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　１日　火曜日
北日本 21 声の交差点 暑さ忘れた称名滝　砺波市　高田建一（６３歳)

23 第２種電気工事士　５年連続　全員合格 砺波工高電気科３年３８人

24 「諸施策　切れ目なく」 インフル助成など上程　砺波市議会　３１日

24 民謡ライブ楽しむ 砺波市社会福祉庄東センター　秋季民謡・舞踊ライブ

32 成人式　様変わり 砺波市が開催方法模索　コロナ配慮　時間短縮／家族の入場禁止

32 県内７人搬送 ６地点で真夏日

富山 3 普通交付税３３１億円 県９月分　今年度普通交付税の９月交付額

19 地鳴り コロナ禍でも元気なメダカ　中嶋春美　６７歳（砺波市）

20 ５年連続で全員合格 砺波工高電気科３年生　第２種電気工事士に　

20 来年の成人式　３密回避徹底 出席者、式時間半分に　砺波市　家族禁止で６００人未満

20 本会議中に地震訓練 シェイクアウト訓練　

20 来月１４日に立候補予定者説明会 砺波市選管　１１月８日告示、１５日投開票の市長選

20 １８日に人波作戦 砺波市交通安全対策会議

22 日本絵画　美の脈動　②　砺波市美術館 美を超えた象徴　横山大観　霊峰不二　

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３１日午後６時現在）　砺波市　０人

12 議会だより　３１日 砺波市

13 砺波工高　全員合格　５年連続 第二種電気工事士試験で３年生

13 砺波市　幼小中で給食企画 ８３１（やさい）いっぱい　いっぱい笑顔に

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

　２日　水曜日
北日本 22 特殊詐欺未然防止　コンビニに感謝状　 砺波署　セブンーイレブン砺波苗加店とアルバイト店員

23 子持ちアユほくほく 庄川　鮎の里　提供始まる

23 新役員来社　１日 【国際ソロプチミストそれいゆ砺波】

27 ニュースファイル 女子トイレ侵入疑いで男逮捕

28 県内真夏日　熱中症９人搬送　砺波の女性重症 富山で３２．８度

富山 4 魚津、砺波の拠点売却完了 パナソニック　半導体事業から撤退

5 物販施設「令和蔵」　ＥＣサイト開設 若鶴酒造　

18 アンケートで４割　「登園自粛できず」 砺波市ＰＴＡ連絡協

19 特殊詐欺防止で　コンビニに感謝状 砺波署　セブンーイレブン砺波苗加店の店員とオーナー

20 日本絵画　美の脈動　③　砺波市美術館 花鳥画に望郷の念　清原啓一　紅葉遊鶏図

20 魅力発信、会員拡大へ意欲 国際ソロプチミストそれいゆ砺波

21 子持ちアユ　秋の風味 砺波・鮎の里　提供始まる

22 地鳴り 「崩させない」執念感じた　 黒田和也　４３歳（砺波市）

24 ８月平均気温　富山歴代３位 高岡も４位の暑さ　猛暑日数１１日　平年上回る

24 ９月になっても真夏日 熱中症６人搬送

25 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１日午後６時現在）　砺波市　０人

11 砺波のコンビニ店員・高崎さん　お手柄 詐欺　絶対止めたかった　署が感謝状　電子マネー購入で気付く

11 香ばし　塩焼き旬の味 庄川・鮎の里　子持ちアユ料理提供開始

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

24 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

毎日 20 全国高校ラグビー　県大会 ２６日開幕　最初で最後の戦い　コロナ影響　３年生が闘志

　３日　木曜日
北日本 4 選挙人名簿登録　１５９０人減り８８万６７５３人 県選挙管理委員会　

5 的池さんに大臣表彰 視聴覚教育・情報教育功労者表彰　的池秋成さん＝砺波市

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第４８回砺波市文化祭墨彩画展ほか

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

19 砺波　庄南小６年　元気な学級　旗で表現 児童３６人がイラスト　イラストレーター堀さん（小矢部出身）協力

20 高齢者のエコバッグ好評　新湊の介護施設 移動スーパー　客に配布

20 消防協力事業所　大谷工業を認定　 市が表示証交付

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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21 砺波ＰＴＡ連絡協　コロナ保護者アンケート 登園自粛できず４割　小中学生　家に子どもだけ３割超

