れ 県内、台風変化の低気圧影響　きょうも土砂災害や浸水警戒

北陸中日 25 高岡で８人クラスター 県内３９例目、新規感染は３５人

読売 24 よみうり文芸 俳句　【秀逸】　野村真里恵（砺波市）

24 読売俊英賞に小島さん 読売書法展入賞・入選者　〈会友出品〉【砺波市】平木雲龍

朝日 21 新型コロナ 県　再び「特別警報」　重点措置の要請検討

21 富山の小林さん　富士フィルム賞 カラーフェア

毎日 18 庄川ゆず　マフィンで食べて！ 砺波　観光組合・潟沼さん商品化

１２日　木曜日
北日本 12 となみ野 牛島辰馬木彫展

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

27 魅力あふれる東山見へ みらい会議　住民が将来像探る

27 愛らしい表情の木彫人形並ぶ 牛島さん作品展　ギャラリーみかん堂

29 庄西中　新体操部　「最高の演技を」 全国中学校体育大会出場

37 県の知事部局　出勤５割削減 砺波・氷見両市は３割

富山 16 庄西中新体操部　入賞を目指す 全国中学校新体操選手権・団体に出場

17 豪雨災害の救助に備え 砺波地域消防組合　調整池生かし浸水域訓練　南砺・東分署で初

17 住民主体のまちづくりを 砺波・東山見　東山見地区自治振興会の「東山見みらい会議」

20 地鳴り 前向きな姿勢感じない　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

20 地鳴り 青年部墓地掃除続けてほしい　犀川寮明　７３歳（砺波市）

北陸中日 10 砺波市職員が分散勤務開始 県特別警報受け

11 全中　精いっぱい頑張る 庄西・女子新体操部　最高の演技を誓う　砺波

１３日　金曜日
北日本 1 １６日にもステージ３ 県内コロナ最多７１人　知事あす判断

1 経路不明６割超 １週間感染数　国指標で「爆発的拡大」

19 スイカ直売所に看板ヤギ 土日〝出勤〟　客に癒やし　ふく福柿出荷組合

20 ぼくの夢　わたしの願い 砺波北部小６年　福井糀さん　坪内康貴君

23 声の交差点 お盆の同級会は中止　砺波市　横川實（７８歳）

24 小中の通学路　危険箇所点検 砺波市教委

富山 1 新型コロナ　県内感染　最多７１人 ステージ３移行迫る　デルタ株疑いが９２人　砺波２人

1 県内　きょう以降も大雨注意 気象台　７市町に警報

13 お盆用の切り花　主婦ら品定め ＪＡとなみ野が即売会

20 砺波午前様クＶ３ 第２１回国体記念ナイター野球大会

北陸中日 1 県内も最多７１人 砺波二人　砺波市の二十代女性は富山大の職員

読売 22 「住みここち」砺波Ｖ２ 県内調査　「住みたい街」は金沢

１４日　土曜日
北日本 1 氷見・高岡で避難指示 県内大雨　氷見２５０㍉　冠水　土砂崩れ相次ぐ　きょうも警戒

1 県内　８月５００人超 富山・立山でクラスター　新たに６３人　砺波市２人

17 人生１００年時代　生き方考える 消費生活講座　砺波市消費者グループ連合会

21 とやま×私×フォト 「ポシェットでお散歩」　久ちゃん（砺波市）

22 高岡・砺波－金沢線を減便 加越能バス　計４日

25 伝統の炎でパラ採火 南砺上市　１４日には富山、黒部、砺波の３市と朝日町で
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富山 1 県内大雨　１１５１人避難指示 １８４・５ミリ　氷見で２４時間降水量最大

