
　　　　　　　２０２０（令和２）年１１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　日曜日
北日本 2 叙勲（１日） 旭日小綬章　元砺波市長安念鉄夫氏＝砺波市太田

33 県教育功労５９人９団体 あす表彰式　【優良教職員】濱屋佳美ほか

33 富山　秋の味覚ずらり　テクノホール 【県花き品評会表彰者】全国農協連合会県本部運営委員会長賞＝権正寺営農組合ほか

34 令和　砺波　考　＜上＞　市長選８日告示 終わりなき災害対策　台風・豪雨頻発

37 風車 砺波市高波幼稚園　「タイムカプセル」

37 広告 大屋根の下のワンルームの図書館　砺波図書館　本日　１１月１日（日）午後１時　開館

富山 2 広告 大屋根の下のワンルームの図書館　砺波図書館　本日　１１月１日（日）午後１時　開館

24 １２年前の思い出開封 砺波・高波幼稚園　閉園控え　カプセル発掘

24 中心部で土地区画整理 砺波　出町東部第３組合設立

25 檜物、島田さん優勝 砺波市パークゴルフ協会１０月度月例大会

26 ５９人９団体を表彰 県教育功労　若手部門を新設

26 湖南　戸出西部　４強　砺波北部・庄川　ＢＦＢ・木津 呉西地区新人少年野球　きょう準決勝、決勝

26 男女ベスト８決まる 第７３回全国高校バスケットボール選手権県予選会

26 各ブロックの決勝決まる 第２６回１年生県高校野球大会

26 サンパチ会と太郎丸で決勝 砺波市ソフトボール協会第１６回会長杯ナイターソフトボール大会

27 金賞に竹中、田中　嶋之内さん選出 県花き品評会

北陸中日 18 県功労　３０人１３団体 ユース五輪スノボ２位　鍛冶さん最年少

18 高齢者叙勲（１日） 旭日小綬章　元砺波市長安念鉄夫氏＝砺波市太田

19 「草刈り一番大変」ブドウ畑など見学 ３農業高の生徒　県砺波農林振興センター

別刷4 未来に遺したい　Ｔｏｙａｍａ　わがまちの魅力 砺波市

読売 24 高齢者叙勲（１日） 旭日小綬章　安念鉄夫氏（元砺波市長）砺波市太田

毎日 18 県教育功労者５９人９団体 優良児童生徒　入善中の中瀬さん

　２日　月曜日
北日本 19 砺波図書館開館　１５０人が列 市民憩いの場誕生　チューリップの椅子好評

19 児童４人優雅　浦安の舞奉納 比賣神社大祭　砺波市柳瀬

19 将棋　砺波市文化祭大会 ３１日、市文化会館

20 熱こもった演技披露 県高校研究発表大会　最優秀に新湊・富山第一

21 令和　砺波　考　＜中＞　市長選８日告示 活気の先　迫る児童減

富山 14 砺波の文化交流拠点に 新図書館オープン　広さは２倍　蔵書は２６万５千冊　学習席「いい環境」

14 女子児童４人　浦安の舞奉納 砺波・比賣神社　砺波市柳瀬

14 井波と庄川の消防連携確認 南砺で合同訓練　南砺市消防団井波方面団と砺波市消防団庄川方面隊

15 住民の鉄道模型　絵画、押し花展示 小矢部・埴生公民館

15 浄瑠璃や日舞披露 砺波市文化祭　第４８回砺波市文化祭芸能発表会「伝統の世界」

15 空き家の枯れ枝　左義長に活用 砺波・東中自治会

16 戸出西部に栄冠　１－０で湖南破る 第３６回富山新聞社杯呉西地区新人少年野球大会最終日

16 県少年野球大会　１００チーム熱戦開幕 開催地黒部勢　２回戦進出　第１７回県少年野球大会

16 男子　高岡向陵　２年ぶり　女子　富山商　２９年連続　Ｖ 第７１回男子・第３３回女子県高校駅伝競走大会

16 男女４強決まる 第７３回全国高校バスケットボール選手権県予選会

16 太郎丸が優勝 サンパチ会に８－５　砺波市ソフトボール協会第１６回会長杯ナイターソフトボール大会

18 高齢者叙勲（１日） 旭日小綬章　元砺波市長安念鉄夫氏＝砺波市太田

北陸中日 11 色濃くすてき　秋バラ見ごろ 県花総合センター

11 新砺波図書館オープン 市長「魅力発信の拠点に」

　３日　火曜日
北日本 5 １１月分交付税　３兆９２１８億円 総務省　富山県分３３１億円

5 新田氏と政策面連携強化 財政負担の在り方議論を　夏野砺波市長

19 野新の獅子舞　後世に　福野 衣装２０着　砺波郷土資料館へ寄贈

19 経常的経費　１０％削減 来年度予算編成方針

19 大賞に松澤さんら きょうから市美術展　砺波市美術展

20 北日本新聞文化賞等　受賞者（団体）の皆さん 地域社会賞　一般社団法人　やなぜ空き家ねっと

20 空き家の木枝撤去 砺波市東中自治会　

20 地域社会賞受賞　夏野市長に報告 やなぜ空き家ねっと　北日本新聞地域社会賞

20 区画整理組合が発足 砺波市出町東部第３土地区画整理組合の設立総会
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20 火災に備え合同訓練 井波方面団・庄川方面隊

