
　　　　　　　２０２１（令和３）年９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　水曜日
北日本 7 若年層重視で夜間接種 ワンチームとやま　ウェブ会議　副反応の相談窓口も

7 市町村長の主な発言 各種助成で下支えを　夏野修砺波市長

15 県内　コロナ禍の公立図書館 休館・時短　対応分かれる　予約本貸し出し　大半継続

24 ウイークリー西部 国内初　ボトラーズ事業　井波産ウイスキーに期待　貯蔵庫の建設　今月着工

24 ラーメンにあやかり…　ブラックシャンプー販売 県西部の理容師グループ

33 ニュースファイル 電動カッターで左手けが　砺波市庄川町示野の木材加工業「山田」

富山 1 県　若者接種後押し 自宅療養者の支援検討　ワンチームとやま会議　知事と１５市町村長協議

3 ワンチームとやま会議　クマ出没で通報エリア 全１５市町村が設定完了　氷見は石川の４市町とも連携

3 コロナ、インフル　同時流行警戒 予防接種助成　小学生の実施再度要請　「はしご外された」

3 普通交付税３４８億円 県９月分　砺波市　１１億７５９３万円

3 県分は３億５千万円 ９月地方特例交付金　砺波市　２１５９万円

24 教諭盗撮疑い逮捕　田中市長が陳謝 提出議案説明　市議会全員協議会

24 明治安田生命と健康づくりで連携 砺波市　包括連携協定を締結

27 事件・事故 電動カッターで手切り重傷　砺波市庄川町示野の木材加工業「山田」

毎日 24 人気の保護カメ　交通安全に一役 高岡の動物園　砺波署が保護

　２日　木曜日
北日本 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０　ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ　ＧＡＭＥＳ　第９日 車いすバスケ　日本男子　初の４強　県勢　岩井・宮島　勝利に貢献

22 となみ野 森田志宝個展　滴を育てる／Ｇｒｏｗｉｎｇ　ｄｒｏｐｓほか

22 朝市・夕市　県内 砺波市

23 健康づくりへ協定 砺波市と明治安田生命保険

富山 13 地鳴り 一人一人自覚し懸命に対策を　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

22 「野菜を食べよう」アピール ポロシャツ、法被　イベントで着用　砺波市健康センター

24 ８市町村で始業式 児童生徒「楽しみだった」

25 お待たせ　秋の子持ちアユ 提供スタート　砺波・庄川「鮎の里」

28 東京パラ 車いすバスケ　日本男子４強　岩井、宮島　守備で貢献　英国と準決勝

北陸中日 24 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 堂々の４強　宮島ら躍動　車いすバスケ男子　岩井は先発　守備で貢献

　３日　金曜日
北日本 23 簡単レシピ家庭でどうぞ 砺波市健康センターが調理　料理サイトに掲載

31 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 車いすバスケきょう準決勝　宮島・岩井　メダルへ決意　「いいプレー見せたい」

富山 21 地鳴り チラシを眺め　平和な国感じる　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

21 地鳴り それにしても早いおせち商戦　戸田祐子　５９歳（砺波市）

22 砺波発「野菜レシピ」発信 市食改推進協、検索サイト用に撮影

24 富山新聞文化センター　受講生の成果きらり 美文字の力作３０点　となみ、小矢部の３講座作品展

24 Ｊ３リーグ　カターレ富山 高岡・砺波・南砺の日　１１日の来場呼び掛け

25 コキアにっこり 砺波チューリップ公園　１５株に目や口

29 県内　新規感染３７人 新型コロナ　重症１８人、過去最多　医療圏別感染者数　砺波市１２１

読売 25 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ 宮島　攻めのゴール下　車いすバスケ　初の準決勝へ

　４日　土曜日
北日本 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０　ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ　ＧＡＭＥＳ　第１１日 車いすバスケ　日本男子　決勝進出　宮島・岩井貢献　初のメダル確定

27 コロナ下　面会の工夫紹介 砺波誠友病院　職員が事例発表　家族に手紙・ランチ見学

27 きょうもにっこり 開口国際特許事務所　弁理士　和田安司さん

29 新役員来社　３日 国際ソロプチミストそれいゆ砺波　原野悦子会長

34 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 懸命の守備　勝利呼ぶ　決勝進出　車いすバスケ　宮島・岩井

富山 1 県民栄誉賞贈呈へ 向、中山、宮島、岩井選手　７日に検討委

6 消防指令の共同運用 射水市は参加せず

25 地鳴り 飲み会なくても消費欲消えず　藤井昭通　４９歳（砺波市）

25 コント 砺波・りえちゃん

25 地鳴り コロナ禍こそできることも　福沢観音子　７０歳（砺波市）

26 鹿児島の特産品ずらり 黒酢、カツオ、ウナギ…　道の駅庄川に物産コーナー

26 創立２５周年事業　原野会長が意欲 それいゆ砺波

27 コロナ禍の面会中止　手紙、写真で近況伝え 砺波誠友病院で意見発表

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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29 Ｂリーグ　富山グラウジーズ 走ってダンク、優勝を　新加入　ジョンソン　リーグ開幕へ意欲

31 東京パラ 車いすバスケ「銀」以上　男子　英国に７９－６８　初の決勝進出　宮島、岩井　歴史的勝利

33 コロナ対策「後手」　公約「着実に仕事」 県民が評価

北陸中日 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック バスケ男子「銀」以上

読売 25 子育て世代に防災ガイド 砺波市が製作　全１６ページ、イラスト多用

25 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

　５日　日曜日
北日本 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０　ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ　ＧＡＭＥＳ　第１２日 車いすバスケきょう決勝