1 幼稚園裏山崩れる 氷見・鞍川　避難所砺波市３カ所

1 富山、立山でクラスター 県内　新たに６３人感染　砺波２人

20 通学路の安全　目光らせ 砺波、白線修繕や横断歩道要望

21 砺波で来月「ロゲイニング」　増山城跡巡り「宝」再認識 城ブーム、初の「戦国編」　コロナ対策で定員各２０人の分散開催

21 「中山間地域は住民主体で活性化を」 砺波市民大学　となみ散居村ミュージアム

21 流しそうめん味わう 砺波誠友病院

21 ゲームや工作楽しむ 砺波出町児童センター

21 高速バス一部運休 加越能バス　

26 特攻機整備　心痛む 砺波の西井さん　「戦争伝えることが必要」　訓練で仲間亡くす

27 大雨　盆休み直撃 氷見　住民、慌ただしく避難　「家にいるのが怖かった」　上庄川、一時氾濫寸前　高岡で市道通行止め

北陸中日 1 氷見で２２４ミリ ２４時間雨量、最大記録　砺波市は四地区に避難所開設

10 パラ採火　南砺・上市から始動 「不滅の火」熱いエール　砺波の採火式は中止　大雨、コロナ拡大で

10 昨年３件事故発生　砺波の県道 カラー舗装で注意喚起

22 県内２件クラスター 今月９例目、新規感染６３人　砺波市二人

１５日　日曜日
北日本 1 氷見　７２時間雨量最大 県内大雨　床下浸水や土砂崩れ

15 ジェラートに変身 庄川地域　トウモロコシ　となみＪＣ　商品化し販売

15 平和考えるきっかけに 市図書館で企画展　戦争・命テーマの本

19 みんなのＶＯＩＣＥ 「五輪からパラへ」　砺波市　５０代　男性　てんどうのくま

20 パラ成功　願い込め ４市町で聖火イベント　住民ら火起こし挑戦　砺波市

20 ステージ３で臨時休館 あすから６７施設　砺波市

21 ニュースファイル 自宅放火未遂の疑い　砺波署１４日

23 県内新たに６０人感染 氷見市、砺波市、滑川市が各１人

富山 1 コロナ感染　県内２週間で６０３人 新たに６０人、５月上回る　砺波、氷見、滑川市が各１人

18 完熟マンゴーいかが 道の駅庄川　喜界島直送で限定販売

18 とうもろこしジェラート 限定１００個完売　となみＪＣ、南砺で販売

18 砺波　図書館お助け隊活躍 充実の夏休み　親子で本の整理　花壇に毎日水やり

19 旧六カ村の観音堂修復 南砺市福野北部地域　左官の石﨑さんら一役

20 パラ五輪　盛り上がれ　４市町採火式 砺波　市職員ら火おこし

24 自宅放火未遂疑い　砺波の２９歳男逮捕 非現住建造物等放火未遂の疑い

25 砺波、小矢部、射水市も施設休館検討 砺波市は１６日から臨時休館

北陸中日 1 きょう終戦の日　戦後７６年 言いたいこと言えてこそ平和　石川県津幡町・平村欽一さん

12 共生の光　黒部からつながれ 石田小児童、にいかわ支援学校生　点火　パラ採火２日目　富山、砺波、朝日でも