20 ２２９点が会場彩る 砺波市菊花展

21 令和　砺波考　＜下＞　市長選８日告示 農家減　省力化で活路　チューリップのまちの今

21 白熱のプレー展開 松本杯第６５回砺波市卓球選手権小・中学生の部

25 秋の叙勲　県内関係者 瑞宝単光章　佐藤渡辺北陸支店富山営業所工場長　西地進さん（６１）　砺波市三郎丸

28 砺波市「脱はんこ」推進 行政手続き　電子申請導入も検討

29 クマ出没情報　２日発表 砺波市　正権寺

29 高岡・砺波でイノシシ 目撃相次ぐ　同じ個体か

富山 3 水防計画策定へ　協議会を設置 庄川水害予防組合議会

3 普通交付税３３１億円 県１１月分

13 秋の叙勲 瑞宝単光章　西地進氏　砺波市三郎丸

19 地鳴り 昨年に続いて５０年前の同窓会　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

20 大賞に５人 砺波市美術展　きょう開幕

20 最優秀賞に前野、緒方さん 砺波地域防火ポスター　砺波地域幼年少年女性防火委員会の小中学生防火ポスター

21 経常的経費を１０％削減 砺波市　来年度予算編成方針　初のマイナスシーリング　市長会見

21 来月から３００件押印廃止 １２月１日から

北陸中日 16 秋の叙勲　輝く功績　県内在住は４５人 県内受章のみなさん　瑞宝単光章　西地進６１　佐藤渡辺北陸支店富山営業所工場長　砺波

27 高岡、砺波でイノシシ目撃 二日早朝から昼前にかけ

読売 24 秋の叙勲　県内から４５人 瑞宝単光章　西地進６１　佐藤渡辺北陸支店富山営業所工場長（砺波市）

朝日 31 かぐわしい６０品種２００株 砺波　県花総合センター

31 秋の叙勲　４５人が受章 瑞宝単光章　西地進（佐藤渡辺北陸支店富山営業所工場長）６１砺波

毎日 22 秋の叙勲　県内から４５人 瑞宝単光章　西地進６１佐藤渡辺北陸支店富山営業所工場長　砺波

　４日　水曜日
北日本 16 五鹿屋公民館に滑り台 砺波市五鹿屋地区自治振興会

27 車衝突　全焼し１遺体 砺波　国道３５９号３時間不通

27 福野では男性重傷 南砺市寺家（福野）の市道

富山 2 砺波、南砺市長選　８日告示　無投票の公算 ＬＲＴ化で県と連携　夏野砺波市長　新田氏と早く信頼関係を

2 ７社の経営革新計画承認 県　中小企業等経営強化法に基づき承認

13 照る日　曇る日　海老名香葉子 夕焼けに染まる散居村の風景＝砺波市

14 意欲作１２１点並ぶ 砺波市美術展が開幕

14 ジュニア防災上級に全員合格 高多さん指導　戸出中１０人、庄西中４人

14 空き家問題考える 砺波でセミナー　住まいのライフプランセミナー

15 新たな交流拠点に 砺波　新屋敷公民館が完成

15 津沢夜高あんどん祭　来年は６月４、５日 津沢夜高行燈保存会の総会

15 教育振興奨励　４３件に助成金 日本教育公務員弘済会　課題研究奨励助成　島勇佑（砺波工高）

16 比美乃江稲積など２回戦へ 第１７回県少年野球大会第２日

17 唄や踊り　優雅に披露 砺波市文化祭　「民謡の世界」

21 車衝突、炎上　１人死亡 砺波の国道３５９号、男性重傷

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

20 砺波で車同士衝突　炎上乗用車に遺体 軽ワゴンの男性骨折　砺波市芹谷の国道３５９号

読売 24 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

25 車衝突炎上１人の遺体 砺波市芹谷の国道

　５日　木曜日
北日本 7 産業教育功労　県内２２人表彰 御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 フラワーデザイン教室「花縁」生徒作品展 "花見"

14 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

16,17 －令和の新しい時代に　純正書法　現代書芸のかがやき－ 第５５回　日本北陸書道院展　各賞受賞者　【奨励賞】島田榮川ほか

23 新図書館にチューリップ　砺波 満開６７０本　入り口彩る　この時期…利用者に好評

23 心づくし会席　第２弾　感謝込め豪華版 砺波・南砺　和食１１店　ブリ・カニふんだん

23 芸能１２団体２３０人　民謡や民舞披露 第４８回砺波市文化祭の芸能発表会「民謡の世界」

24 県酒造組合　ブレンド酒来月発売 富山の１６銘柄゛ワンチーム〟

24 アイデア光る　手作りマスク 油田の会館で展示　油田自治振興会館

24 公民館の完成祝う 砺波市の新屋敷公民館

31 脱はんこ　業者危機感　県内 県と１４市町村　廃止方向

富山 3 激震　富山県政 行政未経験に不安も　石井氏支持の市町村長　新田氏と関係どう構築
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3 臨港西宮線の整備休止 県公共事業評価委　事業費増大で了承

21 大賞に畠山さん（高岡龍谷高３年） 第４５回県学生競書展　あす南砺で開幕　１６０点展示

22 キッズパークに滑り台、芝生整備 砺波・五鹿屋振興会

24 産業教育功労　２２氏たたえる 御下賜金記念産業教育功労者表彰伝達式

24 パラグライダーの送電線事故で訓練 南砺で関電と消防　関西電力送配電と砺波地域消防組合消防本部捜索救助隊

25 事件・事故 車３台衝突、１人重傷

28 立山酒造の請求棄却 立山町長コラム訴訟、控訴

北陸中日 14 送電線宙づり　救助冷静に 城端で関電送配電と消防が訓練　関西電力送配電と砺波地域消防組合

15 水仙祭り　盛り上げたい 砺波・栴檀山　住民が球根植える

15 公民館建て替え祝う 砺波・荒屋敷自治会　（⇒新屋敷）

15 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 22 県功労表彰　３０人と１３団体に 「県功労表彰」　県オペラ協会（砺波市）ほか

23 砺波市の課題　－市長選を前に－ 通年誘客へ「目玉」発掘を

朝日 25 衝突事故相次ぐ　車炎上で死亡も 砺波・南砺　

毎日 20 砺波市が脱はんこ　来月から まず３００種　押印不要に　残る３００種も年度内に

20 獅子舞の伝統後世に 南砺市住民　衣装を資料館に寄贈

20 事件・事故 砺波で車同士が衝突、１人死亡

　６日　金曜日
北日本 1 東海北陸道　福光ＩＣ－城端ＳＡ あすから４車線

5 野菜の産出額　最下位脱出へ 地産地消県民会議　とやま地産地消優良活動賞

5 持続可能な市へ決意 砺波市長選　夏野氏　事務所開き

21 来春のフェアへ球根植え込み となみチューリップ街道実行委員会

21 ６００品種２００株　バラ見頃 県花総合センター

23 ゴルフ大会寄付　砺波消防に贈る となみ衛星通信テレビ

31 国道にイノシシ　車２台と衝突 砺波市頼成の国道３５９号

富山 1 庄川ゆず　実り豊か 砺波、１４、１５日に直売会

3 「１億円産地」販売額　１２憶４５００万円 とやま地産地消優良活動賞

3 １１日から意見募集 ひとり親家庭自立計画　「県ひとり親家庭等自立促進計画（素案）」に対する意見募集

20 砺波消防組合に寄付 となみ衛星通信テレビ　チャリティーゴルフ参加者の募金２０万円

21 国道彩るチューリップ 砺波　７０回フェアへ球根植える　「となみチューリップ街道実行委員会」

21 一番町のヒマワリ畑　混雑で他の農地検討 砺波市長農業委員会　農地パトロール

22 若鶴酒造・三郎丸蒸留所　改修後初ウイスキー １２日から限定販売　「三郎丸０　ＴＨＥ　ＦＯＯＬ」

23 ４車線化あすから供用 東海北陸道　福光ＩＣ－城端ＳＡ間

23 事件・事故 息子に暴行疑いで逮捕

北陸中日 1 福光－城端　あす４車線化 東海北陸道、県内区間で初

9 昇龍道　欧州客呼び込め バイク旅　ＰＲ動画作成へ　千里浜や若鶴酒造巡る

14 車衝突　イノシシ死ぬ 砺波の国道３５９号

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 23 若鶴酒造がシングルモルト 「落ち着いた味」１２日から発売