17 漆と木で空間芸術 森田さん個展「滴を育てる／Ｇｒｏｗｉｎｇ　ｄｒｏｐｓ」

24 宮島・岩井「全部出し切る」 車いすバスケ　きょう米と決勝

25 新型コロナ　県内新たに４７人感染 富山の会社でクラスター　砺波１人

富山 1 東京パラ きょう最終日　バスケ男子決勝

2 とやま衆院選２０２１ 橘氏の５選へ結束誓う　高岡で自民県第３区支部

2 「しっかりした総裁選に」 出席者から言及続々

21 富山の会社クラスター 県内コロナ、新たに４７人　砺波市１人

21 医療圏別感染者数 砺波市　１２２

北陸中日 10 自民支部、選挙向け　高岡で臨時総務会 橘氏５期目へ団結確認

24 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 車いすバスケ　きょう決勝　宮島「リベンジ」誓う

24 風紋 文化を守る

25 県内　４７人新規感染 砺波市一人

読売 23 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ 車いすバスケ　きょう決勝

23 秋の足音　近づく 青から赤へ　色づくコキア　砺波チューリップ公園

23 秋の足音　近づく ホクホク旬の味　子持ちアユ販売　アユ料理店「鮎の里」

６日　月曜日
北日本 1 Ｔｏｋｙｏ２０２０　ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ　ＧＡＭＥＳ　最終日 車いすバスケ銀　宮島・岩井　輝く　東京パラ閉幕

1 躍動　Ｔｏｋｙｏ２０２０　パラに挑む県選手 「強豪と渡り合えた」

14 車いすバスケットボール 日本躍進　歴史変えた　宮島・岩井　あふれる涙と笑顔「もっともっと強くなる」　米が２連覇

15 県勢総評 車いすバスケ　宮島・岩井　攻守で献身プレー　ボッチャ藤井　地元で調整花開く　

19 おうちで観賞楽しんで 砺波「フラワーアトリエ花ろまん教室」　コロナ禍　作品展中止　ウェブで公開

23 声の交差点 涼を届けるサギソウ　砺波市　武部琉子（７７歳）

26 コロナ２人死亡 県内　新たに２４人感染　砺波１人

26 達成感と感謝新た 夢舞台　たたえ合う　閉会式に県勢３人

27 王者と接戦　誇らしい 宮島・岩井　車いすバスケ銀　家族ら声援　勇姿に涙

富山 1 東京パラ 宮島、岩井　有終の銀　車いすバスケ男子　守備で貢献

1 毎試合強くなれた 宮島徹也

15 空き家活用で地域貢献 砺波・川向さん　民泊に一区切り　富山の夫婦に経営譲渡　アドバイザー活動に意欲

15 ノウハウ本出版を計画 川向さん

17 紙風船 「あめ」の効果は？

20 家族も偉業に歓喜 宮島一家「パパおめでとう」　岩井の母「道を切り開いた」

20 県勢選手ひと言 子どもに伝えたい　宮島徹也選手

21 東京パラ 富山の絆で悲願達成　車いすバスケ男子　初のメダル　宮島「本当に強くなった」　岩井「頑張ってよかった」

21 「本当にすごい」「憧れの存在に」 所属チーム関係者ら祝福

21 「励ましと目標に」 新田知事

21 県内感染者２人死亡 新型コロナ　新規陽性３０人下回る　砺波１人

21 医療圏別感染者数 砺波市　１２３

北陸中日 1 車いすバスケ「銀」 有明アリーナ

23 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 車いすバスケ銀　富山コンビ　歴史刻む　宮島、岩井　初のメダルに貢献　最強米国に息ピタリ

23 宮島らを石川県顕彰へ 石川県

23 「郷土の誇り」「パリは金を」 競技仲間や住民祝福

23 県内新規感染２４人 １ヵ月ぶり　３０人下回る　砺波市一人

読売 29 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋ 宮島、岩井「銀」貢献　車いすバスケ　「献身プレー　惜しかった」

７日　火曜日
北日本 1 感動をありがとう 車いすバスケ銀　一夜明け会見　宮島　家族・友人の応援　力に　岩井　楽しくプレーできた

1 県民栄誉賞授与へ 五輪・パラ　メダリスト５人

20 ワクチン接種　３９歳以下１８日に前倒し 砺波　イオン会場　時間延長
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20 来年４月２２日開幕 チューリップフェア　感染対策を徹底

20 宮島選手たたえ　市役所に懸垂幕 砺波市　市役所本庁舎に

21 小中全科目で全国平均以上 砺波市も上回る

26 県西部　天候崩れひょう 南砺　サトイモの葉被害

27 新たに２４人感染 県内　砺波１人

富山 19 地鳴り 電子決済サービス　有料化でどうなる　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 市町村議会（６日）砺波市 来年のチューリップフェア　「星」の装飾や企画展　４月２２日から１４日間