12 宮島選手（砺波出身）地元が応援幕 出町自治振興会　「メダル地区に」

12 暮らし彩る植物本　図書館にコーナー 砺波・花々展あわせ開設

24 県内入院者最多２３７人 新規感染３日連続６０人超

１６日　月曜日
新聞休刊日

１７日　火曜日
北日本 21 ゆっくり運転　カメＰＲ 高岡古城公園動物園で飼育　来月　高岡署大使に就任　砺波署が保護

21 日本画中心に３６点を出品 砺波の作家　猪原さん個展

21 色とりどり２５０発　華やかに照らす 若林地区　砺波市若林地区自治振興会の花火大会

22 豪雨被害備え訓練 砺波地域消防組合

29 オートバイ男性　車と衝突し重体 砺波　砺波市五郎丸の国道１５６号交差点

富山 1 県内コロナ最多７７人 富山市５２人　感染者３千人超え　１５日砺波市２人

22 花火３３０発に願い込め 砺波・若林「地域を元気に」　若林公民館の「若林花火大会」

22 なんとフォトクラブ 動物の豊かな表情捉え　「なんとフォトクラブ写真展」

29 バイクの男性重体 砺波、軽自動車と衝突　１５日午後１時４５分ごろ

１８日　水曜日
北日本 29 市保健所「先読めない」 今月入り感染急拡大　砺波市５人

富山 1 連日の最多　県内７８人 新型コロナ　重症２カ月ぶり１０人　砺波、南砺市各５人

5 ルートイン射水を新設 ２３年度以降完成、２５０室規模　２３年度以降に「ホテルルートイン砺波インター」を新設

13 地鳴り 里親さんの家でずっと幸せに　工藤直美　５７歳（砺波市）

13 地鳴り ほのぼのとしたドラマも見たい　角栄一　６９歳（砺波市）

13 地鳴り オンライン飲み会楽しむ　夏山郁美　３１歳（砺波市）

20 紙風船 支え合う風土　（砺波総局長・麻本和秀）

24 県内から３選手 車いすバスケ　ボッチャ　宮島徹也選手（３２）＝砺波市

北陸中日 1 県内感染　最多７８人 ２日連続更新　３０代以下が７割　砺波市、南砺市が各五人

読売 30 北陸小旅行 となみ散居村ミュージアム（砺波市）　美しい集落と伝統民具

31 こんもりコキア　ハート形 砺波　砺波チューリップ公園の大花壇「ハートフル♡コキア花壇」

１９日　木曜日
北日本 1 新型コロナ　県内感染　最多１２１人 初の３桁　重症１２人　過去最悪　砺波市２人

13 第２回　日展富山会展　あすから富山市民プラザ ５部門で意欲作　藤森兼明さん（砺波出身）の洋画など

21 ＧｏＴｏ読書で旅行気分 市図書館　全国各地舞台の書籍展示
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22 となみ野 森田志宝個展　滴を育てる／Ｇｒoｗｉｎｇ　ｄｒｏｐｓ　ギャラリー無量　