日本経済 39 若鶴酒造、蒸留所改修後初の商品 シングルモルトウイスキー「三郎丸０（ゼロ）　ＴＨＥ　ＦＯＯＬ」を発売

　７日　土曜日
北日本 7 砺波市長選あす告示 夏野氏　無投票３選か

15 あす研究発表大会 越中史壇会

23 スマホで簡単　貸し出し　デジタルカード導入　県内初 砺波図書館　使いやすく

23 転用地など視察 砺波市農業委員会　

24 障害者支援　輪広がる マーシ園　利用者が製作　８００点を即売　イオンモールとなみ

24 県西部の消防が連携確認 県西部消防機関による集団救急合同訓練

25 連携し人命救助　６人に感謝状 砺波地域消防組合消防本部

32 車衝突遺体は男性 砺波　死因は脳幹損傷

富山 1 夏野氏が無投票３選か 砺波市長選あす告示

3 早期４車線化を要望 東海北陸自動車道建設促進同盟会と東海環状道路建設促進期成同盟会

19 くらしの日記 朝の散歩　山本貴美子　７２歳（砺波市）

21 地鳴り 車道の自転車　恐怖を感じる　菅野友之　６５歳（砺波市）

22 工事現場で男性救助　会社員６人に感謝状 砺波地域消防組合消防本部

23 利用者手製のマスクなど販売 砺波イオンでマーシ園

23 齊藤さんが優勝 砺波市パークゴルフ協会第２回レディース大会
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29 死因は脳幹損傷 砺波の衝突、炎上

北陸中日 1 砺波、南砺市長選　あす告示 無投票の公算

読売 24 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 印鑑の文化守りたい　イラスト　土江田玲子（砺波市）

25 砺波、南砺市長選　あす告示 南砺市議選も　無投票の公算大

朝日 25 砺波市長選・南砺市ダブル選 無投票か　あす告示

毎日 24 砺波もあす市長選告示 無投票の可能性

　８日　日曜日
北日本 1 砺波市長選　きょう告示 ８日告示

3 夏野氏の３選へ団結 砺波市長選　後援会が総決起大会

18 県高校バスケ　きょう決勝 全国高校バスケットボール選手権県予選会

21 花をアレンジ　秋の風景表現 きょう作品展　「フラワーデザイン教室　花縁」の生徒作品展

21 生涯学習の講座振り返る 県民生涯学習カレッジ砺波地区センターのキャンパスフェスティバル

24 とやまｗｅｂｕｎランキング 　１０月３１日～１１月６日 ②車衝突、全焼し１遺体　砺波の国道（３日）　③イノシシ　車と相次ぎ接触（５日）

28 遺体　富山の男性 砺波　車衝突全焼事故　

29 風車　 砺波市社会福祉庄東センター　「わんぱく広場」

富山 1 ２市長選きょう告示　無投票か 砺波・夏野氏　３選が濃厚

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 卵を産む日が待ち遠しい　小倉慶子　７６歳（砺波市）

22 リンゴ狩り楽しみ　親子でパイを調理 砺波・庄東センター　「わんぱく広場」

22 生涯学習カレッジ　砺波地区でフェス 県民生涯学習カレッジ砺波地区センターの「となみキャンパスフェスティバル」

22 球根栽培　次代担う　チューリップ　砺波の埜村さん ２年前に脱サラ、３代目継ぐ　「指導の匠」から教え

23 南砺の保育施設に歯ブラシ、食材費 東となみＲＣなど寄贈　

23 採掘場跡のしめ縄を新調 初の住民見学会も開催　砺波・金屋石を語る会

24 きょう決勝 男子　高岡商－高岡一　女子　高岡一－龍谷富山

24 黒部中央など３回戦へ 第１７回県少年野球大会第３日

25 事件・事故 砺波の遺体、身元判明

28 夏野氏必勝目指し結束 砺波市長選へ総決起大会

28 東海北陸道　福光ＩＣ－城端ＳＡ　 ４車線　通行開始

29 立冬の鉢花　鮮やか　 シクラメン本格出荷　砺波・松浦園芸

北陸中日 10 第３種電気主任技術者試験 砺波工６年ぶり　大和さん　狭き門　一発合格

23 砺波の衝突事故　遺体は富山の男性 砺波市芹谷の国道３５９号

読売 23 事故死は富山の３４歳 砺波市芹谷の国道

朝日 19 １１０・１１９ 遺体は富山の会社員男性　砺波市芹谷の国道３５９号

毎日 22 事件・事故 砺波の交通事故死者の身元判明　砺波市芹谷の国道３５９号

　９日　月曜日
新聞休刊日

１０日　火曜日
北日本 1 砺波　夏野市長３選　南砺　田中市長４選 無投票

6 「砺波　輝く地域にする」 砺波市長３選　夏野氏　支持者と万歳

6 公共施設再編に手腕を 総括

6 １５市町村トップ　新田新知事へ要望 県政の移行期　乗り切って　夏野修砺波市長

8 「素形材産業技術表彰」　最高賞に高岡銅器の蒸留器 老子製作所×若鶴酒造×県産業技術センター

12，13 夏野砺波市長　２８日から３期目 もう一つ上の砺波へ　当選インタビュー　広告

27 中学スポーツ交流駅伝 女子　大沢野　雪辱のＶ　高道　力走し区間賞

29 旧幼稚園舎　交流施設に　 砺波　栴檀野　カフェや展示に活用

29 歯磨きセット寄贈 東となみロータリークラブと富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク

30 アナウンスや朗読　６人４校が優秀賞 県高校文化祭放送部門の発表会

30 金屋石採坑跡にしめ縄 「金屋石を語る会」と庄川峡観光協同組合

30 電飾取り付け前に剪定 イルミネーションイベント「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

31 県高校秋季囲碁　角井さん（富山中部２）上級連覇 男子個人　水野さん（高岡２）中級制す

富山 2 市町村の連携推進を 県内首長　新田県政に注文続々　スピードアップを

3 大賞に富山銀行本店 景観広告とやま賞　水の賞　古上野どんど公園

5 砺波のパン、菓子　５店でポイント１０倍 北國銀、１３日から

21 地鳴り 歌って終戦当時思い泣き笑い　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

21 コント 砺波・富之助

24 砺波・栴檀野　旧園舎で「森のこども園」 来月、住民協力のカフェ併設　３世代交流の場に
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25 学校統合　新庁舎で方向性 砺波市長選　当選の夏野氏に聞く