20 １２～３９歳のワクチン接種 １８日に前倒し実施

20 車いすバスケの宮島選手顕彰検討 夏野市長

22 宮島選手の「銀」祝う 砺波市教委が懸垂幕

22 全科目で国、県平均上回る 砺波市・学力テスト

26 宮島「この先も見て」　岩井「楽しくプレー」 パラ「銀」の車いすバスケ　一夜明け会見

27 強風で城端線遅れ 高岡－城端駅間の一部列車　最大２５分の遅れ

27 新規感染は２４人 砺波１人　医療圏別感染者数　砺波市１２４

27 ほたるいか 富山県救急隊員研修会　砺波地域消防組合消防本部では１０人参加

北陸中日 1 新規感染者は２４人 砺波市一人

12 砺波市役所に懸垂幕 パラ車いすバスケ「銀」　宮島選手を祝福

12 議会だより　６日 砺波市　定例会を再開

12 コロナワクチン接種 １２～３９歳の接種を１８日開始に前倒し　砺波市

26 Ｔｏｋｙｏ２０２０＋１　パラリンピック 激闘「銀」一夜明け　車いすバスケ　活動見守って　宮島選手「子に褒めてもらいたい」　岩井選手「地元の酒　すし食べたい」

読売 29 「接種２回」重症・死亡ゼロ コロナワクチン　７月以降、感染は３０人　新たに２４人感染

８日　水曜日
北日本 13 とやま×私×フォト 「避暑」　ＲａｎｄｙＰａｐａ（砺波市）　

18 ウェブ化・アプリ導入検討 子育て応援ファイル　砺波

18 宿泊施設を支援 砺波市

18 ＱＲコードで登降園を管理 ６施設に導入

22 ２５日に調停の相談会 県調停協会連合会

24 夏のドラマ忘れない 東京五輪・パラ　５人に県民栄誉賞　「県民の誇り」　ゆかりの地域祝福

25 県内２１人感染 ３日連続３０人以下　砺波市１人

富山 1 ５選手に県民栄誉賞 東京五輪・パラ　メダリスト　年内に贈呈式

13 地鳴り 難局乗り越えることできる人に　角栄一　６９歳（砺波市）

18 市町村議会（７日）砺波市 ステージ３でキャンセル　ホテル、旅館を緊急支援　交付金活用で誘客促進

18 子育て情報ウェブ化 こども園にＷｉ－Ｆｉ整備

20 応接室 対面、対話は不可欠　砺波信用金庫理事長　松本昭浩氏

25 県内コロナ２１人感染 新規３日連続３０人下回る　砺波市１人

25 医療圏別感染者数 砺波市　１２５

北陸中日 1 メダリスト５人に県民栄誉賞贈呈へ 富山県　有識者でつくる検討委員会

25 県内２１人感染 砺波市一人

読売 28 よみうり文芸 川柳　砺波市　野村真里恵

29 メダリストに県民栄誉賞 五輪・パラ　県出身の５選手

29 ねっとり甘い　五箇山ぼべら 南砺・目ぞろえ会

毎日 20 ５選手に県民栄誉賞 オリ・パラ　メダリスト

９日　木曜日
北日本 4 子ども医療費拡充　再要請 県市長会・県町村会　インフル接種費も

4 夏野市長　納得できず？ 要請の冒頭

16 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第１譜】

18 色彩華やか　洋画３６点並ぶ 燦の会展　富山大和５階アートサロン

20 となみ野 米田英隆「Ｎｏ１９．わがまんま」展ほか

20 朝市・夕市　県内 砺波市

21 ふく福柿　出荷５トンに減 砺波　遅霜で生育に影響

21 公園トイレ　６基洋式化 砺波市　庄川河川敷公園ほか

26 県内感染２２人 ４日連続の２０人台　砺波市４人

26 年度内に避難解除 砺波　昨年の地滑り

26 ブナ、ミズナラ　新川地域で凶作 県内国有林ばらつき　砺波・小矢部ではブナが豊作

富山 3 １５市町村長の要請応じず 砺波市長「知事はのむ気ない」　小学生の予防接種助成
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15 地鳴り 「まだ早い」と言えるだろうか　小倉慶子　７６歳（砺波市）