22 朝市夕市　県内 砺波市

28 感染者　県想定の１．５倍 一般診療影響懸念　病床拡大　見送り

富山 1 県内コロナ　最多１２１人 初の１００人超え　重症も更新１２人　砺波２人

13 地鳴り 思いがけず同級生と再会　北清俊一　６４歳（砺波市）

21 空き家を総合的管理 ＪＡとなみ野　点検、除草、修理…　高齢者の暮らし支える

26 県内雨続く 高山線特急８本運休　砺波市の７０代男性が熱中症疑いで搬送

北陸中日 1 県内感染　最多１２１人 ３日連続更新、初の３桁　砺波二人

２０日　金曜日
北日本 1 県内１４７人　感染止まらず コロナ　４日連続最多更新　魚津　バーベキューで１１人　砺波市１人

6 手続きで印鑑不要 県信用組合

21 ご利益　八方位へ届け 砺波　長田神具店　お神札立て製作　神棚ない世帯にＰＲ

23 松村謙三没後５０年　けんそはんの遺産 ③遺墨　額や軸　古里に数多く　揮毫に人柄にじむ

23 ４０代のワクチン接種予約埋まる 来月上旬までの枠　砺波市

24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波北部小６年　伊勢千紘さん

28 ２回接種済み　県内４割 ワクチン開始半年　最高朝日７６．６％　最低富山３３．２％

富山 1 新型コロナ　県内連日最多　１４７人 今月の感染　千人超　県「ピーク予想つかず」　砺波１人

20 砺波の先行接種予約 中３は４７％　高３は５９％

北陸中日 1 県内感染　新たに１４７人 ４日連続最多、半数は２０代以下　クラスター４４例目　砺波一人

1 夏の人流増加　一因か １６～１９日　富山市が５５％　砺波市が八人

２１日　土曜日
北日本 1 県内感染　新たに１１７人 ３日連続３桁　重症病床率が最悪　砺波２人

23 城端線と市バス　タッグ 砺波　利用促進へキャンペーン　シャツやうちわで一体感

23 補正予算など３議案を可決 砺波広域圏組合議会　８月定例会

23 困窮者支援へ余った食材寄付 市食改推進協　「フードドライブ」

25 独自の視点・技巧光る 日展富山会展　１０６人力作そろう

富山 1 県内１１７人コロナ感染 富山市５５人　３日連続１００人超　砺波２人

4 富山県内会議所・商工会 職域接種　対応分かれる　「実施」富山、射水、氷見のみ

21 地鳴り 高齢者の方々が子どもにエールを　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

23 水道事業会計決算３４５３万円の黒字 砺波広域圏議会　８月定例会

23 急患センター　受診者が減少 議案３件を全会一致で可決

23 城端線、バスに乗ろう 砺波市、もりあげ隊がＰＲ

23 ロビー展 雄神カフェ教室の臨床美術展　北陸銀行庄川支店

北陸中日 1 県内　新たに１１７人陽性確認 ３日連続　３桁感染　砺波市二人

２２日　日曜日
北日本 1 県内１３２人　コロナ感染 ４日連続１００人超　２０代以下半数　砺波市２人

7 あの時出会って　今がある　２０ レーヴ・エヌ美容室代表　中居由佳さん（砺波市）　先輩美容師　精神力教わり世界一

17 寄付受けた食品　お届け 砺波　もったいないフードバンク　困窮家庭を支援　第１弾　寄贈のワゴンでタマネギ

17 ４校が迫真演技 高校演劇発表会　初日は砺波、高岡工芸、小杉、高岡の４校

富山 1 県内３クラスター発生 コロナ４日連続３桁　新たに１３２人　入院過去最多２５７人　砺波２人

2 中部ブロックで太田さん最優秀 商工会女性部発表　

15 食料支援スタート フードバンクとなみ　寄贈の車活用

16 最優秀賞は成美小（高岡） 学校花壇部門２年連続で　県花のまちづくり

16 巣ごもり生活の味方に コロナで休館の砺波図書館　ネット貸し出し倍増　１日１３０冊に　受け取りで来館

18 地鳴り 戦争の惨禍を繰り返さない　比留間玲子　６７歳（砺波市）

北陸中日 1 県内　１３２人感染増 帰省飲み会でクラスター　砺波市二人

12 車いすバスケ　宮島選手ファイト 砺波出身　上町公民館前に立て看板

12 余った食材　フードバンクに 小矢部市食生活改善協が寄付

12 困窮者やひとり親　１２世帯に届ける もったいないフードバンクとなみ

13 バス＆城端線　タッグでＰＲ コロナ乗客減　「もりあげ隊」キャンペンーン

読売 28 病院の実力～富山編１５９ 病状の把握　診断力重要　甲状腺の病気

29 徘徊見守り　ＩＣＴ活用 ＱＲシール■位置情報タグ　コードを読み取り　通知　協力者とすれ違う　砺波市・朝日町

朝日 23 北陸たからもの　庄川挽物木地＠富山 使い込むうち　色艶に変化

２３日　月曜日
北日本 19 弁当届け長寿祝う 栴檀山自治振興会　手作りマスコットも

23 声の交差点 尽きない母への感謝　砺波市　武部幹夫（８１歳）

23 とやま×私×フォト 「やっと会えたね！ドラえもん」　イイネ！たかおか（砺波市）

23 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）

26 本紙取材班「見た！聞いた！」 ツイッターで発信

富山 12 ごみ、空き家対策で意見 砺波高生　散村地域研究所が講座

14 わが家 高野学さん（４６）　喜代美さん（７０）　真乃ちゃん（５）　＝砺波市高波

19 パラ県勢　メダルへ出陣 車いすバスケ　宮島「息子に見せたい」

19 車いすバスケ　会場で初練習 宮島、岩井選手ら　本番会場での初練習を公開

19 ほたるいか 砺波市栴檀山自治振興会　地区の高齢者に弁当とマスコット

北陸中日 22 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 富山と石川　計４人出場　宮島徹也選手（三二）＝富山県砺波市
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２４日　火曜日
北日本 1 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 ボッチャ　藤井　車いすバスケ　岩井　宮島　大舞台　輝け県勢　東京パラ　今夜開幕