21 砺波・南砺の２ＬＣ激励 ライオンズクラブ（ＬＣ）国際協会３３４-Ｄ地区（北陸）の岸省三地区ガバナー

26 南砺で震度３　 震源県西部被害なし　震度２　砺波

富山 2 ９月有権者８８万６７５３人 県内、６月から１５９０人減

13 地鳴り コロナ後遺症　情報が不足　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

20 全身シールド使い朗読 砺波・らんぷの会　飛沫感染不安なく

20 団結の象徴　学級旗作る 砺波・庄南小６年生

22 日本絵画　美の脈動　④　砺波市美術館 北陸人の美意識反映　下保昭　沼

22 南砺で合同例会　奉仕の誓い新た ライオンズクラブ（ＬＣ）国際協会３３４-Ｄ地区２Ｒ３Ｚのガバナー公式訪問合同例会

27 南砺で震度３　 震源は県西部　震度２＝砺波庄川

27 女装で女子トイレ侵入容疑、逮捕 高岡の商業施設

27 体育祭練習中に熱中症 真夏日続く　氷見、黒部の中学校　県内１５人搬送

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２日午後６時現在）　砺波市　０人

10 令和２年度生涯スポーツ功労者・優良団体文部科学大臣表彰 【生涯スポーツ優良団体】砺波クラブmama　

11 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

23 南砺など震度３ 県西部が震源　震度２＝砺波市

読売 21 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

22 第２種電気工事士　全員合格 砺波工業高・電気科３年　５年連続６回目

23 ＪＲ３線９駅　無人化へ　３０年度までに 労働力、利用客減見込み

朝日 21 ベルマークだより 【８月の運動】　砺波市　般若幼稚園、砺波東部小

日刊工業 3 パナソニック　半導体売却完了 台湾社へ土地も

　４日　金曜日
北日本 1 ８月の県内やっぱり暑かった　熱中症搬送　最多 猛暑日１１日間　平年の３倍　富山の平均気温２８．８度　砺波３７．４度を記録

1 富山３８．２度　残暑厳しく 新潟４０．４度　９月国内初　砺波３５．９度

19 砺波の工芸で楽器製作 藤津神社　音楽家らお披露目演奏　「ライアー」など優雅な音色

19 風景や静物画並ぶ グループ彩華展

21 砺波・南砺の魅力発信 となみＪＣ　ＴＳＴで番組放送　

富山 1 富山市３８．２度　９月観測史上２位 氷見、砺波、上市は史上最高　フェーンで上昇、風も強く

19 コント 砺波・富之助

19 地鳴り 気分が高揚する宴席が戻る日は　北清俊一　６３歳（砺波市）

19 地鳴り 気象の変化に無策でいいか　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

22 砺波の四季の魅力　１００点の写真で紹介 ＪＲ駅で展示　「砺波いろいろ」

22 大谷工業に消防団協力表示証交付 砺波市　消防団協力事業所の表示証交付式

24 日本絵画　美の脈動　⑤　砺波市美術館 新しい風俗画　山本大貴　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｆｉｇｕｒｅ

北陸中日 1 富山３８．２度　伏木３７．３度　９月熱波　強烈 県内８ヵ所で猛暑日　砺波三五.九度

12 砺波癒やす「地産地奏」 井波彫刻　たて琴　越中三助焼　オカリナ　藤津神社で奉納演奏「音色まろやか」

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （3日午後６時現在）　砺波市　０人

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

　５日　土曜日
北日本 1 県内局地的　強い雨 上市５４㍉　９月史上最多

1 夏野氏３選出馬へ 砺波市長選　７日に表明

8 戸出化成　本社工場が完成 ３工場集約　生産性向上

20、21 第４５回県青少年美術展 明るい日常願う　きょうから県民会館　入賞・入選９４４点

25 ついたてで感染対策　初練習で使い勝手確認 朗読ボランティアらんぷの会　松村館長（水本石像彫刻美術館）手作り

25 春の花中心に２００点 東昌子押花会展　「植物の魅力を押花で楽しむ集い」

25 空中カフェ　２０２０秋　３ 「新栗の生パウンド」　ミッシュローゼ（砺波市）

25 濃淡生かし　自然や花描く 太田無老会墨彩画展　

25 受講生の力作並ぶ 素描教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室「素描教室」

27 審査員決まる 越中アートフェスタ　第１５回展の審査員

37 福井震度５弱　１３人けが 高岡・射水　震度２　県内は被害なし　砺波　震度１

富山 1 福井・坂井　震度５弱 １３人けが、８０代女性骨折　震度１＝砺波庄川町

1 砺波市美術館　近現代日本絵画展きょう開幕 巨匠、俊英作家の５５点

1 夏野氏３選出馬意向 砺波市長選、７日表明

4 ＩＣパーク高岡に本社工場が完成 戸出化成　

19 くらしの日記 することがない　犀川寮明　７２歳（砺波市）
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21 地鳴り 気付かずに逆走した私　菅野友之　６５歳（砺波市）