25 木皿に「砺波の宝」 庄川小４年　庄川挽物絵付け体験

25 油田三郎丸が優勝 第１６回砺波市ペタンク協会室内大会

25 河口、福沢さんＶ 砺波市般若グラウンドゴルフクラブ秋季選手権

26 受賞者の研さんたたえ 県学生競書展、南砺で授賞式

26 高校バスケ県予選会 男子２年ぶり、女子３年連続　高岡一アベックＶ

30 砺波市長に夏野氏３選 第３ステージへ頑張る

北陸中日 1 砺波市長・夏野氏３選　南砺市長・田中氏４選 いずれも無投票

12 無風  争点なく 無投票

12 砺波をもうひとつ上へ 夏野市長３選　注目される施策　期待

読売 31 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

32 砺波市長　夏野氏３選 無投票　次期　２氏の果断に期待

朝日 29 県予選男女共に高岡第一が優勝 第７３回全国高校バスケットボール選手権大会

29 砺波市長選・夏野氏３選 「知恵と工夫で輝き」

毎日 26 砺波市長は夏野氏 無投票３選

１１日　水曜日
北日本 2 来社　１０日 砺波支社

19 １１月１１日は介護の日　 介護の中堅職員　がんばりすとｉｎとやま２０２０　介護員　深田直哉さん　齊藤梢さん

25 挽物木地の絵付け体験 砺波市庄川小学校４年生

26 浄瑠璃太夫　２人デビュー　２３日　出町で大会　渡辺・井田さん 「役者一人一人になりきる」　担い手不足解消へ新風

27 国税庁「税についての作文」 本田さん（入善西中３年）長官賞

27 島田会長再任 北日本会の第６８回定期総会

28 野菜の地産地消推進 生産者と事業者　意見交換

28 災害に備えて簡易トイレ購入 太田地区自治振興会

32 ゆずまつり車で来て １４、１５日　庄川　ドライブスルー方式

35 クマ人身被害ゼロ　県内 大量出没　近隣県では多発　カキ・クリ伐採効果か

富山 19 地鳴り 消費喚起策　大きな効果　北清俊一　６３歳（砺波市）

19 地鳴り キャッシュレス　関心持って注目　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

19 地鳴り バーコード券入場は新鮮　角栄一　６８歳（砺波市）

20 ドライブスルーで販売 １４、１５日に庄川ゆずまつり

20 利賀ダム工事現場　ＶＲで疑似体験 南砺でイベント　利賀ダム連絡協議会の「利賀ダム見学イベント２０２０」

21 代表理事に板屋氏 砺波・五谷観光企業組合

27 １１月１１日は介護の日　 介護の中堅職員　がんばりすとｉｎとやま２０２０　介護員　深田直哉さん　齊藤梢さん

北陸中日 9 定年・還暦祝い「一つの文化に」 赤い角帽で第二の門出　砺波の八田さん創業

13 チューリップの球根植えて準備 「となみフェア」向け

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

29 １１月１１日は介護の日　 介護の中堅職員　がんばりすとｉｎとやま２０２０　介護員　深田直哉さん　齊藤梢さん

日本経済 35 富山の酒　見た目でも勝負 立山酒造、短冊風ラベルに　首都圏開拓へ趣向

１２日　木曜日
北日本 1 始動　新田県政　－中　市町村 連携施策　どう具体化　毎月の会議には異論も　

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 たんぽぽ書心苑４０周年記念展「不惑の年」ほか

14 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館

21 がんばってます　富山の職場 「笑顔で過ごせる」を実践　特別養護老人ホームやなぜ苑　砺波市柳瀬

21 上半期収益的収支　２億７２３３万円減に 砺波総合病院　経営改善委員会

21 横断歩道の渡り方指導 砺波市出町自治振興会と砺波署

22 給食野菜の生産現場取材 出町小児童　ＤＶＤ収録　１２校に配布

22 散居村保全へ　枝打ち技術学ぶ 造園業者が研修　となみ野田園空間博物館推進協議会

22 砺波高でも2人 砺波税務署　「税に関する高校生の作文」の賞状贈呈式

23 非常通信を確認 県西部６市　北陸地方非常通信協議会

31 ベトナム人に猶予３年　 同居人刺傷　地裁高岡

富山 13 広告 新田知事のご活躍に期待します

20 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１０月誌上句会

29 消防署員手作りの防災シートで学ぶ 砺波・東般若保育園　東般若幼年消防クラブの防災教室

29 昨年度３年ぶり赤字 砺波総合病院決算　今年度上半期は黒字

30 長谷川さん（南砺城端）大賞 青井中美展きょう開幕　高岡工芸高附属美術館
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北陸中日 13 １４、１５日　庄川ゆずまつり 直売へ向け収穫作業

13 砺波の労災事故でけが人救出に協力 ６人、消防から感謝状

13 催し 庄川ゆずまつり　生ゆず直売会

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 県税の納税猶予制度　　

１３日　金曜日
北日本 17 声の交差点 心和んだ雪柳を伐採　砺波市　武部幹夫(８０歳）

17 声の交差点 喜んでもらえる幸せ　砺波市　小西文子(７６歳）

19 山根さんら６人大賞 福光美術館　市美術展あす開幕

19 ポークシチューおいしい 市内小中　地元産豚肉使い給食　「たかはたポーク」

20 火災や地震から身を守る方法学ぶ 東般若保育園児　砺波市東般若幼年消防クラブ

21 税の知識普及に貢献 砺波税務署　税務署長納税表彰式

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄南小６年　大川愛桜さん

29 黒塗りからミニバン　県内市町村長の公用車 実用性重視　ＨＶ主流　知事は燃料電池車

富山 21 地鳴り 新図書館に行ってきた　犀川寮明　７２歳（砺波市）

22 寄贈の豚肉で給食　児童生徒が味わう 砺波　「トントンの日の給食」　「たかはたポーク」

22 応援の店に表示証 砺波市消防団　五郎丸の中華料理店「鮮美味」

23 ３氏に納税表彰 砺波税務署の納税表彰式

23 一流選手の定義を解説 砺波法人会講演会　作家の小松さん

23 ロビー展 新富アートクラブ臨床美術作品展　北陸銀行砺波支店

25 ウイスキー蒸留器　大臣賞 素形材で県内初　高岡鋳物の技術活用

北陸中日 1 世界発　鋳物のウイスキー蒸留器 素材加工技術　最高賞　老子製作所、若鶴酒造など

7 蒸留所改修後初のシングルモルト 若鶴酒造が発売　「三郎丸０　ＴＨＥ　ＦＯＯＬ」

13 「皿絵付け楽しかった」 庄川挽物木地　地元児童が体験

読売 24 学生科学賞県予選　最優秀３組　喜びの声 逆上がりのコツ　分析　砺波市立庄西中３年　山本和輝君ほか

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 19 強い香り　ジャムにいかが 「庄川ゆず」　収穫最盛期

毎日 22 ギャラリーだより 秋の特別展「砺波に生まれた器」

１４日　土曜日
北日本 5 職業能力開発関係大臣表彰に県内２人 「技能検定関係功労者」今井内装代表　今井勤氏＝砺波市＝

6 ブラックフライデーで県内小売店　開始早く　期間長く 感染対策と売上増狙う

6 鉄製継手の新工場建設 ＣＫサンエツ子会社　生産能力２倍に

10 大地震はいつどこで起きてもおかしくない 安全・安心なすまいづくりを目指して富山県住宅耐震化促進協議会の設立

21 声の交差点 無花粉スギ成長願う　砺波市　高田建一（６３歳)

