
　　　　　　　２０２１（令和３）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　月曜日
北日本 2 戦後３番目の低さ 県内小選挙区投票率５５．６８％　砺波市　５９．２１％

20 県教育功労６０人１３団体 きょう表彰式

20 記者ぶろぐ アートシーンに一石

22 橘さん独走５選 富山３区　「地方主役」へ全力　有権者の思い強く感じた

23 風車 こんな時季にスイカができるなんて

富山 12 藤井、近藤さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会　１０月度月例大会

12 もずチーム制す 第２０回東野尻地区カローリング大会

12 コロナ禍の健康回復トレーニングを体験 砺波・オアシス

14 富山一など４強 第１００回全国高校サッカー選手権県大会第４日　富山工４－０砺波　

15 ６０人１３団体表彰 県教育功労　体育部門２年ぶり選出　きょう表彰式

20 各界の声 地方創生を進めて　夏野修県市長会長（砺波市長）

21 とやま　衆院選２０２１　記者座談会 市町村別投票率　小選挙区　市町村別得票数

22 橘さん貫禄５選 「真の地方創生実現する」　３区

北陸中日 12 衆院選　投票率１・２区　上昇 期日前は０．１％減　候補者別得票数

19 橘さん「初心戻る」 ３区

２日　火曜日
北日本 4 自民　最多の２１万票 衆院選　県内比例票　維新８万票超え　県内比例代表　市町村別得票

6 ＳＤＧｓ宣言を策定 砺波工業

27 「１０ＷＡＶＥ」に優先予算 来年度編成方針　一般会計２３３億円規模

27 医療従事者に３回目接種 来月から

28 知事賞に７作品 県民家庭の日コンクール

28 水難事故備え　ヘリで訓練 砺波地域消防組合

29 砺波発べるもんた記念し氷見・高岡へ 観光協会がツアー

29 高齢者叙勲 瑞宝小綬章　瀬尾義寛氏＝砺波市出町中央

29 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　５組

29 農業・農村振興　６団体を表彰 むらづくり推進大会　江波地区環境保全推進委員会（砺波市）

30 秋の大輪　華やか ２６３点会場彩る　市菊花会２８人出品　砺波

31 声の交差点 コロナ禍での報恩講　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

32 とやまお城探検隊　１３９ 福満城①　南砺市

富山 3 とやま　衆院選２０２１ 比例代表　市町村別の政党得票数

3 県分は３４８億８６７１万円 普通交付税１１月交付額　砺波市　１１億７５９３万円

3 とやま　衆院選２０２１ 小選挙区の市町村別得票数・率

29 地鳴り 先におかしいとなぜ思わないか　戸田祐子　５９歳（砺波市）

29 地鳴り 「ハッピーな週」孫の笑顔うれしく　堺井清美　６６歳（砺波市）

34 児童が浦安の舞　コロナ終息祈願 砺波・比賣神社

34 北川さん優勝 第８回若鶴酒造杯健康麻将交流大会・県地区予選会

35 工業団地造成に着手 砺波市の来年度予算案方針

35 電飾維持へ寄付募る 市がクラウドファンディング

35 医療従事者に来月、３回目接種 夏野市長　定例記者会見

35 砺波のダム湖で水難救助訓練 潜水隊と航空隊

38 事件・事故 同僚を蹴った疑いで逮捕

40 医療圏別感染者数 砺波市　１４３

北陸中日 20 候補者別得票数 砺波市

20 「しっかりと」強調　夏野・県市長会長 一日の市定例会見で

読売 32 小選挙区市町村別投票率 砺波市

32 比例選市町村別得票 砺波市

朝日 24 比例北陸信越ブロックの党派別県内確定得票 ３区　砺波市

25 小選挙区候補者の市町村別得票 ３区　砺波市

25 小選挙区の投票結果 ３区　砺波市

毎日 26 比例代表北陸３県開票結果 砺波市

26 市町村別確定得票 砺波市

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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３日　水曜日
北日本 16 全面広告　１１月１１日は介護の日 社会福祉法人　砺波福祉会　特別養護老人ホーム　やなぜ苑（砺波市）　介護員　浅谷麻友さん