22 ターミナル外出　好評の声など発表 砺波誠友病院

28 県内　激しい雨 上市で１時間５４㍉　９月の観測史上最大

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （４日午後６時現在）　砺波市　０人

10 貴重な原種を標本風に 砺波　チューリップ押し花展　チューリップ四季彩館

11 秋季県高校野球きょう開幕 五日開幕　秋季県高校野球大会組み合わせ

11 旗で学校や地域　元気に 砺波・庄南小　児童、絵を描き作る

11 砺波市文化祭 風景や花を描いた明るい墨彩画展示

読売 22 五箇山ぼべら　甘みばっちり 南砺市の五箇山地区

22 みんな頑張った勲章 土江田玲子（砺波市）

23 県観光客２年連続減 昨年　台風で新幹線運休影響か

　６日　日曜日
北日本 2 広告 空中カフェ２０２０　ミッシュローゼ他

11 小杉　猛打で快勝　秋季県高校野球開幕 第７３回秋季県高校野球大会　きょうの試合

11 富山いずみ　砺波工破る 劇的サヨナラ　

15 合同防災訓練で避難手順を確認 砺波工業と地元町内会

21 ニュースファイル 荷台から転落し男性重傷

21 ニュースファイル 電動のこぎりで指切る

富山 1 最高水準の美堪能　砺波市美術館 近現代日本絵画展が開幕

20 社員や住民ら３０人　防災訓練で煙体験 砺波工業と地元町内会

21 トラブル予防法学ぶ 砺波で相続・認知症セミナー

21 高桑、田畑さんＶ 砺波市パークゴルフ協会９月度月例大会

22 秋の高校野球県大会開幕 未来富山、高岡工芸、富山一　新湊、小杉がコールド発進

23 事件・事故 男性、荷台から転落し骨折

26 出町中教諭が指切り重傷 ５日　砺波市出町中

26 若手作家の技法に刺激　砺波市美術館　近現代日本絵画展 展示監修の佐藤美術館　学芸部長が解説

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （５日午後６時現在）　砺波市　０人

11 新湊　七回コールド勝ち 秋季県高校野球が開幕

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

27 新型コロナ 祭りの季節　まだ我慢　射水の曳山全て中止　イベントも縮小開催

朝日 21 新チーム　仲間信じて 秋季県高校野球大会開幕

毎日 20 秋の高校野球　県予選 富山第一　コールド発進　コロナ影響、無観客試合に

　７日　月曜日
北日本 15 秋季県高校野球　第２日 きのうの試合　砺波市野球場

16 剣道励み　和の心学ぶ 砺波　豪州出身の中２ベックさん　初段の腕前　周囲から「礼儀正しい」

22 ターミナル外出テーマに事例発表 砺波誠友病院

22 混合ダブルス　８ペアが熱戦 砺波オープンテニス

25 秋色グラデーション　砺波 きょう白露

富山 18 森のバーベキュー　家族手ぶらで堪能 砺波・自然の家

20 第７３回秋季県高校野球大会第２日 砺波市野球場

24 美術史彩る作家陣「競演」 砺波市美術館　近現代日本絵画展　日曜にぎわう

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

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

10 県内観光客　２年連続減 昨年３５００万人　新幹線運休など要因

11 お得チケットで食べ歩こう となみ野グルめぐり　きょうから前売り

11 「もしも」に備え　砺波で防災対策 若林口用水路水位　スマホ確認可能に　砺波市

11 「もしも」に備え　砺波で防災対策 「砺波工業」と住民　煙の恐ろしさ体感

読売 23 子持ちアユ　秋の味　砺波 アユ料理店「鮎の里」

朝日 19 版画　どの技法なに表現？ 県内作家５８人分　砺波にずらり

19 １試合雨で延期 秋季県高校野球　砺波市野球場

毎日 22 秋の高校野球　県予選 砺波市野球場

　８日　火曜日
北日本 5 砺波市長選　夏野氏　３選出馬表明 市議会本会議

5 行政相談委員を表彰 総務省の富山行政監視行政相談センター

15 ３回戦・準々決勝　会場決定 秋季県高校野球　きょう富山中部－氷見戦
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17 声の交差点 動ける体に感謝する　砺波市　小西文子(７６歳）

19 空中カフェ　２０２０秋　６ 「夏苺の高道ロール」　糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）

20 母子手帳に添え「防災ブック」配布 砺波　市議会本会議

20 代表質問 コスモスウオッチ実施に向けて準備

20 コロナ対策学び　安全な救急活動を 高岡・砺波両医療圏

20 地域への貢献誓う 砺波ＲＣ　創立６５周年式典

21 田園　実りの秋 アズマダチと〝競演〟　■　砺波市

21 かなざわ便り　 老舗の歴史つなぎたい　「おん」Ｈａｉｒ：Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ（金沢市）店長　柏忠志

21 特殊詐欺防いだコンビニに感謝状 砺波署　砺波市大辻のローソン砺波インター西店

21 クマ被害防止　連携体制確認 砺波市クマ対策会議

21 ３１４人２２団体表彰 県交通安全県民大会

富山 1 夏野氏　３選出馬表明 砺波市長選「選ばれる砺波」に全力

20 砺波市議会代表・一般質問 子育て世帯の避難援助　県内初「防災手引書」作成

20 砺波市議会代表・一般質問 コスモスウォッチング開催へ

20 視覚障害者の日常理解 砺波・庄東小　ＹＯＵＴＡさん講演

20 創立６５周年祝い地域貢献継続誓う 砺波ＲＣ

20 救急救命士がコロナ対策学ぶ 高岡で研修会

22 ３１４人２２団体たたえ 県交通安全県民大会　事故防止誓う

22 架空請求詐欺防止　コンビニたたえ 砺波署　ローソン砺波インター西店

北陸中日 1 夏野氏　３選出馬表明 砺波市長選、「市政に全力」

9 北陸金融　迫られる効率化 １５信金、６地銀　生き残りへ

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （７日午後６時現在）　砺波市　０人

12 県西部の救急救命士　新型コロナ対策学ぶ 高岡市消防本部

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　家賃支援給付金　　

25 夏野・砺波市長　３選へ出馬表明 市議会定例会

朝日 19 ３千株　茶色くなる前に　砺波 砺波チューリップ公園

19 夏野氏３選へ　立候補を表明 砺波市長選　市議会本会議

毎日 22 夏野氏３選出馬表明 砺波市長選「全力を傾注」

　９日　水曜日
北日本 6 ドア触れずに開閉 西陵　１４日から販売

15 声の交差点 新聞紙バッグを活用　砺波市　川越美子(６７歳）

17 秋季県高校野球　第３日 １２日の試合　砺波市野球場

18 きょうもにっこり 不動産会社「リボン」社長　米山勝規さん

20 学校在り方　２２年度提言　 検討委　規模や配置議論　砺波

20 ２７日　市総合防災訓練 水害想定し初の車中避難

21 盲目のピアニスト　挑戦の大切さ講演 庄東小でＹＯＵＴＡさん

22 ５大ニュース　 砺波市出町小６年２組が選んだよ　地元の祭り中止　残念

富山 20 市町村議会（８日）　砺波市　本会議 駐車場で車中避難　２７日、コロナに備え初訓練

20 小中学校再編へ検討委　 ２２年度に市教委に提言

21 餌の柿の木伐採 砺波市クマ対策会議

23 紙風船 野外行事で健康増進　「森の音楽会」

26 砺波の中学講師　万引で罰金命令 七尾区検

26 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 1 猛９月　水遊びしま暑 富山・魚津３６．３度　砺波三五．一度

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （８日午後６時現在）　砺波市　０人

13 ヘリからけが人搬送　迅速に 南砺消防署が訓練

13 砺波のローソン　詐欺防ぎ感謝状 砺波署が贈る　ローソン砺波インター西店

読売 12 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

26 よみうり文芸 短歌　前田美智子（砺波市）

27 秋だけど猛暑日　 富山と魚津３６．３度　砺波チューリップ公園

１０日　木曜日
北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 日本画教室　たち葵の会作品展　県年金受給者協会砺波支部第９回ペタンク大会

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

19 県西部情報発信へ起業 空手家の堀田さん　スポーツ支援も　「フェア・レディ」
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19 多彩な写真表現　５０人の作品展示 アートペーパー展　砺波市美術館

20 自転車コース　市道２.４㌔整備 砺波市議会産業建設委員会

20 交通ルール　寸劇で理解 高齢者あんずクラブ　

22 ハローキティのなるほど図鑑　３３６ ツマグロキチョウ　絶滅危惧種　県内で発見

26 ブナ・ミズナラ凶作 県内国有林　中部森林管理局　

富山 3 北陸農政局に土地改良事業確保を要望 自民県議会議員会

5 若鶴酒造のウイスキー金メダル 英国のコンテスト　「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ」

16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会８月誌上句会

21 市町村議会（９日） 自転車田園コース整備　チューリップ公園、曳山会館巡る　産業建設常任委員会

21 空手師範が地域情報会社 高岡の堀田さん　「フェア・レディ」

21 砺波市にコロナ対策で５０万円贈る 砺波管工事業協同組合と砺波市下水道排水設備工事業組合

23 ブナ、ミズナラ凶作 県、クマ大量出没に警戒　中部森林管理局

北陸中日 12 コロナ対策費５０万円　管工事組合など寄付 砺波市に　砺波管工事業協同組合と市下水道排水設備工事業組合

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （９日午後６時現在）　砺波市　０人

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 22 全国高校サッカー　 ４１チーム　頂点かけ激突　県大会２７日開幕　コロナ対策　観戦を制限