13 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段））【第２譜】

19 努力・挑戦　学び実った 電気工事士　６年連続　全員合格　砺波工高電気科３年生

19 歩行者安全確保へ市道を一方通行に 本町山王町線　砺波市議会全員協議会

19 高校演劇発表　３校県大会へ 優秀賞に砺波、小杉、新湊

20 耐震改修　建て替え　移転新築　概算整備費４２～５８億円 市庁舎検討委　基金と起債活用　砺波市庁舎整備検討委員会

21 成美小など最優秀賞　 県花のまちづくりコンクール

21 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈　 コロナ下進むＩＴ化

27 感染７０人　６日ぶり２桁 県「ピーク過ぎてない」　砺波市２人

富山 2 県民芸術文化祭中止 県、来月に予定　砺波市文化会館と同市農村環境改善センター

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会５月句会

21 地鳴り カラスの集団気味が悪い　犀川寮明　７３歳（砺波市）

22 ６年連続　在学中に全員合格 第２種電気工事士　砺波工高電気科３年　伝統受け継ぎ喜び

23 市道本町山王町線　アンダーパス １０月から１年間通行止め　歩行者専用道を新設　砺波市　全員協議会

23 移転新築の意見多く 砺波の庁舎整備検討委

24 今年も慰霊継続 少年農場隊、旧満州で死去２３人　砺波・景完教寺　元隊員や遺族　昨年、碑を修復

24 「調停制度利用を」 県協会連合会　来月２５日相談会

29 抗体カクテル　８病院実施 コロナ新治療法　県内でも　「効果ある」医師手応え　在庫や柔軟な運用課題　１６病院が登録

29 県内７０人コロナ感染 ６日ぶり１００人以下に　富山の企業でクラスター　砺波２人

北陸中日 12 持続可能な社会へ　ここにある未来 森が先生　担い手すくすく　利賀・林業者育てる大学校　魅力的な講座　移住の若者ら続々

29 県内新規感染７０人 ６日ぶり１００人下回る　砺波市二人

２５日　水曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「新・旧天まで届け」　おんみつ（高岡市）

19 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第３譜】

28 逆境の中　感謝の行進 開会式　本紙記者ルポ　車いすバスケ　県勢２人　力強く　宮島　岩井

28 小西（庄川中出）猛打３打点 甲子園　敦賀気比８強けん引

29 新たに６８人感染 県内　砺波市１人

富山 1 県勢３選手意気込む 車いすバスケットボール男子の宮島徹也選手（３２）＝砺波市

1 県内６８人感染 新型コロナ　入院調整中７００人超　砺波１人

21 コント 砺波・たぬき

22 高齢者にイタリア料理 砺波の老人ク　サロン中止で弁当　南町町内会の老人クラブ

22 「野菜を食べて」店舗でアピール 砺波市健康センター

23 学校新聞に城端線特集 高岡南高　利用状況を調査　コロナ対策、通学あるある紹介

25 小西（砺波出身）躍動の３打点 全国高校野球　敦賀気比８強

北陸中日 1 笑顔で　感謝　精いっぱい　楽しむ 北陸４選手抱負

5 ミニコント 砺波・晴之助

12 砺波平野の風景切り取る イオンモールに優秀作品　「となみ野散居村フォトコンテスト・ビエンナーレ」

27 県内新たに６８人感染 砺波市一人

読売 28 よみうり文芸 短歌　砺波市　下保憲一

29 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ パラ開幕　３選手　いざ大舞台　車いすバスケットボール男子　宮島徹也選手