22 特産タマネギ　育苗開始 ＪＡとなみ野　若手農業者が意欲

23 市町村議会（８日）砺波市 今年度中に避難指示解除　井栗谷の地滑り　地盤安定工事で

24 私が切った髪　困った人に 小矢部・石動小の大西さん　４年間伸ばした４０㌢　ヘアドネーションに協力

24 Ｊ３リーグ　カターレ富山 １１日にサンクスデー　南砺市長にアピール

28 県内コロナ感染２２人 ４日連続３０人下回る　デルタ株３８人　砺波市４人

28 医療圏別感染者数 砺波市　１２９

北陸中日 24 県内２２人感染 砺波市四人

読売 24 砺波市　明治安田生命と協定 健康づくりなど支援

１０日　金曜日
北日本 17 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第２譜】

20 コロナとインフル　予防接種同時回避 砺波市議会民生病院委員会

20 「ワンチーム」に不満と期待 県の対応巡り夏野市長

20 小中学生に助成 インフル予防接種　砺波市

21 一部公共施設　１３日から開館 市コロナ対策会議

22 ぼくの夢わたしの願い 砺波北部小６年　前田惟吹君　斉藤悠真君

29 感染３７日ぶり２０人未満 県内１４人　富山の会社　クラスター　砺波市２人

富山 15 地鳴り 誕生日に届いたうれしい便り　紫藤道子　８７歳（砺波市）

20 砺波市、社福協、ＬＣ　災害時連携で協定 砺波市と同市社会福祉協議会、となみセントラルライオンズクラブ

21 市町村議会（９日）砺波市 小中生にインフル助成　「同時流行の可能性ある」

21 マイナンバーカード 申請、交付率２倍増

21 砺波、射水市が１３日　市施設の一部開館 まん延防止解除で

22 秋季高校野球１８日開幕 無観客、オンラインで抽選

22 Ｊ３リーグ　カターレ富山 あすのサンクスデー　砺波市長に必勝誓う

26 県内　新規感染１４人 コロナ　先月３日以来の１０人台　富山市でクラスター　砺波市２人

26 医療圏別感染者数 砺波市　１３１

26 災害時安否情報「スマホリレー」 通信途絶状況に対応　砺波などで訓練

北陸中日 27 県内　新規感染１４人 富山の会社でクラスター　砺波市二人

読売 26 インフル接種など知事に助成要請 県市長会と県町村会

27 新規感染　２０人下回る 先月３日以来　富山、高岡、射水、砺波各市の男女計１４人

１１日　土曜日
北日本 16 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第３譜】

20 ＦＳＢの魅力　伝えたい 僧侶　坂本さん（魚津）　教室開講・プロの試合出演

21 災害時に連携 市・社福協など協定

22 検査キット　小４から使用 砺波市議会総務文教委員会

22 後期計画策定へ来月に対話集会 第２次総計　砺波市

23 全国大会へ練習励む ものづくりコンテスト　山本さん（砺波工高３年）

31 自転車の７０歳男性　車にはねられ重体 砺波　砺波市鷹栖の市道

富山 25 市営バスでスマホ決済 砺波市　総務文教常任委員会

30 医療圏別感染者数 砺波市　１３１

31 自転車の男性はねられ重体 砺波の市道　砺波市鷹栖

北陸中日 27 砺波　自転車の７０歳　軽にはねられ重体 富山県砺波市鷹栖の市道

１２日　日曜日
北日本 1 民意と歩む 県内２０年度政活費執行率　１４議会　過去最低　政務活動費の執行率　砺波市　３８．５％

7 英国発祥のブックスタート　 県内１０市町村で実施　親子の絆育み２０年　地域と家庭つなぐ役割も

13 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第４譜】

14 郷愁誘う絵画２３点 堀井さん作品展

25 県内コロナ２２人感染 砺波市４人

25 砺波の男性も死亡 砺波市鷹栖の市道

富山 17 地鳴り 世話になった方　亡くなり感謝　犀川寮明　７３歳（砺波市）

17 コント 砺波・たぬき

18 自殺防止の本そろえ 砺波図書館　ツイッターで発信　１４日の開館前に

24 砺波市美術館　三岸好太郎・節子展 あすから８２点展示　夫と妻　異なる画才　北陸初の２人展

24 入院の１人死亡 県内コロナ、２２人感染　砺波市４人

24 医療圏別感染者数 砺波市　１３５
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25 砺波、はねられ重体 自転車の男生死亡