１１日　金曜日
北日本 17 声の交差点 唐突なＪＲ西の方針　田辺一郎　６８歳(砺波市)

20 となベジプロジェクト 野菜摂取を推進　砺波　市民考案　レシピ紹介

21 浅野と高峰　足跡たどる 氷見・高岡の偉人顕彰　来月モニターツアー

富山 1 県内３３日ぶり　真夏日ストップ　３０度下回る 異例の暑さ　終わる兆し　砺波市３７.４度

19 地鳴り 近所の方の厚意に感謝　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

21 野菜摂取のレシピ集 市民の消費増を推進　民生病院常任委員会

21 小倉・吉田組が優勝 砺波市パークゴルフ協会第６回ペア大会

22 全国へ４１チーム激戦 ２７日から県高校サッカー

23 氷見、高岡、砺波　３市観光団体と企業連携 浅野・高峰ゆかり　来月　日帰りツアー

27 資金難の店に高金利　砺波の男に有罪判決 名古屋地裁

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１０日午後６時現在）　砺波市　０人

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

日刊工業 27 西陵、ドアオープナー生産 コロナ対策品　町工場連携

１２日　土曜日
北日本 26 障害者の作品展示 大沢野ウィンディ　富山圏域の地域障害者作品展

28 タブレット　年内に納入 砺波市議会総務文教委員会

29 シンムラシンキ農場が最高賞 県畜産共進会豚の部

29 コロナ対策へ市に寄付 砺波管工事業協同組合と砺波市下水道排水設備工事業組合

34 コロナ禍でも「活躍の場」　県内小中　運動会・文化祭 分散・短縮　開催へ工夫　代替行事も検討

34 高岡医療圏ＰＣＲセンター　 １４日開設　１日５～１０人対応　ドライブ／ウオークスルー式

富山 20 カボチャとキクでハロウィーン演出 砺波・チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々　秋」

20 砺波市議会総務文教委　終末期医療施設に助成 市が１千万円、１１月完成

20 夢の平コスモスウォッチング　 準備も一転開催中止

26 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

北陸中日 5 発言 実る種もみ　農家の苦労思う  上野亮平　７７　富山県砺波市

10 コスモスウオッチ中止 砺波、会場動画は配信

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

日本経済 29 公共交通のゆくえ ＪＲ西　新幹線シフト加速　みどりの窓口　主要９駅だけ

１３日　日曜日
北日本 13 秋季県高校野球　第４日 高岡　粘って逆転勝ち　１６強出そろう　８回好機　山崎殊勲賞打

17 声の交差点 集団疎開の児童たち　砺波市  村中正敏（９０歳）

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「秋の味覚楽しむ」　砺波市　４０代　女性　はるりとなみ

19 カラフルせっけんできた 出町児童センター　祖父母にプレゼント

20 加越線　写真で伝える デイ施設でパネル展　加越線資料保存会の写真パネル展

20 旅川の遊歩道　草刈りすっきり 砺波ライオンズクラブ　

21 防火意識向上を　砺波地域消防組合 火災多発でポスター

29 林道から転落　男性死亡 八尾の山林　木材の積載中
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富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 賜杯を抱いた朝乃山見たい　北清俊一　６３歳（砺波市）