２６日　木曜日
北日本 23 ひとズームアップ　とやま×首都圏 歌謡漫談「東京ボーイズ」　仲八郎氏（砺波市出身）まだまだ芸を極めたい

23 声の交差点 世界一のオムライス　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

23 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第４譜】

25 がんばってます　富山の職場 トナミ醤油　砺波市庄川町金屋　国産原料で安心提供

25 少子化対策へ基金設置 市出身　清澤さん２億円寄付活用

25 せん定枝　１１月に回収 秋のリサイクル大作戦

25 ３００人に減らし開催 来月の市総合防災訓練　砺波市

25 子育て防災ブック配布 県内初　砺波市　「となみ子育て防災ハンドブック」作成

25 住民票手数料　ペイペイＯＫ １０月から　砺波市議会の議案説明会

25 要介護認定率１８・８％ 砺波地方介護保険組合議会８月定例会

25 補正予算など２議案可決 砺波地域消防組合議会

26 となみ野 森田志宝個展　滴を育てる／Ｇｒｏｗｉｎｇ　ｄｒｏｐｓほか

26 朝市夕市　県内 砺波市

27 ｅスポーツ甲子園　県勢初出場 経験生かし　飛躍誓う　１０月全国大会　メンバー５人特訓　砺波工高電子工学部

27 同居の家族も 砺波市　新型コロナワクチン先行接種

33 「リスク減る」生徒安堵 県内コロナ拡大　受験への影響懸念　県立校　夏休み延長　体育大会開催を　オンライン心配

33 感染１２０人　３日ぶり３桁 高岡の施設クラスター拡大　砺波市１人

33 小中始業式　予定通り 入念に安全対策　砺波ほか８市町村が９月１日から

富山 1 県内コロナ１２０人感染 ２２日以来の３桁　自宅、入院調整７７５人　砺波１人

13 地鳴り 無性に海を眺めたくなる　紫藤道子　８６歳（砺波市）

22 喜界島から直送　マンゴー再び 道の駅庄川で限定販売

23 ２億円で少子化対策 砺波市に寄付金　となみっ子応援基金設立　清澤氏（砺波出身）の思い受け

23 ３０日に妊婦の接種予約受付 砺波市

7 ページ



23 始業式は予定通り 夏野市長

23 補正予算案を発表 砺波市

23 新議長に雨池氏 砺波介護保険組合議会

23 子育て世帯に防災意識 砺波市がハンドブック

23 救急出動件数　上半期増加 砺波地域消防

北陸中日 1 県内１２０人感染増 ３日ぶり１００人超　砺波市一人

13 コロナワクチン接種 妊婦と同居家族優先　砺波市、３０日から受け付け

26 車いすバスケ　疾走感魅力 砺波の宮島、魚津の岩井　代表入り　男子初のメダルへ　きょう初戦

２７日　金曜日
北日本 1 車いすバスケ　白星発進 県勢　宮島３リバウンド　岩井は攻守で貢献

5 自由度高い交付金要望 国へ県市長会　会長・夏野修砺波市長

17 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 宮島　役割きっちり　岩井　要所で見せ場

20 とやま×私×フォト 「聖火リレーのトーチ」　大東吉行（砺波市）

20 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第５譜】

25 積極的に野菜食べよう 市健康センター　イオンにポップ掲示　砺波

26 けん玉　大技できた！ 日本協会の秋元さん講師　砺波北部小児童が挑戦

28 ぼくの夢　わたしの願い 砺波北部小６年　萩澤凛さん

33 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 車いすバスケ　岩井（魚津）初出場　夢舞台を縦横無尽　「楽しくがむしゃらに」

富山 1 東京パラ　競泳鈴木　金１号 富田が「銀」　県勢初陣で白星　車いすバスケ・宮島、岩井

18 おわら情緒に酔う 「風の盆」中止で企画　砺波・庄川荘で鑑賞会

19 散居村の美　とらえた２８点 砺波で作品展　「となみ野散居村フォトコンテスト」

21 小西（砺波市出身）１打点 敦賀気比敗退、犠飛で貢献

25 東京パラ　宮島、岩井　守備で貢献 車いすバスケ男子　コロンビアに勝利　メダルへ好発進

25 「パパ　格好良かった」 砺波の宮島選手家族

北陸中日 25 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 車いすバスケ男子　白星　岩井、宮島　守備に躍動　不屈ベテラン　若手導く　宮島