北陸中日 1 県内　新たに２２人感染 砺波市四人

10 砺波市と明治安田生命　連携協定 健康、子育てなど応援

22 重体の７０歳死亡 砺波の事故　砺波市鷹栖の市道

読売 26 ワイドリポート　プログラミング　関心高まる 来年度　高校でも必修化　学校外に学びの場　行政主催の大会も　事務所を開放　自治体が支援　教材開発中

27 コロナ２２人感染 １人死亡　富山、射水、砺波、南砺、魚津各市の男女計２２人

27 自転車の７０歳　はねられ死亡 砺波　砺波市鷹栖の市道

毎日 22 安心して会える環境を 砺波誠友病院　面会事例を発表

１３日　月曜日
新聞休刊日

１４日　火曜日
北日本 23 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第５譜】

25 高島さん　短歌の軌跡 庄川美術館で企画展　「高島裕展－民族、郷土、愛恋の歌人－」

25 増山城跡きれいに 戦国祭り中止で草刈り　

25 きょうもにっこり 高岡信用金庫問屋支店得意先係　山本勘治さん（砺波市）

33 釣り人流され死亡 砺波　太田橋から南に４００㍍の庄川右岸

33 県内感染　連日１桁 砺波市１人

富山 1 洋画家夫婦　魅力存分に 砺波市美術館　三岸好太郎・節子展が開幕　異なる画才、８２点に触れ

27 芸術の秋、県内各地で作品展開幕 夫婦の人生感じ浸る　砺波で三岸好太郎・節子展　作品の変遷楽しむ　紹介パネルや愛蔵品も

30 県内コロナ４人感染 ２日連続１桁　砺波市１人　砺波の消防士感染

30 医療圏別感染者数 砺波市　１３６

31 アユ釣りの男性死亡 砺波・庄川、流される

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

13 Ｂリーグ　富山グラウジーズ 新戦力　開幕へ躍動　今季初　対外試合　砺波でプレシーズン戦

25 県内　４人が新たに感染 砺波市の四十代男性

25 砺波・庄川で釣り　６１歳流され死亡 富山県砺波市太田の庄川の太田橋付近

読売 35 コロナ４人感染 １２日は６人　富山、射水、砺波市の男女計４人

35 コキア　熱いハート 砺波チューリップ公園

35 砺波　釣りの６１歳溺死か 砺波市の庄川に架かる太田橋付近

朝日 21 県勢４校　全国大会へ 北陸小学生バンドフェス・マーチングコン　出町小　庄西中

21 新たに４人感染 新型コロナ　砺波市１人

21 庄川で釣り人が流され死亡 砺波市を流れる庄川

毎日 20 事件・事故 砺波の庄川で釣り人が流され死亡

１５日　水曜日
北日本 1 コキア秋色　衣替え 砺波チューリップ公園

15 秋季県高校野球 高岡商　初戦は富山中部　無観客で１８日開幕　組み合わせ決定

21 声の交差点 渋沢翁の新札心待ち　砺波市　上野亮平（７８歳）

21 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第６譜】

24 人権擁護委員　同意 砺波市議会本会議

24 庁舎整備　質問なし意外 論戦を振り返って

30 パラ県勢３人　地元が表彰へ 岩井・藤井に魚津市民栄誉賞　宮島は新設の砺波市特別賞

富山 15 地鳴り 楽しかった観光案内所　紫藤道子　８７歳（砺波市）

21 １１月中に全員接種を 砺波市　本会議

21 来月、４中学校区で総合計画の公聴会 砺波市　第２次市総合計画後期計画の策定に向け

21 総合防災訓練は中止 砺波市

22 三岸好太郎・節子　美の軌跡① プロポーズの肖像　好太郎作　赤い肩かけの婦人像　砺波市美術館　１１月７日まで

23 地元自治体から表彰 車いすバスケ　宮島、岩井　ボッチャ　藤井

23 高岡商、富山中部と初戦 秋季高校野球　１８日に火ぶた

27 地元の応援「銀」の力に 東京パラ・車いすバスケ　宮島、岩井選手　本社で笑顔「もっと競技見て」　富山で磨いた連係

北陸中日 5 発言 五輪パラ　感動かけがえない　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

12 議会だより　１４日 砺波市

13 高岡商　初戦は富山中部 秋季県高校野球　組み合わせ決定

読売 28 高岡商　初戦は富山中部 秋の高校球野球県大会　組み合わせ決定

朝日 21 ４０チーム　対戦決まる 秋季県高校野球
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１６日　木曜日
北日本 17 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第７譜】

20 砺波　一軒家　葬儀の場に 空き家活用　家族葬専用　心込めゆっくりお別れ

20 となみ野 志観寺範從漆芸展　ギャラリーみかん堂　ほか

20 朝市夕市　県内 砺波市

21 防災訓練は中止 砺波市

21 熱気球イベント　２年連続中止に スカイフェスとなみ２０２１実行委員会

26 盗撮の教諭を略式起訴 地検高岡支部

27 ２回接種の８人感染 富山　介護施設でクラスター　新たに２２人　砺波市３人

富山 1 県内２２人感染　２人死亡 富山の高齢者施設、クラスター　新型コロナ　砺波市３人

1 医療圏別感染者数 砺波市　１３９

13 地鳴り 犬猫の里親詐欺　なくす良い方法　工藤直美　５７歳（砺波市）

13 地鳴り 献血協力し命のリレーをつなぐ　夏山郁美　３１歳（砺波市）

22 増山城跡、散策楽しんで 砺波市教委　リーフレットを新調

22 おばけと菊でハロウィーン演出 砺波のチューリップ四季彩館

24 三岸好太郎・節子　美の軌跡② 画家、母、妻の決意　節子作　自画像　砺波市美術館で展示　１１月７日まで　

25 自分磨き　パリで「金」 車いすバスケ銀　岩井選手「競技普及を」

25 「石川県の縁に感謝」 宮島選手、金沢で喜び　北國新聞社を訪問

25 スカイフェスとなみ　２年連続で中止に スカイフェスとなみ２０２１実行委員会

北陸中日 1 県内２２人新たに感染 砺波市三人

読売 26 第１００回全国高校サッカー県大会 ３９チーム　頂点へ挑む　組み合わせ決定　コロナ対策で観戦制限

27 コロナ２２人感染 ２人死亡　富山、射水、砺波市の男女計２２人

１７日　金曜日
北日本 15 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【第８譜】

25 ２番組の意見求める エフエムとなみ番組審　

富山 23 地区ガバナー迎え　奉仕の精神新たに 砺波で２ＬＣ

24 三岸好太郎・節子　美の軌跡③ 思い合う夫婦表現　好太郎作　花ト蝶　砺波市美術館で展示　１１月７日まで　

25 全国へ３９チーム激突 県高校サッカー　来月２日開幕　観客に制限設ける

25 紙風船 身近な伴走者　砺波総局長・麻本和秀

28 医療圏別感染者数 砺波市　１３９

29 南砺の教諭、盗撮の罪で略式起訴 地検高岡支部

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１８日　土曜日
北日本 21 第６７期　北日本本因坊戦　 挑戦者決定リーグ第５局　黒　塚田悟（砺波市・六段）【総譜】