23 祖父母に贈る装飾石けん 砺波・出町児童センター　手づくりクラブで製作

23 砺波のジム・オアシス　市内初　健康増進施設に 厚労省認定　医療機関とも連携

23 ３０人が基礎体力把握 砺波市教委能力調査

29 荷台から転落　男性死亡 富山　１０㍍下の崖地で発見

北陸中日 14 運動不足かも？砺波で体力測定 砺波市の体力・運動能力測定会

15 祖父母へ　せっけん手作り 砺波・出町小児童　敬老の日を前に

15 不二越工など　ベスト１６進出 秋季県高校野球

22 トラック荷台から転落の男性が死亡 八尾、積載作業中

読売 29 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

30 ワイドリポート コロナ不況　闘う自治体　消費喚起策　石川、富山３４市町村を調査

31 作業中転落７９歳死亡 富山市八尾町庵谷の山中

毎日 26 秋の高校野球　県予選 未来富山コールド勝ち　不二越工なども３回戦へ

26 事件・事故 富山・作業中の男性が転落死

１４日　月曜日
新聞休刊日

１５日　火曜日
北日本 1 自民総裁に菅氏 ３７７票圧勝　あす首相指名　岸田氏８９票　石破氏６８票

24 秋季県高校野球　第５日 富山第一　接戦制す　きのうの試合　きょうの試合

27 増山城跡の景観守ろう 住民ら草刈りや柵の修繕　

33 ニュースファイル 転落した男性の死因は出血性ショック

34 高岡　射水神社　明治の社殿図面に記述 越中四郡「民費」で造営　官頼らず誇り示す

35 自民総裁に菅氏 コロナ不安払拭を　県民の声　増税やめて　解散は賛否

富山 20 キャンペーンで自転車の施錠訴え 砺波・出町中　砺波市出町防犯組合

20 童話コンクール入賞者決まる 猪原さん富山児童文学賞　コロちゃんとコーラスなかまたち

20 オレンジ色で認知症相談 砺波包括支援センター　職員がシャツ

21 高岡・射水神社　明治の遷座　社殿造営は４郡の民費 従来は官費説　公文書で判明

21 増山城戦国祭りで草刈り、修繕奉仕 砺波　第１２回増山城戦国祭り「草刈りでソーシャルディスタンスの陣」

21 葬祭セミナーでコロナ対策理解 砺波の法要会館

22 富山一、高岡一下す 高岡、新湊、氷見８強入り　第７３回秋季県高校野球大会第５日

23 富山銀と砺波工業　ニューオフィス賞 働きやすさなど評価　「日経ニューオフィス賞・中部ニューオフィス奨励賞」

23 事件・事故 死因は出血性ショック　

24 地鳴り 倒伏した稲　本当に大変　犀川寮明　７２歳（砺波市）

27 「日本を前に進める」　菅氏が新総裁 県民の声

北陸中日 12 射水神社社殿　民費で造営 保管文書　記述で判明　権禰宜「県民との絆　示している」

12 富山一　高岡一破る　 秋季県高校野球　８強に４チーム　第七十三回秋季県高校野球大会

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

読売 29 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度

30 富山第一　８強 秋の県高校野球

朝日 31 自民党　２０２０　総裁選 新総裁に菅氏　県民の声は

31 秋季県高校野球　雨で４試合中止 きょう・あす対戦へ　第７３回秋季県高校野球大会

毎日　 22 秋の高校野球　県予選 氷見がコールド勝ち　富山第一なども８強入り

１６日　水曜日
北日本 1 野上氏が農相内定　初入閣 官房長官　加藤氏　行革相　河野氏　菅新内閣きょう発足

7 県議会きょうの論戦 【一般質問】米原蕃氏（自民、砺波）

15 秋季県高校野球　第６日 きのうの試合　きょうの試合　砺波市野球場

21 砺波市　花贈るプロジェクト開始 満開に笑顔はじける　毎月１００ヵ所　園児　切り花に歓声

21 きょうもにっこり 砺波市庄西中学校剣道部部活動指導員　末永正志さん

22 人権擁護委員２氏を推薦　 砺波市議会　本会議

22 論戦を振り返って 対コロナ　課題に先手を

22 委員長に島崎氏 砺波市議会　本会議　決算特別委員会の委員長

30 新タワー組み立て開始 砺波チューリップ公園

33 証拠巡る手続き　地裁方針「不適当」 大津　砺波の男児死亡事故
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富山 4 若鶴のウイスキー染み込ませたケーキ ＧＲＮ

13 地鳴り 来季も存続でき良かった　戸田祐子　５８歳（砺波市）

19 新型コロナ対策　市長「気緩めず」 本会議

20 砺波チューリップ公園 新タワー骨組　現れる

20 切り花　毎月１００施設に　砺波市プロジェクト開始 コロナ禍の農家を支援　園に届き、子ども笑顔

20 来月から無料相談会 県行政書士会　大塚会長ら来社

21 未来富山、北部・水橋８強 第７３回秋季富山県高校野球大会第６日

21 事件・事故 たばこ盗んだ疑いで逮捕　砺波署

25 砺波の男児死亡事故　証拠請求「不適法」 大津公判で高裁決定

北陸中日 12 コンテナガーデン　実りの秋を楽しむ 砺波・四季彩館で展示

12 議会だより　１５日 砺波市

13 コロナ禍の中で 施設に花　笑顔の輪　砺波市　需要減の農家・店を支援

13 新チューリップタワー　建設開始 建設に本格着手

25 新型コロナ　くらしの掲示板 家賃支援給付金

26 よみうり文芸 短歌　【秀逸】　山田裕子（砺波市）

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 20 秋の高校野球　県予選 未来富山８強　富山北部・水橋も　砺波市野球場

日本経済 35 富山銀などニューオフィス奨励賞 第３３回「日経ニューオフィス賞」

１７日　木曜日
北日本 9 県議会　一般質問 米原蕃氏　自民　砺波　中小企業支援の状況は

10 間取りシンプル　高い耐震性　高まる平屋建てニーズ 県内メーカー　新規参入や販売強化

10 若鶴酒造　専用サイトで販売開始 社員お薦めの酒　福袋に

17 秋季県高校野球　第７日 富山商　滑川に快勝　８強出そろう　きのうの試合　砺波市野球場

22 朝市夕市　県内 砺波市

22 となみ野 フォトクラブとなみ野会員展ほか

22 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

富山 6 県議会一般質問 中小支援の実績を示せ　米原蕃氏　自民

8 日本酒、リキュール　「選べる福袋」発売 若鶴酒造

23 地鳴り 孫に線香花火の魅力伝えたい　角栄一　６８歳（砺波市）

24 県への要望事項　総会でまとめる 砺波ブロック自治会連合会の総会・全体会

25 山田耕筰作曲の校歌紹介 柳瀬小の歴史　ＤＶＤに　砺波　自治振興会が制作、配布

26 養蚕の道具や資料　クラフトなど２５点 砺波民具展示室　「砺波の養蚕の昔展」

北陸中日 13 高商、富商　８強進出 第七十三回秋季県高校野球大会　砺波市野球場

13 お取り寄せ たまねぎカレー

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 28 氷見・高岡　偉人知る旅　来月２３・２４日 実業家　浅野総一郎／化学者　高峰譲吉

28 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

朝日 21 砺波・古民家改装ギャラリー 閉塞感の中挑む新表現

毎日 22 秋の高校野球　県大会 第７３回秋季県高校野球大会兼第１４３回北信越地区高校野球大会県予選　砺波市野球場

１８日　金曜日
北日本 4 ７個人１団体表彰　 ２０２０年度の県部門功労（文化分野）　

23 現代アートの意欲作を展示 ギャラリー無量　「Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ（フラグメンツ）２０２０」

23 テーマ多彩　一瞬捉える 写真となみ野会員展

23 通学自転車鍵掛けて 砺波市出町防犯組合　出町中学校

24 駅無人化対応など　要望事項まとめる 砺波ブロック自治会連合会

24 全国珠算学校連盟検定合格者 第２７２回段位珠算検定試験　

24 全国珠算学校連盟検定合格者 第３２５回１級～３級珠算検定試験

25 足踏み脱穀に挑戦 庄川小５年生　庄川町青島公民館

30 ニュースファイル 知人女性を脅迫容疑　砺波署

33 覚醒剤・大麻９人逮捕 県内６署　使用や所持疑い

33 処方箋なく従業員間売買 高岡・砺波・南砺　薬局３店業務停止

富山 5 「安近短」でしのぐ　北陸の旅行、バス会社 日帰りや格安チケット　新商品の開発続々

20 すこやか育児 池田千晶さん＝砺波市深江  長女　依千華ちゃん

24 連休は出かけよう！　北陸３県の道の駅 Ｇｏ　Ｔｏ　ドライブ！

26 児童が稲刈り　実りの秋 昔ながらを理解　砺波・庄川小　青島公民館などの「昔ながらの農業体験」
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28 次期会長に富田氏 砺波商工会議所青年部　臨時総会