22 大豆全量合格　品質平年並み ＪＡとなみ野

23 文化・スポーツ振興誓う　 北日本新聞文化賞等贈呈式　受賞者　決意新たに　宮島徹也選手（３２）車いすバスケットボール東京パラリンピック銀メダリスト（砺波市）

24 とやまお城探検隊　１４０ 福満城②　南砺市

28 秋の叙勲　県内関係者 瑞宝単光章　元砺波市消防団分団長　小谷秀三さん（７１）　砺波市庄川町庄

富山 1 鮮やかシクラメン出荷 砺波「花見て心温かく」　砺波市東保の松浦園芸

13 地鳴り 季節の花鉢贈るすてきな試み　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

13 地鳴り 上位のはずがさっぱりな結果　犀川寮明　７３歳（砺波市）

15 秋の叙勲　県内から４５人 瑞宝単光章　小谷秀三氏　砺波市庄川町庄

22 功労者２７人を表彰 砺波市　市功労者表彰式

23 砺波図書館１周年　きょう記念講演会 林前国立科学博物館長

29 ほたるいか 野菜の摂取量を測るイベント　イオンモールとなみ

北陸中日 13 秋の叙勲　県内から４５人 県内受章の皆さん　瑞宝単光章　小谷秀三７１

読売 28 秋の叙勲　４５人輝く 瑞宝単光章　小谷秀三７１

28 よみうり文芸 俳句　秀逸　砺波市　源通ゆきみ　野村真里恵

28 砺波北部・庄川　初Ⅴ となみ野少年野球　最優秀選手に坪内君

朝日 27 秋の叙勲　４５人が受章 瑞宝単光章　小谷秀三（元砺波市消防団分団長）７１砺波

毎日 24 秋の叙勲　県内から４５人 瑞宝単光章　小谷秀三７１　元砺波市消防団分団長　砺波

24 奎星賞　県内から２人 太田さん（南砺）、砂川さん（富山）

日本経済 33 富山県、ブランド野菜に力 えぐみ少ないニラ・甘いニンジン　肥料に海藻／ドローン活用

４日　木曜日
北日本 8 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「ステンドグラス展」ほか

8 朝市夕市　県内 砺波市

8 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

16 広告　 第５６回　日本北陸書道院展　各賞受賞者

19 多彩に記念イベント 図書館移転新築１周年　砺波市砺波図書館

19 ジップライン　スリル満点 自然の家１日体験　「となみｄｅ１日体験！」　県砺波青少年自然の家

20 カイニョと生きる　＜上＞　砺波市 維持管理「もう限界」　高齢化　枝処理も苦に

20 記者の目 「負の遺産」にするな　高田莉緒奈

20 大橋さん（石川）最高賞 北陸菊花大会　南砺大会は岩倉さん（福野）

20 民謡・民舞華やか 第４９回砺波市文化祭の芸能発表会「民謡の世界」

21 用排水路改修祝う 南般若地区　県営農地整備事業の完工式

21 井波スポ少優勝 本社杯砺波地区サッカー

22 とやまお城探検隊　１４１ 西勝寺城　南砺市　福光・石黒荘支配の本拠地

富山 18 砺波地域消防組合に寄付 となみ衛星通信テレビ

18 華やかな唄、踊り 砺波「民謡の世界」に１１団体

19 農業用排水路　９．９㌔改修祝う 砺波・南般若地区　県営農地整備事業

20 華やか大輪の花 南砺で北陸菊花大会　最高賞は大橋さん（白山）　南砺大会は岩倉さん

20 来年１０月に農業クラブ全国大会 カウントダウンを掲示　小矢部園芸高、気運高め

20 Ｘマスツリー点灯 宮島、岩井選手参加　ファボーレのクリスマスツリー点灯式

５日　金曜日
北日本 5 功績たたえ教職員２６人表彰 御下賜金記念産業教育功労者表彰

20 マグカップや皿　日用品１００点並ぶ 木村さん作陶展　アリアナキリム＆アートギャラリー

21 子どもへの接し方学ぶ 臨床心理士　舘野さん講演　砺波市庄川地区男女共同参画を考える会

21 来春フェア　花いっぱいに 市内３カ所　チューリップ植える

22 初の市公共交通計画　「元気・安心・幸せ」 基本理念示す　砺波市

22 用水路転落防止へ研修 砺波市高齢者学級の促進会議と総合研修会

富山 20 チューリップ　国道に彩り 来春フェアへ砺波の実行委

20 大豆を検査「合格」 ＪＡとなみ野

20 デマンドタクシー　２４％「利用したい」 砺波市公共交通会議　公共交通計画の骨子案に４課題

21 砺波署、庄川の氾濫想定で訓練 砺波署の防災訓練

22 安全な「たき火」提案 屋敷林の落ち葉、枝を処理　砺波・カイニョ倶楽部　チェックシート作成　風向きなど１３項目

北陸中日 13 あなたの寄付で輝かせて チューリップ公園　来月の電飾催し　砺波市と実行委　募る

13 河床進入トンネル貫通 利賀ダムの工事用道路

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館
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６日　土曜日
北日本 18 ＮＩＥ　教育に新聞を　第２６回県中学校文化祭 県中文祭だより　光る個性　伸び伸び表現　「笑顔の花」届ける　ほか