23 地区ガバナー合同例会訪問 ２ＬＣ開催

24 会長に久保田氏 コアネット

富山 28 ソバの花満開 砺波市増山　農業用水の滝　住民に人気

32 医療圏別感染者数 砺波市　１３９

読売 22 キクとチューリップ競演 砺波の四季彩館

22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 郷愁誘う秋の使者　イラスト　土江田玲子（砺波市）

22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

１９日　日曜日
北日本 15 税の絵はがき応募して 砺波法人会女性部会　コンクール用紙寄贈

16 昆虫テーマ　幻想的 漆芸家　志観寺さん作品展　ギャラリーみかん堂

16 ＳＤＧｓに理解深めて イオンモールとなみ　砺波高生らが展示

16 地元の特産品販売フェア 「となみのめぐみフェア」　イオンモールとなみ

富山 6 地鳴り 人生最後の稲刈りに感慨　犀川寮明　７３歳（砺波市）

6 地鳴り 新連載小説を最後まで読もう　戸田祐子　５９歳（砺波市）

6 コント 砺波・たぬき

14 砺波市と砺波高がＳＤＧｓ活動展 屋敷林保全やごみ削減　イオンモールとなみ

14 増山城跡で草刈り 砺波　砺波市増山自治会と砺波市教委　戦国祭り「草刈りの陣」

15 中高生らも集団接種 砺波市、時間延長

15 地元食材の新商品人気 豚の角煮、小松菜シフォン…　砺波でめぐみフェア

16 三岸好太郎・節子　美の軌跡④ 乾いた地中海の空気　節子作　アルカディアの赤い屋根（ガヂスにて）　砺波市美術館で展示　１１月７日まで　

20 医療圏別感染者数 砺波市　１３９
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北陸中日 13 ＳＤＧｓ　砺波高生が研究発表 イオンモールとなみ　城端線の利便性向上など

13 増山城跡のリーフレット一新 持ち歩き　Ａ３サイズに縮小　砺波市教委、２２日から配布

２０日　月曜日
北日本 13 秋季県高校野球が開幕 きのうの試合　富山いずみ０－３砺波　きょうの試合　砺波工－富山工

13 庄川中２回戦へ 軟式野球　全日本少年大会

14 おめでとうございます　３４３組　金婚　寄り添って半世紀 白山久一さん（７６）　芳枝さん（７２）　砺波市庄川町金屋　砺波市　２３組

17 ２１６人に敬老の祝い品 東般若社福協　赤飯・まんじゅう贈る

25 県内９人感染 新型コロナ　砺波市１人

富山 1 洋画家夫婦の才能に感動 三岸好太郎・節子展　砺波市美術館　県内外から愛好者　「２人の人生　魅力的」

9 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

14 税の絵はがき協力　税務署長に要請 砺波法人会女性部会

15 敬老会中止、弁当届ける　砺波 東般若地区　五鹿屋地区

16 三岸好太郎・節子　美の軌跡⑤ 幻想的な射光と曲線　好太郎作　のんびり貝　砺波市美術館で展示　１１月７日まで　

17 秋季県高校野球が開幕 砺波３回戦へ　４試合でコールド

20 県内コロナ９人感染 ４日連続で１桁　砺波市１人

20 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 11 秋の花々　咲き誇る 砺波の四季彩館　キクやコリウスなど　「季節を彩る花々～秋～」

11 高岡南、新湊など初戦突破 秋季県高校野球が開幕　二回戦　富山いずみ０－３砺波

23 県内新たに９人が感染 砺波市の四十代女性

読売 29 砺波　３回戦進出 秋の高校野球県大会

朝日 17 秋季高校野球県大会が開幕 ２回戦　砺波３－０富山いずみ

毎日 20 秋の高校野球 高岡龍谷サヨナラ勝ち　県大会開幕　入善なども勝利　２回戦　砺波３－０富山いずみ

２１日　火曜日
北日本 5 第５５回　県郷土陶芸展　あすから富山大和５階アートサロン 確かな技　新感覚融合　保陶裡窯　新保孝二（砺波）　越中三助焼窯元　谷口均（砺波）

9 秋季県高校野球　第２日 きのうの試合　砺波工５－２富山工

9 富山工　初戦敗退 エース多賀好投　手応え

20 キク色鮮やか 砺波の四季彩館　ハロウィーン演出

富山 8 地鳴り 接種で生活が変わってほしい　武蔵桂　８４歳（高岡市）

16 昔の暮らしに触れる 稲刈り後に使う農作業道具並ぶ　砺波民具展示室

17 願い込め、形を奉納 奉納剣道大会「来年こそ開催を」　南砺・越中一宮髙瀬神社　コロナで２年連続中止

18 三岸好太郎・節子　美の軌跡⑥ 美しさと怖さ描く　節子作　さいたさいたさくらがさいた　砺波市美術館で展示　１１月７日まで　

19 シード４校順当勝ち 第７４回秋季富山県高校野球大会第２日　砺波工５－２富山工

19 豚の部優等賞　１席に木島農場 県畜産共進会　１等賞１席　たかはた養豚（となみ野）

22 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

２２日　水曜日
北日本 11 基準地価　全国マイナス０．４％ ２年連続下落　店舗需要が低迷　県内の基準地価一覧　砺波市

21 五輪パラ活躍選手を顕彰 県勢メダリストら８人も　文科省　一部選手・指導者が出席

23 ブドウ作りの苦労知る 砺波東部小児童が取材　ＤＶＤ　市内小中に配布　池原ぶどう園

23 自治会連　県へ要望まとめる 砺波ブロック　砺波、南砺、小矢部３市の砺波ブロック自治会連合会

24 反射材使ってね 砺波市三郎丸のあぶらでん認定こども園

富山 4 富山市、舟橋のみ上昇 市町村別の動向　砺波市　県内の市町村ごとの基準地価

19 地鳴り 歩行者優先の運転をしたい　夏山郁美　３１歳（砺波市）　

20 ブドウ栽培の苦労知る 砺波東部小　給食提供の生産者取材　池原観光ぶどう園

20 新会長に井上氏 砺波ブロック自治会連　砺波ブロック自治会連合会の総会

22 秋の交通安全運動スタート 砺波　あぶらでん認定こども園　反射材着用敬老作戦

26 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 5 発言 食とプラス思考　免疫力強化　上野亮平　７８　富山県砺波市