23 消防団応援の店　「鮮美味」登録 表示証交付　砺波市五郎丸

23 個性豊か３４点展示 日本画倶楽部「響」の作品展

23 きょうもにっこり 砺波市五谷観光企業組合代表理事　板屋雅一さん

24 租税教育に貢献　石動高に感謝状 砺波税務署　「税に関する高校生の作文」を通じて租税教育に貢献

24 昇龍道　欧州にＰＲ 県西部　外国人ライダー巡る

24 福祉に活用へ　色紙入札販売 砺波善意色紙頒布会

富山 21 地鳴り 米大統領選で感じること　藤井昭道　４８歳（砺波市）

22 ハウスを訪れコマツナ学ぶ 砺波・出町小児童　給食委員会の５、６年生児童

23 酒蔵や蒸留所を撮影　欧米向けに魅力発信 昇龍道ドラゴンルート推進協議会

24 優秀、優良賞決まる 第３２回県高校文化祭放送部門発表会

24 アートハウスおやべ　冬彩る「光の芸術」 「光のアートガーデン」

24 金沢国税局長　感謝状を伝達 石動高に砺波税務署

24 球根やグッズ配布　税の役割をＰＲ 砺波税務連絡協議会　「税を考える週間」啓発活動

24 県伝統工芸品展開幕 イオンモール高岡　第４１回県伝統的工芸品展

25 功労者、団体表彰 第６５回県環境保健衛生大会

北陸中日 12 旧幼稚園舎　交流の場に 砺波・栴檀野地区「地域を活性化」　地元組織　カフェや増山城資料展示

13 県伝統的工芸品　一堂に イオンモール高岡　展示始まる

朝日 24 展覧会 情景／名づけようのない季節→プロローグ／光景

１５日　日曜日
北日本 17 ドライブスルーで販売 庄川ゆずまつり　例年並み７㌧用意

23 声の交差点 守りたい地蔵祭り　砺波市  村中正敏（９０歳）
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26 クマ出没情報　１４日発表 砺波市　浅谷

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

18 マルシェにぎわう 砺波チューリップ公園に２１店　「チューリップマルシェ」

18 庄川ゆずに車列５００㍍ 第３３回庄川ゆずまつり　

18 旬の野菜、果物並ぶ ＪＡとなみ野収穫祭

19 島田、福沢さん優勝 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

20 比美乃江など進撃 第１７回県少年野球大会第５日

20 南砺で子ども権利フォーラム 尾木ママ「条約守って」　学校で教えない日本　周知を熱弁

21 北信越へ熱戦火ぶた　県秋季ミニバス 男女７８チーム参加　第３７回富山県秋季ミニバスケットボール大会兼第４０回北信越大会県予選第１日

21 クマ目撃情報 １４日　砺波市浅谷

北陸中日 12 はんこ　これからどうなる？ 記事１　記事を読んで考えよう①②

14 横断歩道事故防止へ　砺波署が渡り方指導 砺波市広上町の県道交差点

15 油絵と写真　５０年の軌跡 砺波の長森さんが初個展

１６日　月曜日
北日本 1 高岡銅器の蒸留器　世界へ 若鶴酒造・老子製作所　ウイスキー造りの要　鋳物で開発　高耐久・省エネ　酒質向上効果も

1 全国のウイスキー蒸留所　 国内外で高まるニーズ

17 家族連れ買い物楽しむ 「チューリップマルシェ２０２０」

17 ピアノの演奏聞き入る 鷹栖ふれあいフェスティバル

27 とやまの紅葉２０２０ 川面に彩り　庄川峡（南砺市）

富山 1 朝方冷え、日中暖か 砺波市２．６度

12 火の元点検呼び掛け 砺波消防署と砺波市消防団女性第１分団

13 親子でリース作り 砺波・頼成の森　リース作り教室

14 不二越工「らいでんしゃふと」が優勝 第２９回県高校ロボット競技大会

14 神明などベスト１６ 第１７回県少年野球大会第６日

16 コント 砺波・富之助

16 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

北陸中日 5 発言 北陸の鉄路　貴重な記録満載  上野亮平　７８　富山県砺波市

11 洋画部門大賞に猪原さん 砺波市展　阿修羅像を描く

１７日　火曜日
北日本 2 来社　１６日 砺波支社

4 学校再編　４年で方向性 砺波市長３選　夏野氏が来社

4 夏野氏に当選証書 砺波　砺波市長選の当選証書付与式

5 高圧ガス保安表彰に２事業所１個人 優良販売業者　高田燃料店（高田謹造代表、砺波市）

21 となみチューリップフェア　７０回目へ植え込み １４種２１万本で地上絵

富山 3 本社で意欲 庁舎問題「方向性決める」　夏野砺波市長

20 入賞の砺波高生　署長がたたえ 砺波税務署　「税に関する高校生の作文」の入賞者表彰式

20 亀井院長が描いた水彩画１２点を展示 北陸銀行高岡支店

21 議会日程（１１月定例会） 砺波市

23 大花壇に　７重の輪　チューリップフェア７０回の来年　砺波 地上絵デザイン　５色の「Ｗａ！＋」も表現

北陸中日 12 砺波、南砺市長選　現職に当選証書 砺波市長選、南砺市長選、南砺市議選の当選証書付与式

12 ７０回の大花壇　「七重の輪」描く 来春チューリップフェア

12 スイセン球根２０００個　国道沿いに植える 砺波・矢木自治会　国道３５９号沿い

読売 31 大花壇　来春へ準備着々 砺波チューリップ公園　来春第７０回目の開催を迎える「となみチューリップフェア」

１８日　水曜日
北日本 4 知事選総括　従来型選挙　限界の声 自民第三選挙区支部　若者の心つかめず

11 北日本俳壇の集い ■特選　野村邦翠　■佳作　二俣れい子

20 スイセン球根植える 砺波市矢木自治会

20 火の用心訴える 砺波市消防団の女性団員や砺波消防署員

富山 19 地鳴り ゆっくりと自分の時間を　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

21 不審者対応を確認 砺波市役所

22 子供歌舞伎の伝統絶やすな　出町浄瑠璃に若手初舞台 砺波・東曳山会　井田さん、渡辺さん　２３日に向け稽古

23 夜間の観光資源を発信 県西部観光社　来月、モデルツアー開催

北陸中日 13 出町小「特派員」が給食の小松菜取材 砺波で収穫体験　出町小学校の給食委員会の五、六年生

22 よみうり文芸 短歌　【秀逸】井上房子　山田裕子（砺波市）
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１９日　木曜日
北日本 6 迅速融資へ県信用保証協会　 信用保証書を電子化　６金融機関が導入