読売 25 コロナ９１人感染　クラスター４件 砺波市、朝日町、舟橋村を除く１２市町

朝日 25 ジェンダーを考える　Ｔｈｉｎｋ　Ｇｅｎｄｅｒ　北陸から 聞いてくれる居場所を　支援団体の活動６年　変化感じる　亡き同僚への告白　恩返しを胸に

２８日　土曜日
北日本 1 車いすバスケ連勝 宮島　韓国エース封じる

13 北日本文芸 歌壇　俳壇

14 日常の光と影　刻み込む 高島裕さん（砺波）　歌集「盂蘭盆世界」刊行　

17 読者写真コンクール　７月の応募から 「荒れる波濤のごとく」　橋場正夫　砺波市太田

17 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第６譜】

26 わが家のアイドル 新田唯夏ちゃん　１歳　砺波市東石丸

27 てんたかく　全て１等 ＪＡとなみ野　新米を初検査

36 県内　新たに８６人 １人死亡　魚津でクラスター　砺波５人

36 新型コロナ　タブレット活用拡大 学ぶ機会を確保　県内小中学校　感染警戒で登校自粛も

36 友だちと再会待ってた 一足早く始業式　砺波ほか８市町村は９月１日

富山 1 ８６人感染　１人死亡 魚津、スナックでクラスター　県内コロナ　砺波５人

5 コロナ後見据え　温泉地改修続々 富山、石川の施設　国の補助追い風に

27 地鳴り 気分転換を兼ねた習慣　藤井昭通　４９歳（砺波市）

28 「てんたかく」全て１等 ＪＡとなみ野、新米初検査　きょう道の駅砺波に

34 東京パラ 宮島、岩井　連勝支え　終盤躍動　２リバウンド１アシスト　車いすバスケ

35 不安と期待の新学期 県内７市町　児童生徒「友達と会えた」　コロナ拡大　保護者は心境複雑

北陸中日 1 県内　新たに８６人感染 魚津　スナックでクラスター　砺波市五人

13 マスク越し　再会の笑顔 ６市町、２学期開始　夏休み短縮　不満も　砺波市など八市町村では九月一日

26 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 車いすバスケ男子　連勝　岩井　宮島追い大舞台

読売 27 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ 宮島・岩井　白星アシスト　車いすバスケ男子初戦

朝日 23 緑のもふもふ　目玉クリクリ 砺波チューリップ公園

２９日　日曜日
北日本 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０　ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ　ＧＡＭＥＳ　第５日 県勢　車いすバスケ　日本男子３連勝

9 みんなのＶＯＩＣＥ 「おいしい焼き肉」　砺波市　３０代　おしゃべりやサボりグセ

9 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第７譜】

13 東京パラリンピック 第５日　車いすバスケットボール　進撃男子　逆転勝ち　

13 躍動Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 全１２選手が出場　宮島・岩井　チームプレー徹底