28 高田氏が共同代表 砺波商工会議所青年部と庄川町商工会青年部による連絡協議会総会

29 県文化功労、７氏１団体 あす富山で表彰

29 事件・事故 知人女性を脅迫疑い

32 ひまわり薬局　業務停止 高岡、砺波、南砺の３店　１２～１３日間　処方箋なしで医薬品販売

33 覚醒剤、大麻　客９人逮捕 県警　容疑の県内２０～６０代

北陸中日 10 自作の卒業証書　特別 砺波・庄南小６年生　紙すき

22 従業員に薬を処方箋なく販売 県内３薬局　業務停止

23 県内１１市町村　ひとり親の障害者　届かぬコロナ支援 年金受給で対象外「いつも抜け落ちる」

読売 21 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　家賃支援給付金　　

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

23 処方箋ない従業員に薬 ３薬局を業務停止処分

１９日　土曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い ■特選　野村邦翠　■佳作　二俣れい子

20 広告 空中カフェ２０２０　ミッシュローゼ他

23 声の交差点 庄川峡で版画鑑賞を　砺波市　上野亮平（７７歳)

25 あすから３日間　特産品展示販売 イオンモールとなみ

25 地元産枝豆でケーキ 道の駅「雨晴」で販売　呉西圏域ブランド育成事業

27 新たな番組の作り方模索を エフエムとなみの放送番組審議会

27 秋のイベント　感染対策確認 砺波市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

33 ニュースファイル トラック荷台から落ち男性重傷

34 クローズアップ　ｃｌｏｓｅ　ｕｐ 県内　手術支援ロボ活用拡大　安全で患者負担軽く

35 期待と不安抱え出発　東京Ｇｏ　Ｔｏで県内業者 巨大市場　観光客増　追い風　往来活発　感染拡大を心配

富山 19 地鳴り 地下に入る風　気持ちよく　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

21 水面の墨模様写す　晴柀さん作品展 砺波・庄川水資料館

21 となみチューリップ球根まつり来月開催 市、富山アラート解除受け

21 庄川ゆずまつりは１１月に販売のみ 「庄川ゆず販売会（仮称）」

22 砺波・庄川図書館　本の貸出数３倍に 旧砺波図書館閉館で利用者集中　職員増やし混雑解消

22 税の絵はがき協力要請 砺波法人会女性部会　「税に関する絵はがきコンクール」

23 利根川が優勝　選抜中１男子　４２㌔未満 第３回かがやき杯空手道選手権

23 事件・事故 荷台から転落し左腕骨折

北陸中日 13 昔の稲刈り　大変さ実感 庄川小児童が体験

13 夜高まつりなど砺波の行事写す ＪＲ砺波駅で展示

13 流した墨で表現　モノクロの世界 庄川で晴柀さん展示

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

毎日 24 行政ファイル 薬局３店舗に業務停止処分

２０日　日曜日
北日本 16 １５チーム　対戦決まる 第４０回記念　高円宮賜杯県学童野球

富山 9 地鳴り 砺波市美術館絵画展を鑑賞　荒木和子　６５歳（金沢市）

18 災害に備え炊き出し体験 砺波で男性料理教室　砺波市栴檀山公民館の男性料理教室

18 高岡産枝豆でロールケーキ 道の駅「雨晴」　呉西圏域ブランド育成事業

18 きょうアユの塩焼き販売 道の駅庄川

19 中学美術部員が団体鑑賞 近現代日本絵画展　巨匠の美に触れ　砺波市美術館

19 鎌研ぎ下草刈り 砺波で森のボランティア　とやまの森づくりボランティアの集い

19 島田さん総合Ｖ　女子は埜村さん 砺波市パークゴルフ協会・第６回清流杯争奪ＰＧ大会

24 広告 近現代　日本絵画展　砺波市美術館

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 病院の実力　～富山編１４８　 乳がん　遺伝カウンセリング活用を

21 災害時はポリ袋で料理を 砺波で男性向け体験教室　

２１日　月曜日
北日本 9 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

17 金婚　３１４組　これからも一緒に 砺波市　２１組

19 宮中献上の富富富　中学生刈り取り 斎圃抜穂祭　砺波市庄川町示野

19 伊勢神宮奉納へ　小中学生稲刈り 高瀬神社で抜穂祭　

19 男性向け炊き出し学ぶ 砺波市栴檀山公民館　
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19 砺波平野や五箇山一望 稲葉山中腹にベンチ設置

28 救おう　免疫失った子 ワクチン再接種　県が８市町支援　患者・家族「全県拡大を」

富山 7 地鳴り 大自然の風景に下界を忘れる　 黒田和也　４３歳（砺波市）

14 刈女が「富富富」収穫 砺波・庄川中生　１１月の新嘗祭へ献納

14 「となみブランド」　１５企業・団体がＰＲ イオンでフェア　砺波市農商工連携推進協議会の「となみのめぐみフェア」

15 移動交番車を配置　「特殊詐欺防止を」 砺波署が啓発　「犯罪抑止の日」

北陸中日 8 新嘗祭に献納へ　中学生ら稲刈り 砺波と南砺で抜穂祭

朝日 17 庄川にふらり　塩焼きばくり 道の駅で天然アユ　道の駅庄川

２２日　火曜日
北日本 1 全自治体アンケート　コロナで「財政悪化」８８％ 県内１２市町村　悪化見込む

17 税に関する応募用紙贈る 砺波法人会女性部会　絵はがきコンクールの応募用紙を贈る

21 声の交差点 県民カレッジ再開喜ぶ　 砺波市　武部幹夫(８０歳)