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 となみｄｅ　ＲＵＮ

12 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

20 蔵原（福光）に埋め立て処分場 砺波広域圏事務組合　建設予定地を説明

20 砺波で光ケーブル 工事請負契約可決　砺波広域圏事務組合議会臨時会

20 人物や風景ずらり 絵の会どんぐりこ展

22 夜高まつりカレンダー完成 来年開催へ願い込め　砺波商工会議所青年部

22 ドライブスルーで庄川ゆず４．５㌧販売 金屋生産組合　市長に報告

22 不審者の対処法確認 砺波市　市役所で

富山 13 地鳴り 星野富弘さん　偉大さ感じる　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

20 南砺・蔵原に最終処分場 砺波広域圏　２６年度供用開始へ

20 ふるさと納税で感謝状 小矢部　１千万円寄付のたち建設

20 歯周病と生活習慣病を解説 砺波図書館で講座　砺波市健康センターの健康づくりボランティア養成講座

21 利賀ダム整備用トンネルを見学 南砺福野高農業環境科の１、２年生

21 となみ東支援学校　体操マットを寄贈 北陸銀行奨学助成財団

22 市に「鬼ゆず」贈る 砺波・金屋生産組合　

22 ガチャから生ゆず 砺波・道の駅庄川　当たりでドリンク

23 紙風船 ゆとり持って一時停止　

北陸中日 13 盆、わん…庄川挽物の歩み 砺波郷土資料館で展示　「砺波に生まれた器ー庄川に伝わる挽物」

13 企業版ふるさと納税　たち建設が１千万円 小矢部市へ第１号

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

２０日　金曜日
北日本 5 財源確保を要望 知事に県西部６市長ら

6 砺波のヨシケイ　ユースエール認定 富山労働局で交付式

21 野菜・果物・お年寄りに 出町青葉幼稚園児　市に託す

21 支援学校に体操マット 北陸銀行奨学助成財団　となみ東支援学校に

21 きょうもにっこり フリートレーナー　嶋之内千春さん

22 奥野さん（富山）最優秀 県消防職員意見発表会

22 除雪オペレーター表彰 砺波市　除雪功労者表彰式

22 たち建設に感謝状 小矢部市　企業版ふるさと納税第１号

富山 2 城端、氷見線のＬＲＴ化支援要請 県西部の市長ら

22 とやま・いしかわ交流事業　つるぎクラブ　応援メッセージ 夏野修（砺波市長）

24 除雪功労者１２人　砺波市がたたえる 砺波市除雪功労者表彰

24 今石動城跡から砺波平野一望 小矢部市　眺望の改善完了　立木１７８本伐採「歴史散策を」

25 「困っている人に」　園児が野菜贈る 出町青葉幼稚園

25 作家や僧侶の掛け軸など入札 砺波で善意色紙頒布会　第５３回砺波善意色紙頒布会

25 ロビー展 柴田智美恵・おりがみ展　北陸銀行庄川支店

北陸中日 12 新しい最終処分場　南砺・蔵原に建設へ 砺波広域圏事務組合

13 高齢者のために園児が野菜贈る 砺波・出町青葉幼稚園

13 慶事の漆器　華やか 砺波で近代の２９０点展示　砺波民具展示室

13 新作「山里」など日本画１６点展示 砺波の石村さん　日本画家石村歌知子さん

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日　土曜日
北日本 2 来社　２０日 砺波支社

5 「とやまの名匠」に６人 平井健司（となみ野建築）

20,21 美の祭典２０２０　越中アートフェスタ 平面　奨励賞　細い絆　河合良子さん（７０）砺波ほか

23 読者写真コンクール　１０月の応募から 「令和の子」　米道晴哉　砺波市庄川町青島

25 庄川小は生産者とユズなど味わう 食材を提供している生産者を囲んだ会食会

26 ＳＤＧsの重要性考える 三井住友海上富山　出町中で勉強会

27 増山城跡　指定範囲を拡大　砺波　国史跡 １．１㌶増　遺構調査へ　文化審議会答申

27 民意と歩む 議会に関心持って　報告会で意見交換　砺波市議会

27 理科教諭らが取り組み発表 県理科教育研究発表会
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27 東さん（井口中）を表彰 「税についての作文」の表彰状贈呈式　砺波地区納税貯蓄組合連合会

富山 21 地鳴り 今年最後の紅葉を見に　高桑良子　７５歳（砺波市）

21 地鳴り 予防接種で痛みを感じる　藤井昭道　４８歳（砺波市）

22 給食でふるさとの味堪能 庄川ゆず取り入れ　砺波　「学校給食となみの日」

23 ９２４件で押印廃止へ 砺波市　２７９件は来月から　市議会全協

23 屋敷林枯れ枝処理　支援策求める意見 砺波市議会報告会

25 増山城跡　国史跡の範囲拡大 文化審　１．１㌶追加答申　砺波市、地権者と合意　櫓や屋敷の敷地周辺

25 大賞に林原、田畑さん 越中アートフェスタきょう開幕

北陸中日 1 増山城跡　国史跡範囲追加へ 遺構など１．１㌶　建物、構造　解明に道

13 自然保育の拠点　砺波・栴檀野に 来月１日、旧幼稚園にプレオープン　住民との交流も計画

13 みんなしあわせ　ＳＤＧｓ 目標達成へ　できることは　砺波・出町中生徒が学ぶ

読売 23 「増山城跡」の範囲拡大 砺波の国史跡　文化審が追加答申

毎日 26 増山城跡に１．１㌶　国史跡追加指定 文化審　

２２日　日曜日
北日本 17 髙橋・今村さん表彰報告 県統計功労者表彰

20 来月「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」 ＬＥＤ飾り付け協力　砺波

22 ５８人の新作・近作紹介 庄川美術館　日本画燦々展開幕

22 地面にお絵描き　楽しい 砺波　庄東小　「お絵描きイベント」

24 美の祭典　越中アートフェスタ　２０２０ 作品と対話　熱く静かに　コロナ対策　講評会中止

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 年賀状に必ず手書きの一言　北清俊一　６３歳（砺波市）

18 砺波・チューリップ公園　市民が電飾取り付け 来月のイベント準備　「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２０」