10 北陸３県の基準地価　２０２１年７月１日現在 富山県　砺波市

読売 30 県内の基準地価 砺波市

30 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

朝日 22 北陸３県の基準地価 富山　砺波市

毎日 19 北陸３県の基準地価 富山　砺波市

２３日　木曜日
北日本 20 となみ野 庄川落語会　春風亭昇太・桂宮治ほか

20 朝市夕市　県内 砺波市
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20 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

23 砺波市人事（１０月１日付） 砺波市立砺波総合病院人事　砺波市花と緑と文化の財団人事

25 富山大和　県郷土陶芸展始まる １３窯元　意欲作１５０点　富山大和５階アートサロン

25 澤武さん（舟橋中）最優秀賞 少年の主張県大会　優秀賞＝山𦚰一（砺波市庄川３）

30 サケやな漁　継続困難 庄川　漁業者高齢化　県内の漁　岐路に

31 売り上げ回復へ歓迎 県　２７日から「ステージ２」　再拡大は懸念　心境複雑　マスク着用を徹底　スポーツ施設

富山 13 地鳴り 古文書を今後も大切に保管　黒田和也　４４歳（砺波市）

13 地鳴り 人種差別撤廃の信念が印象に　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

20 交通安全の願い込め 特産タマネギ渡す　砺波　砺波市交通安全協会庄下支部と砺波署

21 部長級など異動６４件 砺波市人事

21 ロビー展 庄川クラフト会の仕事展　北陸銀行庄川支店

22 童話コンクール入賞者決定 富山児童文学賞　瀧川さん（滑川）「やわらかトンカチ」来月３日に射水で授賞式

北陸中日 5 発言 ヒガンバナ　深まる秋感じる　島田栄　７３　富山県砺波市

12 砺波市立砺波総合病院人事 １０月１日付　部長級ほか

２４日　金曜日
北日本 13 秋季県高校野球　第３日 １６強出そろう　あすの試合　砺波工－氷見　国際大付－砺波

13 全国高校ラグビー県大会 花園目指し熱戦開始　砺波工　砺波

17 三味線　一流奏者に学ぶ １１月　出町浄瑠璃大会で披露　砺波子供歌舞伎曳山振興会

17 きょうもにっこり 共生型デイサービス　ぴーすあけぼの支援員　澤田萌華さん（砺波市）

23 とやま×私×フォト 「私ゆり」　セツちゃん（砺波市）

27 風車 砺波市種田地区の高儀新筏長寿会　おはぎ届ける

富山 2 きょう５氏質問 県議会予算特別委　米原蕃氏

12 すこやか育児 齊藤由佳さん＝砺波市頼成　次男　有汰ちゃん　三男　暖人ちゃん

14 砺波の樹木景観守れ 「保存樹」支援対象　市が拡大へ　中心部、山間部で伐採危惧

14 児童が稲刈り体験 砺波・庄東小

15 ロビー展 アートキャンドル展　北陸銀行砺波支店

16 富山工、砺波が準決勝へ 第１０１回全国高校ラグビー県大会第１日

20 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

21 ほたるいか 砺波市の高儀新筏長寿会役員　会員におはぎ手渡す

毎日 18 全国高校ラグビー 富山工、１１トライ大勝　県大会開幕　砺波も準決勝進出

18 ギャラリーだより 高島裕展　松村外次郎記念庄川美術館

18 愛の旅路　軌跡たどる 北陸初　三岸好太郎、節子展　砺波市高道の市美術館

２５日　土曜日
北日本 5 県議会　予算特別委 県新世紀産業機構の強化を　商工労働部長…理事長を専任に　米原蕃氏　自民砺波

5 公共交通の在り方巡り議論 米原氏「鉄道バス整理を」　「協議体で将来像」副知事

23 きょうもにっこり 劇団「血パンダ」団員　平岡麻子さん（砺波市）

25 宮野さん（砺波）最高賞 全国花のまちづくり　

25 ２７日から施設再開 県内自治体　ステージ２引き下げで　砺波

富山 1 コキア鮮やか　秋の風情　砺波 富山中心部２６．６度

3 県議会予算特別委 公共交通のあり方検討　県、新協議会を設置　米原氏「経営統合視野に議論を」

3 富山空港の利用促進を 米原蕃氏（自民）　知事　乗り継ぎ旅行造成助成

3 記者席 「エージシュートを」　米原氏

23 地鳴り 良き友と音楽に恵まれて幸せ　紫藤道子　８７歳（砺波市）

24 実りの秋　いっぱい 県内各地で児童が収穫体験　砺波・鷹栖小

24 ５０周年行事へ水素エネルギーに理解 となみＪＣ

26 全国花のまちづくりコンクール 宮野さん（砺波）大賞　

26 増山城の防御力知る 砺波北部小６年　一の丸や堀切跡見学

30 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

２６日　日曜日
北日本 10 秋季県高校野球　第４日 高岡商・氷見・砺波８強　砺波の情野　投打で奮闘　１点差守る

10 きのうの試合 砺波工８－１５氷見　国際大付１０－１１砺波

10 ぐっとショット 砺波工－氷見　砺波工の捕手が

13 声の交差点 自民党総裁選に思う　砺波市　武部幹夫（８１歳）

13 声の交差点 魅惑される赤の存在　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

15 純白の花一面　彩る 新そば１１月から提供　地元宮野営農が栽培
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15 城端善徳寺周辺　楽しくスケッチ 庄川美術館実技講座　「町並みを描く」