富山 15 福澤さん優勝 砺波市パークゴルフ協会第１回レディース大会

16 県内４社を表彰 北陸地方整備局　安全管理優良受注者表彰式

16 富山地酒でほろ酔いアイス 若鶴酒造の純米吟醸使用　渋谷で限定販売

16 コカ・コーラカップ争奪　野球大会 １３、２０日

17 事件・事故 はしごから落ち重傷

北陸中日 1 コロナで「財政悪化」８８％ 県内１２市町村も「悪化」

11 となみブランド認定商品ずらり イオンモールでフェア　「となみのめぐみフェア」

２３日　水曜日
北日本 1 木工家・建築家　安川慶一（立山出身）の作品・収集発見 民藝運動支えた１４００点　県西部観光社調査　足跡・交友伝える

18 わが家のアイドル 福江凌河ちゃん　１歳　砺波市となみ町

19 魔女の仮装やカボチャ 四季彩館　秋の花３００鉢と共演　「季節を彩る花々～秋～」

24 疲労回復ジム　無料体験会 砺波「ＯＡＳＩＳ」

24 沓掛さん（富山高等支援２年）最優秀　 花と緑のポスター　標語は杉森さん（大谷中２）

富山 14 有酸素運動で疲労軽減体験 砺波のオアシス

14 稲葉山中腹に休憩所 アウトレット近く　砺波平野一望　小矢部　誘客促進の一環

15 「仕込み水」住民に人気 砺波・若鶴酒造の水飲み場

15 ロビー展 臨床美術展　北陸銀行庄川支店

北陸中日 10 砺波の養蚕　歴史見て 民具展示室、道具など展示

10 林の棚田　ソバの花一面　 砺波・増山　

読売 28 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

２４日　木曜日
北日本 5 砺波市長選　夏野氏を推薦 自民党砺波市連総務会

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 となみ野 となみセントラルライオンズクラブ・砺波ロータリークラブ第１５回交流チャリティゴルフ大会ほか

20 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

25 まつりや散居村　写真１００点で紹介 「砺波のいろいろ」展　ＪＲ砺波駅内のコミュニティプラザ

27 シリア難民学校へ文房具・衣類贈る 砺波高校家庭クラブ

富山 3 市長選で夏野氏推薦 自民党砺波市連総務会

13 地鳴り 花を受け取り満面の笑み　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

21 富山文芸　９月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　山森和子

22 東別館で業務開始　 砺波市教委

22 県功労表彰を報告 「となみミュージカルキッズを応援する会」

23 コロナ禍「生きる」歌う 砺波・女声合唱団「コール麗」　２７日に発表会　マスク着け、距離保ち練習

25 事件・事故 親類に暴行疑いで逮捕

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 25 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