18 児童が玄関前でお絵かき　砺波・庄東小１５０人 「自然と共生」テーマ　ＰＴＡ、思い出づくりに

19 山田、斎藤さんが優勝 砺波市パークゴルフ協会第６回グランドチャンピオン大会

20 砺波の名所や旧跡駆け巡る トレイルラン　県砺波青少年自然の家　「第５回となみｄｅ　ＲＵＮ」

21 楽しい踊りを　振り付け確認 富山シティバレエ団　きょう砺波公演

北陸中日 13 行事中止悲しいけど　大きな絵　思い出 砺波　庄東小児童描く　「庄東の自然と共生」をテーマ

13 チューリップ公園　１日開幕 イルミ電球　飾り付け

読売 24 コマツナ栽培　生産者に取材 砺波の小学生　砺波市立出町小学校の児童

２３日　月曜日
北日本 3 県議割れ「一枚岩」遠く　自民県連　知事選総括 党員投票せず不満残す　石井氏の問題点も　【自民党県連役員】

18 わが家のアイドル 源田睦ちゃん　６歳　砺波市庄川町示野

19 暗闇の校舎内歩き　ミッションに挑戦 庄川小で「夜の学校探検」

19 特殊詐欺に注意　来店客に呼び掛け 犯罪抑止の日　砺波署

24 砺波を花いっぱいに　 来春の７０回目フェアに向け　チューリップ球根植え込み

27 砺波の３人感染　 市内初　２２日

富山 1 激震　富山県政 「立て直しに全力」　知事選敗北の自民県連、新体制に　野上新会長が決意

1 砺波で富山シティバレエ団公演 優雅な舞　観客魅了　砺波市文化会館

12 全地区をチューリップで彩り 砺波の財団　プランター２１００基に球根　市民２３０人　作業に協力　第７０回フェアへ準備

13 来年度税制改正で柴田議員に提言書 砺波法人会

14 豊田男女など８強 第３７回県秋季ミニバスケットボール大会兼第４０回北信越大会県予選第４日

16 地鳴り 江戸時代の夕方　過ごし方を夢想　 黒田和也　４３歳（砺波市）

18 砺波で初　３人感染 新型コロナ　神奈川の感染者と接触

18 「容易ならぬ状況」 砺波で対策本部会議

北陸中日 21 砺波の３人感染 ２２日

読売 23 砺波で初感染者 ４０～６０代の３人　２２日

朝日 17 新型コロナ 砺波で３人感染　県内計４４５人に

毎日 22 新型コロナ 砺波の３人感染　県内計４４５人に

２４日　火曜日
北日本 15 三味線・語り　担い手　堂々 出町浄瑠璃大会　子供歌舞伎曳山祭継承へ　

25 富山の男性感染　 県内　１０日連続発表

25 感染者ら風評被害　警察と連携し対応 砺波市　対策本部会議

富山 1 晩秋の庄川峡　ゆったり遊覧 深まる紅葉の中を航行する遊覧船

3 ２０２１年元旦届け　若鶴酒造予約開始 蔵元直送の純米酒「２０２１年元旦届け」

14 移動交番車配置　詐欺に注意訴え 砺波署　犯罪抑止の日

14 簡易トイレの組み立て方学ぶ 砺波・太田地区防災講習　砺波市太田地区自治振興会
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16 男子　奥田、砺波東部、豊田、福野　女子　豊田、魚津、福岡、出町　４強 ２９日に準決勝、決勝　第３７回県秋季ミニバスケットボール大会兼第４０回北信越大会県予選第５日

17 太夫、稽古の成果披露 砺波・出町　子供歌舞伎継承へ浄瑠璃大会　第３０回出町浄瑠璃大会

20 富山の５０代男性感染　 新型コロナ　２３日

北陸中日 11 子供歌舞伎担う太夫へ一歩 砺波・出町浄瑠璃大会　２人デビュー　渡辺さんと井田さん

21 富山の５０代男性　コロナ新規感染 ２３日

読売 23 富山の５０代感染 ２３日

朝日 23 新型コロナ 富山で１人感染　県内計４４６人に

２５日　水曜日
北日本 1 担い手不足深刻化 県内　診療科一本化模索も

12 若い力　未来へ希望 第３２回県高校文化祭閉幕　堂々の演奏　会場沸く　ステージⅢ

18 うるおい環境賞　受賞を市に報告 古上野どんど公園　

18 除雪車を更新 砺波市の油田自治振興会

18 ＤＶ被害　相談を ＳＣで啓発　ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）防止を訴える啓発活動

18 ゴーセイ給食　召し上がれ 「呉西」６市の食材使う　「呉西（ゴーセイ）な日‼」

富山 1 キウイたわわ　砺波で収穫 砺波市安川の坂井晋輔さんの農園

21 地鳴り 来年こそはフェア開催を　宮田好子　７３歳（南砺市）

21 地鳴り パークゴルフ　初めて挑戦　犀川寮明　７２歳（砺波市）

22 放課後教室を増築 砺波・出町小、利用開始　「出町っ子クラブ」の第２教室の利用開始式

23 古上野自治会が環境とやま賞報告 砺波市長に　うるおい環境とやま賞の「水の賞」を受賞

23 最優秀の砺波工業など１４社５人表彰 砺波土木協会の優良土木工事表彰式

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

12 ふるさと納税に「お墓の見守り」 砺波市返礼品追加

12 特別給食「呉西（ゴーセイ）な日」 県西部６市の農産物使用　高岡などで始まる

13 「ゆずガチャ」当たり出るかな 道の駅庄川に設置　

28 よみうり文芸 俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

２６日　木曜日
北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 ザ・裏打ち　軸装　額装　屏風ほか

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

21 野菜から食べよう！ 市健康センター　ロゴ入り箸袋でＰＲ　「となベジプロジェクト」の一環

21 ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　過去のフェア　映像で振り返る 「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」の概要を発表

21 屋敷林　せん定枝　戸別回収拡充 夏野市長　幅広い世帯に対応

21 高齢者ＰＣＲ検査助成 ２０２０年度１１月補正予算案を発表

21 開館３週間で２万人 砺波市砺波図書館

22 ゆず湯で体　ぽっかぽか 苗加苑　地元産香りもよく

22 １４社と７人表彰 砺波土木協会　優良土木工事表彰式

富山 19 くらしの日記 夫への感謝　山本貴美子　７２歳（砺波市）

21 富山文芸　１１月賞 歌壇　小池光選　佳作　山森和子

22 呉西の味をゴーセイに 砺波の１２小中学校、２幼稚園　とやま呉西圏域連携事業「呉西（ゴーセイ）な日」

23 砺波市長定例会見　高齢者世帯、屋敷林の枝葉回収 市内全域に支援拡充へ

23 ６５歳以上のＰＣＲ検査助成 １月から　自己負担は１万円に

23 ８４７１万円の補正予算案発表 １１月補正予算案

23 新図書館の来館者　旧館の２．５倍に 親子、市外の利用多く

23 健康づくり　注文は野菜から 砺波市と飲食店組合　箸袋で呼び掛け

23 障害者の採用で職場の対応紹介 砺波でセミナー　砺波障害者就業・生活支援センターの障害者雇用セミナー

23 口頭での救命措置指示を訓練 県西部消防指令センター

23 ロビー展 土肥渼子さん（小矢部市）、櫻井みどりさん（同）、東昌子さん（砺波市）の押花３人展　北陸銀行石動支店

24 清掃指導で就労を支援 アドバンス北陸　砺波営業所を開設

24 豪華　クリスマスのきらめき 砺波・県花総合センター　５㍍のツリー

北陸中日 12 高齢者ＰＣＲ検査　助成 砺波市補正予算案　コロナ対策増額

12 恒例のゆず湯　お肌スベスベ 砺波の福祉センター　苗加苑

13 催し チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２０

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

毎日 24 書の甲子園　県内入賞者　喜びの声 県内の受賞者
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２７日　金曜日
北日本 5 となみ政経懇話会・１１月例会 ２７日（金）正午　ロイヤルホテル富山砺波