25 ステンドグラス幻想的 本社砺波支社で教室展　

25 県西部の１０人　２７点を出品 日本画　響展　県高岡文化ホール

26 カイニョと生きる　＜下＞　小矢部市 枝処理機　歓迎と不満　高性能機の導入検討

26 記者の目 ３市連携しモデルに　笹谷泰

26 せん定枝　無料回収 きょう　あす　砺波市　「秋のリサイクル大作戦」

31 県・３市で過大交付 砺波市　前期高齢者交付金

31 ニュースファイル 他人のカード情報で不正疑い　砺波署

31 ニュースファイル 砺波の県道で車両火災　砺波市苗加の県道

32 県と岐阜県連携　高速道路乗り放題 きょうから２プラン

富山 1 庄川ゆず　丸々 砺波で収穫最盛期　生育順調　ドライブスルーで直売

3 新田県政　１年　中　市町村連携 「おーい裕久、何しとるんや」　富山市長と週１で連絡　２５年以上の付き合い　「柔軟」と２市長

22 知事賞に吉野さん（富山） 射水・手づくり絵本コンクール　全国、タイから６６５点　最優秀は田村さん

23 事業者支援強化など７項目を市長に要望 砺波会議所　北村憲三会頭　市政懇談会

25 Ⅴ１リーグ　ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 隣県対決、熱戦誓う　きょう、あす砺波大会

25 事件・事故 砺波の県道で軽自動車全焼　砺波市苗加の県道

29 他人名義カードでネット取り引き疑い 砺波署が男逮捕

北陸中日 13 ６、７日Ⅴリーグ砺波大会 ＫＵＲＯＢＥ、ＰＦＵ両選手　市役所訪問

読売 22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 心に貯金　幸せな時　イラスト　土江田玲子（砺波市）

23 食品ロス減　企業も力に ホテル　余り弁当に　飲料メーカー　在庫値引き

毎日 24 散居景観保全へ研修会 砺波　屋敷林　剪定技術など学ぶ

７日　日曜日
北日本 23 地域の魅力を再発見 庄東小ＰＴＡ　児童がフォトロゲ楽しむ

25 カイニョと生きる 屋敷林保全へ一丸　リサイクル大作戦　せん定枝回収

25 お手入れ支援隊高齢者宅で活躍 「カイニョお手入れ支援隊」

25 米原さん（富山大付属２）と金森さん（高岡西部３）優勝 中学生英語スピーチ　学校賞＝出町ほか

33 制服はジェンダーレス　高岡南高　来年度から一新 県内　多様性尊重広がる　男女スラックスＯＫ　多機能のシャツ採用

富山 5 地鳴り 心に残るあの涙声　紫藤道子　８７歳（砺波市）

20 クリスマス演出 砺波・四季彩館

20 屋敷林、枝葉回収１１００台分 砺波市がリサイクル大作戦

20 支援隊の生徒ら　高齢者宅を手入れ カイニョお手入れ支援隊の５７人

22 ベスト１６　出そろう 第１８回県少年野球大会　

27 県内スーパー　品薄　１匹２００円～２５０円 ４～５年前の２倍「もやは高級魚」

北陸中日 8 中日歌壇　 （砺波市）上竹秀幸

朝日 21 合唱コンクール　全国大会 出町小　心合わせ銀賞

８日　月曜日
北日本 17 富山マラソン２０２１ 男子　須河連覇　前回王者　②西浦孝則（砺波市）２位　西浦　磨いてきた力　生きる

18 フルマラソン女子の記録　上位５００人 ３５　守内美結　砺波市　ほか

19 フルマラソン男子の記録　上位５００人 ２　西浦孝則　砺波市　ほか

21 郷土愛　カルタに込め 伝統行事や自然５４句　五鹿屋　児童と園児が考案

21 火災に備え合同訓練 砺波市消防団庄川方面隊と南砺市消防団井波方面団

22 とやまお城探検隊　１４２ 砂子坂道場①　南砺市・金沢市　浄土真宗布教の拠点

27 ニュース先読み １３日（土）　第３４回庄川ゆずまつり（～１４日、砺波市庄川中学校駐車場）

27 声の交差点 味わい深い琉球朝顔　砺波市　武部琉子（７７歳）

28 カイニョと生きる　砺波「剪定枝大作戦」リサイクル作業ルポ １年間熟成し堆肥に　チップ化　風雨にさらす

28 １０㌧車２６台分搬出 市民搬入１７６０台

28 小中学生１２０人熱戦 砺波で松本杯卓球　砺波体育センター

富山 16 火災や災害に備え 秋の予防運動前に訓練　庄川、井波

16 来年のフェア成功願い 砺波チューリップ公園　市民、球根３千個植える

16 懐かしい成人式　５１年分の集合写真 砺波市油田公民館

17 独創的な祭りや儀式描いた１７点 砺波で後谷達門展　「コーヒーピットＹＳＰ」で

18 優秀、優良賞を決定 県高校文化祭・放送　朗読　優秀賞　吉田早愛（砺波２）ほか

９日　火曜日
北日本 4 土地改良予算　政府に要望 砺波協議会

17 声の交差点 「１００歳体操」に挑む　砺波市　村中正敏（９１歳）
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19 リンゴ収穫　パイ作り わんぱく広場「おいしいアップルパイ作り」