16 軽妙な話芸で魅了 春風亭昇太・桂宮治さん　「庄川落語会」

24 最高のチームでやれた 東京パラ　車いすバスケ銀　宮島・岩井インタビュー　息子にメダル掛けた　正直悔しさ大きい

24 競技もっと広めたい 今後の抱負

富山 7 地鳴り 刺激を受ける中学生の投稿　北清俊一　６４歳（砺波市）

7 地鳴り 老猫が逝く　悲しい初秋　堺井清美　６６歳（砺波市）

14 コキア　ほうきにいかが 公園工事で除去　１６０株を有効活用　砺波・四季彩館が無料配布

14 昔の農作業学ぶ 砺波北部小

14 砺波消防署員が誓いの署名簿 砺波署に提出

15 三味線の技を磨く 砺波子供歌舞伎曳山振興会　１１月の浄瑠璃大会へ教室

16 ＳＤＧｓに理解を　南砺市がコーナー イオンモールとなみ

16 世界に一つだけ　マイバッグ作り 砺波で親子製作

17 第７４回秋季県高校野球大会第４日 高岡商 コールド 氷見　砺波 逆転 ８強入り　氷見・青野　投打で躍動

20 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 10 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

読売 25 高岡商コールド 秋の高校野球県大会

毎日 20 秋の高校野球　県大会 高岡商、氷見　砺波が８強に　３回戦

２７日　月曜日
北日本 17 収穫の秋　千歯こきや足踏み機… 昔ながらに脱穀　砺波北部小

17 収穫の秋　千歯こきや足踏み機… 「富富富」鎌で丁寧に　鷹栖小

17 繊細な筆遣い光る 蓮本さん作品展

22 松村外次郎（庄川出身）の油絵発見 福野の山田邸　仏留学時代の６枚　専門家「貴重な作品」　支援者への贈答品か

富山 16 ７年後の１０周年も元気に 砺波・庄川町青年部連絡協　桜を植樹

22 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 1 県警戒レベル下げ　外出自粛解除 宿泊客　戻る秋に　旅館「行政、安全発信を」

２８日　火曜日
北日本 13 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

21 らくらく増山城跡巡り 砺波市教委　リーフレット一新　サイズ半分　ＱＲコード付き

富山 2 富富富　ＰＲ見直し 県土整備農水委　米原氏「人気ない」「富山の人食べない」　県　地元で普及図る

15 地鳴り 最後のお米出荷に寂しく　犀川寮明　７３歳（砺波）

20 温泉とジムで健康維持 砺波　庄川荘がフィットネス施設　トレーニングやヨガ

20 ハロウィーン　本で楽しんで 砺波図書館　ハロウィーン企画展示「魔女がいっぱい」

20 砺波工高に反射材 砺波交安協鷹栖

27 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 13 砺波と南砺で食べ歩き １日から　となみ野グルめぐり

読売 22 増山城跡パンフ刷新 砺波市教委　持ち運びやすく

23 県内秋晴れ　深まる季節 コスモス　淡く揺れ　砺波

２９日　水曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「あかね色に染まる散居村」　さとちん（砺波市）

21 末永い交流　深化願う 商議所・商工会　青年部が植樹

22 伊藤さん（堀川中２）最優秀 花と緑　標語は高木さん（大久保小３）　ポスター原画　優秀賞＝嶋乙希（砺波北部小５）ほか

30 砺波高　生徒主導　制服一新 選択可　ジェンダーにも配慮

富山 13 地鳴り 稲の刈り方教わって感謝　小倉慶子　７６歳（砺波市）

13 地鳴り クスリと笑える瞬間を大切に　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

13 地鳴り イラスト　秋草　島田紘子（砺波市）

20 高齢者ふれあいレディー２人委嘱 砺波安管部会

22 砺波高　制服「大改革」 男子は創校以来　性差に配慮　文化祭でお披露目

27 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 13 ６３年ぶりに新制服　砺波高　来年度から 北陸初ライトグレーのブレザー

３０日　木曜日
北日本 18 となみ野 となみ野グルめぐり２０２１　ほか

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館　「宮本明日香　洋画展」

25 事故撲滅願う署名簿を提出 砺波消防署

25 窓口支払いにＱＲ決済導入 市　あすから　砺波市
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26 庄川荘のジム会員　天然温泉使い放題 あすオープン　となみ野庄川荘にフィットネスジム「ら・ら・ら」オープン

富山 18 洪水想定で安否確認 砺波市議会　防災訓練中止で独自実施

21 東京パラ「銀」の宮島選手 「金沢の恩人」に感謝　石川県特別賞を受賞

22 地鳴り 公衆電話使い方　子供に教えたい　夏山郁美　３１歳（砺波市）

24 医療圏別感染者数 砺波市　１４０

北陸中日 28 宮島さん（砺波）石川県特別賞 パラ車いすバスケ銀　「メダリストとし普及に貢献」

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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