5 教育者文科大臣表彰に３氏 砺波市出町小学校長の白江勉氏（６０）＝同市高波　ほか２名

8 射水店　砺波本店に統合 日本海ツーリスト　営業力を強化

24 わが家のアイドル 平井樂ちゃん　１歳　砺波市深江

25 規模違う小学校視察し意見交換 砺波市立学校のあり方検討委員会　

26 ふく福かぼちゃ出荷１０倍 栴檀山地区で目揃え会

26 シミュレーターで道路横断ＣＧ体験 出町小で交通安全講習

27 「京浜工業地帯の父」　浅野総一郎の生誕地巡る　 浅野総一郎の足跡をたどる観光ツアー

35 コロナ禍「苦しい決断」　富山第一ホテル　営業終了 稲垣社長　努力も客戻らず

35 ３００万円横領疑い　砺波の４８歳女逮捕 高岡署　業務上横領の疑い

富山 16 すこやか育児 山田秋奈さん＝砺波市庄川町青島 　長男　翔慎ちゃん

21 ふく福かぼちゃ生産１０倍 特産化へ　目揃え会　砺波・栴檀山の組合

21 規模大小２校の授業を視察 砺波市学校検討委　砺波市の小中学校再編を協議する、あり方検討委員会

22 浅野、高峰ゆかりの地巡る 東京から２泊３日ツアー

23 令和２年度教育者文部科学大臣表彰　（２６日） 【公立】今堀俊彦（６０）（県立砺波高校長）＝砺波市　ほか２名

27 沈痛「苦しい決断」　営業終了の富山第一ホテル 主力の宴会　コロナ直撃

27 ３００万円横領疑い逮捕 高岡署　業務上横領の疑い

北陸中日 13 「ふく福かぼちゃ」　冬至へ色つや上々 砺波・栴檀山で目ぞろえ会

13 昨年好評　臨床絵画展再び 砺波駅　コロナ禍、リフレッシュを

13 その時に備え　訓練 砺波市役所閉庁後　不審者対応を確認

13 チューリップフェア　市全域にプランター 球根４万２千個配布　来春の第七十回となみチューリップフェア

13 令和２年度教育者文部科学大臣表彰　（２６日） 【公立】今堀俊彦（六〇）（県立砺波高校長）＝砺波市　ほか２名

25 高岡の団体から３００万円横領疑い 高岡署、会社員を逮捕　業務上横領の疑い

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

25 富山第一ホテル　３月で幕 コロナ影響、老朽化で

２８日　土曜日
北日本 19 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

27 道の駅庄川　「ゆずガチャ」楽しい‼ 旬の味や香り　手軽に　当たり券でドリンク付き

27 「庄川ゆず」　冬至にいかが 金屋柚子生産組合

28 けが人救助協力　小橋さんにも 砺波地域消防組合消防本部

28 びょうぶや掛け軸　味わい深い４０点 カルチャー教室作品展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室「裏打ちと表装」

29 となみ政経懇話会　１１月例会 演題　笑いで健康づくり　免疫力上げ病気予防　大平哲也氏

36 砺波市教育会　子ども育成　情熱１３８年 会員減少　歴史に幕

富山 22 地鳴り 思いがけない出会いに驚く　春川正人 ７３歳（砺波市）

22 地鳴り ユズの木が大きく成長　中嶋春美　６７歳（砺波市）

24 「１０ＷＡＶＥ」柱に 夏野修砺波市長

26 側溝転落の男性救助　小橋さんに感謝状 砺波地域消防組合消防本部

27 船上の「フォト婚」いかが 射水の専門学校生、庄川で企画

27 豪族・利波臣志留志　砺波の英雄　映像で光 東大寺に米寄付で出世　「元気にする会」、きょう上映

27 庄川ゆず浮かべ　湯船香りよく 砺波・庄東センター

29 吹田市から感謝状 砺波出身の髙山さん　富山の特産、名物紹介で

33 ほたるいか 巨大ダイコン収穫　砺波市秋元　松本るり子さん方

北陸中日 13 赤ちゃんに絵本の世界を ファーストブックの会　砺波市功労者　寄贈と読み聞かせ　活動１０余年

13 箸袋に「野菜を食べよう」 砺波市　２万枚製作、２１飲食店使用

読売 26 読者が選ぶ　県内１０大ニュース２０２０ ②城端・氷見線ＬＲＴ化検討　㉙ユッケ食中毒　再び不起訴　㉞砺波市長に夏野氏３選

２９日　日曜日
北日本 16 わが家のアイドル 中谷莉希ちゃん　５歳　歩夢ちゃん　２歳　砺波市五郎丸

17 議会日程 砺波市

23 選んでください　 ２０２０　県内１０大ニュース　締め切り　来月１５日　②　⑪　㊹　㊽

25 とやまｗｅｂｕｎランキング 　２１～２７日 ②砺波の男女３人の感染確認　新型コロナ

26 えと「丑」題材　版画実技講座 庄川美術館　「干支を彫る」

28 県内に寒気　肌寒い一日 富山で「あられ」情報　砺波７．７度

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

20 砺波の豪族・利波臣志留志　 奈良時代の偉業　映像に　元気にする会
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20 クリスマスへ植物標本作り 砺波で手づくりクラブ　砺波市出町児童センター　

21 般若Ｂ優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１４回室内ペタンク大会

24 妖精たちの名舞台 富山シティバレエ団　砺波公演

27 県内の中学　修学旅行　「様式」手探り コロナ防ぎ、思い出づくり

北陸中日 12 シミュレーター　交通安全を体験 砺波の児童　砺波市出町小学校

３０日　月曜日
北日本 3 社説 新しい砺波図書館　市民と学び結ぶ拠点に

13 砺波選抜Ｖ 県学童選抜チャンピオンシップ

15 利波臣志留志の功績を映像で紹介 元気にする会が制作

22 高齢者叙勲　１１月の受章者 旭日小綬章　元砺波市長　安念鉄夫さん　砺波市太田

22 青少年育成に尽力　３団体１２個人表彰 青少年育成県民会議

23 ニュースファイル 城端線始発ブレーキ故障

富山 2 社説 増山城跡エリア拡大　地域の力で「宝」高めたい

9 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

16 会員が詩情豊かに　吟詠、成果を発表 第３９回砺波市松風会吟道大会　

16 画面で道路を横断 砺波・出町小、安全講習

17 水記念公園の落ち葉拾う 砺波・庄川峡観光協同組合

17 青少年健全育成考え 富山でフォーラム　「とやま子ども・若者フォーラム」

18 男子　砺波東部　女子　出町　Ｖ 県秋季ミニバス　北信越は中止に

22 砺波駅で車両トラブル ＪＲ城端線

北陸中日 5 発言 畑仕事や掃除　充実した晩秋　島田栄　７２（砺波市）

11 砺波豪族の心意気 東大寺大仏建立へコメ寄贈　利波臣志留志　有志が紹介映像「地元勇気を」

読売 21 花で心も明るく 砺波　砺波市東保の松浦園芸

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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