２５日　金曜日
北日本 25 市美術館長に杉野氏 砺波市花と緑と文化の財団　１０月１日付人事

25 砺波市人事 （１日）

26 「華」テーマに３５人写真出品 北日本新聞カルチャー教室「わくわく写真教室」作品展

27 少子化見据え学校在り方議論 検討委が初会合　砺波市立学校のあり方検討委員会

27 砺波ＬＣ・ＲＣ　親睦を深める チャリティーゴルフ大会

31 ニュースファイル 車同士衝突し男性重傷

9 ページ



33 富山市に爆破予告 南砺　入善も　県内１０自治体脅迫

33 遅咲きヒマワリ満開　砺波 砺波市一番町　

富山 2 夏野氏と政策協定 砺波市長選で自民党市連

17 くらしの日記 県内を旅行　紫藤道子　８６歳（砺波市）

20 砺波市美術館長に県副館長の杉野氏 砺波市花と緑と文化の財団　１０月１日付けで就任

20 課長級など異動２７件 砺波市人事　１０月１日付

21 砺波の小規模校　国基準で小中７校 砺波市立学校のあり方検討委員会

21 山田さん優勝 第１３回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

23 事件・事故 砺波で正面衝突、２人重軽傷

北陸中日 12 砺波をイメージ　女声合唱曲　 命の大切さ　歌に乗せて♪　コール麗　２７日に初演

12 現職の夏野氏と自民が政策協定 １１月の砺波市長選　自民党砺波市連合支部

12 砺波市美術館長に杉野・県美副館長 １０月１日、就任

25 県内１０市町に爆破、殺害予告 金銭要求のメールも

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

21 秋夏競演　＊砺波 砺波市一番町　ヒマワリ

２６日　土曜日
北日本 2 叙位叙勲（２５日） 従六位旭日双光章　元高岡市議土谷昭氏（８７）＝砺波市太郎丸

6 社長に近江清志氏 建築設計・工事監理業務の「おおみ設計」（砺波市太郎丸）

23 命の大切さ　歌声に乗せ 女声合唱「コール麗」　あす演奏会

24 特別メニュー味わって 砺波・南砺「グルめぐり」始まる

31 ニュースファイル 恐喝未遂容疑で男逮捕

富山 1 利賀ダム工事費　２割増４０億円 国交省　予算概算要求　河川の流れ変更に着手

23 地鳴り 収穫終わって思わず涙が　小倉慶子　７５歳（砺波市）

25 砺波、南砺　グルめぐり開幕　 最多１０８店で特別メニュー　コロナ禍　客戻らず「復活を」

27 叙位叙勲（２５日） 従六位旭日双光章　元高岡市議土谷昭氏（８７）＝砺波市太郎丸

30 恐喝未遂疑いで会社員逮捕 射水署

31 野焼き７８件摘発 県警、今年１～８月

北陸中日 14 叙位叙勲（２５日） 従六位旭日双光章　元高岡市議土谷昭氏（８７）＝砺波市太郎丸

15 砺波、南砺の１０８店　お得に食べ歩きを 「グルめぐり」始まる

読売 24 県人事 退職　県美術館副館長

24 叙位叙勲（２５日） 従六位旭日双光章　土谷昭氏（元高岡市議会議員）砺波市太郎丸

朝日 28 展覧会 晴柀仁恵「墨流し展」

毎日 26 今できること　筆に託し あすまで　砺波で奎星書作展

２７日　日曜日
北日本 14 砺波工と高岡第一４強 高校ラグビー県大会開幕　来月３日準決勝

15 秋季県高校野球 大会結果

25 善徳寺周辺で絵画実技講座 砺波市庄川美術館の絵画実技講座「町並みを描く」

25 １００歳　おめでとう　２６日 白やいさん（砺波市三郎丸）

34 高岡で「県高校ｅスポーツ交流大会」 砺波工「５＄ｓ」優勝　

34 山間部中心に県内激しい雨 砺波・南砺　大雨警報

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

3 広告 近現代日本絵画展　砺波市美術館

21 くらしの日記 名作を鑑賞　山田美知子　７６歳（高岡市）

22 ボランティアら介護漫談楽しむ 砺波市でフェス　砺波市ボランティアフェスティバル

22 漢詩や俳句　自由に表現 砺波で奎星会展　第６７回書作展

22 百歳 白やいさん（砺波市三郎丸）

23 カラス対策　一斉行動 砺波・出町地区　光や音で追い払い

23 県内４カ所で地域美化活動 クレーン建設業協会富山支部

23 障害者を２４時間支援 小矢部　「渓明会こごみ」竣工

24 砺波工、高岡一が４強 第１００回全国高校ラグビー県大会第１日

24 調停委員が悩みに助言 県調停協会連合会の無料調停手続き相談会

北陸中日 11 華やぐ秋　見つけた 砺波　季節外れのヒマワリ

読売 26 砺波の小中学校　規模や配置検討 委員会初会合　砺波市立学校のあり方検討委員会

27 砺波東部１６年ぶりＶ となみ野少年野球大会

毎日 26 全国高校ラグビー　県大会 選手はつらつ、疾走　開幕　砺波工、高岡第一　準決勝へ
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２８日　月曜日
北日本 14 国際大付・高岡龍谷２回戦へ 高校サッカー県大会が開幕

19 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

23 避難所　コロナ対策真剣 車中避難の対応確認　砺波市庄川地域

23 ふん害カラス　追い払え 出町地区３１町内一斉行動

30 梨配って事故なし 砺波市交通安全協会と同協会太田支部など

富山 14 決壊想定、３００人が避難　砺波 砺波市総合防災訓練　砺波市庄川町地域

14 コール麗が演奏会　生きる喜び歌う　砺波 砺波市の女声合唱団「コール麗」の第７回演奏会

15 田上さん夫婦でＶ 栴檀野ＧＧクラブ富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

16 紅葉眺め森林駆ける 砺波でトレイルラン　県砺波青少年自然の家　「第３回となみｄｅ　ＲＵＮ」

16 国際大付など２回戦へ 全国高校サッカー選手権県大会第１日

北陸中日 5 発言 稲作農家　今年も苦労多い秋　島田栄　７２（砺波市）

10 ミュージカル応援会　県文化部門功労表彰 砺波の小中高生支援　「となみミュージカルキッズを応援する会」

11 コロナ禍の災害に備え 小矢部と砺波で総合防災訓練

２９日　火曜日
北日本 5 南砺・砺波市長選　現職２氏を推薦 自民党県連

21 北部小で手話教室 砺波市社会福祉協議会

21 標語優秀作品　６人を表彰 砺波市ボランティアフェスティバル

22 稽古の成果披露 砺波市文化祭の芸能発表会

22 江戸時代古書　逸話の考察紹介 砺波散村地域研究所の例会

22 ドライバーにシメジを配る 砺波市交通安全協会など

30 五輪聖火リレー日程発表　県内ランナー １年越し　胸躍る　開催不透明　不安の声も

富山 1 聖火リレー３月２５日から 東京五輪、１日前倒し　富山は６月２、３日

1 砺波に新名所 秋のヒマワリ　１０万本満開

1 富山、高岡最高気温２３度 砺波市２２．５度

3 砺波、南砺両市長選　夏野、田中氏を推薦 自民党県連

21 コント 砺波・富之助

22 児童が手話で合唱 砺波北部小

北陸中日 12 砺波、南砺市長選 現職の推薦を自民県連発表　

16 中部　２０２０　新時代　富山発！　Ｔｏｙａｍａ　観光と産業 砺波市　日常に彩りを、ギフトで喜びを

24 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　

３０日　水曜日
北日本 1 県内基準地価　コロナ禍　商業地下落 ３年ぶり　富山駅周辺　伸び鈍化

1 北日本新聞広告賞グランプリ 富山ダイハツ販売２年連続　「富山の皆さん、富山へ行こう。」

11 県内の基準地価一覧 砺波市

17 声の交差点 華やかに彼岸花咲く　島田栄　７２歳(砺波市)

18,19 クタベ画集 宮野那桜さん（砺波市）ほか

21 高円宮賜杯　県学童軟式野球大会 １５チーム熱戦　３日　上市で開幕　庄東出町スポーツ少年団（砺波）

23 砺波高　新制服どれがいい？ ファッションショー　生徒が投票

24 貼るアロマで気分転換して 大井山さん販売

25 ２１年度県立高校全日制　定員１９２人減６４７０人 過去最少　６年連続減

27 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

33 回復基調から一変　県内基準地価 地価調査　市町村別変動率　三島町がマイナスに　

富山 1 商業地　－０．４％　３年ぶり下落 県内基準地価　開発続くもコロナ重し

3 知事選　２０２０ 富山市は新田氏がリード　高岡、新川地域は石井氏

5 住宅地２３年連続マイナス 富山、舟橋は上昇　「人気エリアに集中」

15 地鳴り 国民のための政治を期待　北清俊一　６３歳（砺波市）

23 マスクで香り楽しんで 砺波の大井山さん　アロマシール商品化

24 県立高の来年度募集定員 過去最少の６４７０人　前年比１９２減　６年連続下回る

24 多彩な制服でポーズ 砺波高　デザイン変更の参考に

24 第６６回県高校秋季柔道選手権 【女子】５２㌔級

北陸中日 1 きょうの紙面 手話で歌詞を表現

10 北陸３県の基準地価　２０２０年７月１日現在 富山県　砺波市

15 児童　手話で歌詞を表現 砺波北部小で体験学習

読売 28 よみうり文芸 短歌　下保憲一（砺波市）
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28 県内の基準地価 砺波市

29 基準地価　商業地　３年ぶり下落 富山駅周辺　上昇率鈍化

29 県立高校定員６４７０人 全日制、１９２人減

毎日 25 北陸３県の基準地価 富山　砺波市

日本経済 別刷Ａ５ 基準地価一覧　２０２０年７月１日現在 富山　砺波市

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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