17 ３９個人１３団体表彰 市社福協

17 きょうもにっこり 日本画の制作に取り組む　猪原惟さん（砺波市）　

18 夜高行燈リニューアル 道の駅庄川で常設展示　住民有志が修復　観光祭ＰＲ

19 コキアに顔 コロナ禍　キ持ちを　アかるく　チューリップ公園

19 感染収束祈る大輪 小島獅子舞保存会

富山 1 東京パラ 車いすバスケ男子　開幕３連勝　宮島、岩井３分プレー　カナダに逆転勝ち　準々決勝ほぼ確実

4 県内６市　ペイペイと連携 滑川、砺波、射水、富山、南砺、高岡の６市

18 行燈「大黒様」を修復 道の駅庄川　白山さん、色塗り直す　庄川観光祭の魅力伝え　ＬＥＤ点灯で展示

18 花火にコロナ終息願い 砺波・小島　獅子舞中止で初実施　砺波市小島獅子舞保存会

19 患者の心和ます書、陶芸 砺波総合病院のおあしすギャラリー

8 ページ



19 功労者３９人　１３団体表彰 砺波市社会福祉協

25 東京パラ 車いすバスケ　日本代表の系譜富山に　１９年前の一言から　「最高の技量出し切って」

北陸中日 11 夜高あんどん　お色直し完了 道の駅庄川で展示　大黒さま

22 格上カナダを撃破 車いすバスケ男子　県勢２選手も出場

３０日　月曜日
北日本 21 チェコ題材の銅版画を出品 富山の米田さん個展　

21 きょうもにっこり カターレ富山スクールコーチ　上口玲央さん（砺波市）

23 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【第８譜】

26 ９３歳マック支える 全国最高齢　高岡駅南の薮田さん（砺波）　週４日夜勤「仕事好き」

26 南砺の教諭　盗撮疑い 砺波署逮捕　スカート内スマホで

27 県内　８月感染２０００人超 新たに４６人　砺波市１人

富山 17 屋敷林管理の負担軽減　砺波市 １１月に枝葉無料回収

22 今月の感染２千人超 県内コロナ　新たに４６人、１人死亡　砺波市１人

22 医療圏別感染者数 砺波市１２１（１）

22 東京パラ　車いすバスケ男子８強 宮島、岩井　初先発で奮闘

23 南砺つばき教諭　盗撮疑い 砺波署逮捕　３０代女性にコンビニで

北陸中日 1 県内で新たに４６人感染 砺波市一人

10 子育て世帯向け防災手引 県内初　砺波市がハンドブック

23 スカート内を盗撮容疑で公務員逮捕 砺波署

読売 27 盗撮疑い公務員逮捕 砺波署

毎日 24 盗撮容疑で義務教育学校の男性教諭を逮捕 砺波署

３１日　火曜日
北日本 19 第６７期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第３局　白　塚田悟（砺波市・六段）【総譜】

22 ワクチン接種　来月３９歳以下予約開始 砺波　全世代１１月中には完了　砺波市議会８月定例会

22 地震想定　議場で訓練 砺波市議会

22 夢の平コスモス　予定通り開催へ 市　感染対策を徹底

22 公共交通計画策定　市民にアンケート 夏野市長

22 追加負担は１１００万円 県後期高齢者保険料ミス　砺波市議会全員協議会

29 教諭逮捕受け綱紀粛正求める 南砺市教委

富山 2 １億円産地てこ入れ 県ブランド推進委　好調タマネギ、ハトムギのみ

21 地鳴り 誕生日に思うこと　石黒陽子　８５歳（砺波市）

22 砺波市議会８月定例会 地元寺院を避難所に　来月２６日に総合防災訓練　利点や課題を検証

22 コスモスウォッチング １０月９～１７日に開催

22 国交付金返還の追加負担１１００万円 県後期高齢者医療連合

23 となみｄｅロゲイニング戦国編中止 県砺波自然の家　「となみロゲイニング実行委員会」

28 Ａ組２位で準々決勝へ 車いすバスケ男子　宮島、岩井出番なし

28 教諭逮捕で全校集会 盗撮容疑　南砺つばき学舎

29 県内４２人コロナ感染 重症者１人増、最多１４人　医療圏別感染者数　砺波市１２１

29 ほたるいか 砺波市議会８月定例会本会議

北陸中日 10 清沢さん寄付２億円活用 砺波市が子育て基金創設

10 議会だより　３０日 砺波市　定例会

25 車いすバスケ　決勝Ｔへ 守り勝つ　欠かせぬピース　宮島、岩井

25 砺波の盗撮容疑者　義務教育校の教諭 きょう保護者へ説明会

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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