21 夢持ちチャレンジして 車いすバスケ　宮島選手　「頑張った時間財産になる」　出町小学校で講演

21 思考・発想力に磨き 砺波市少年少女発明クラブ　プログラミング学習に力

21 農水大臣賞受賞　宮野さんが報告 第３１回全国花のまちづくりコンクール　

21 三助焼＋チューリップ　特製フリーカップ完成 市のブランドコラボ

22 とやまお城探検隊　１４３ 砂子坂道場②　南砺市・金沢市　８００㍍の空堀で防御

28 あすから４車線化 小矢部砺波ＪＣＴ－南砺スマートＩＣ間１．８㌔

29 散居の文化・美・食発信 砺波「水と匠」来年１０月開業　古民家再生の宿「楽土庵」

富山 2 合併契機に事業促進　国に予算確保求める 砺波土地改良協議会

19 地鳴り 亡くして初めて大切さに気付く　角栄一　６９歳（砺波市）

19 地鳴り 石動山を訪ね景観に思う　黒田和也　４４歳（砺波市）

20 三助焼にチューリップ 砺波・料理店主天野さん、窯元谷口さん　初の絵付け、カップ商品化

21 最優秀賞に森田、上島さん 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図案審査委員会

21 宮野さん、花のまちづくりで大臣表彰 砺波市長に報告

22 「夢見つけ、行動を」 宮島選手が出町小児童と交流

26 あす４車線化 東海北陸道　南砺－小矢部砺波間１．８㌔　現場を公開　トンネル工事も公開

北陸中日 1 あすから一部４車線 南砺スマートＩＣ－小矢部砺波ＪＣＴ

12 宮島選手「夢を持って」 東京パラ車いすバスケ銀　砺波で講演

13 故・佐伯さん　民俗研究の軌跡 柳田国男が絶賛　はがき初公開　出身地の砺波　調査記録や著作展示

読売 22 宮島選手　小学校で講演 砺波　パラ車いすバスケ銀

23 検証　新田県政　１年　１ 攻めの施策　実現いかに

23 研修医受け入れ　１１病院７８人内定 「医師臨床研修マッチング」の結果

朝日 25 形も味も上々 庄川ゆず　収穫最盛期

１０日　水曜日
北日本 17 声の交差点 壮挙だった南極観測　砺波市　上野亮平（７９歳）

20 砺波　チューリップ楽しみ ボランティア　球根植え込み　フェアに向け

20 砺波　チューリップ楽しみ 地域への感謝　花壇に表す　東部小児童

22 災害復旧　より迅速に 県西部森林組合・６市協定

22 心弾ませ　太鼓響かせ １４日砺波　２年ぶり共演会　出演団体　練習に熱

24 とやまお城探検隊　１４４ 城端城①　南砺市　城下町から門前町へ

29 ニュースファイル 木刀振り回し「殺すぞ」　砺波署

30 とやまの紅葉２０２１ 秋色の航跡　庄川峡

富山 22 高校生、課題に熱中 旋盤全国１位目指す　砺波工３年・山本さん　１３日から大会

22 公民館で花植え　創校６０周年の活動 砺波東部小　南般若公民館前

23 山林災害、迅速に出動 県西部６市と森林組合　応急活動で協力協定　伐採、ドローン実演

24 散居村の古民家再生で宿泊 県西部観光社「水と匠」

25 紙風船 「共助の力」で守る

25 事件・事故 木刀振り回し脅迫疑い逮捕　砺波署

25 事件・事故 北陸道でトラック２台事故　砺波市の北陸自動車道高岡砺波スマートインターチェンジ付近

北陸中日 12 災害の応急対策へ協定 県西部６市と森林組合

読売 28 よみうり文芸 海潮砺波歌会

１１日　木曜日
北日本 8 ウイスキー輸出　３年で３８倍 若鶴酒造　富山の味に高評価

8 新設備で洗練の味 ２９日から限定発売　若鶴酒造　「三郎丸　Ⅰ　ＴＨＥ　ＭＡＧＩＣＩＡＮ」

16 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「フォトサークルａｎ楽しい写真教室展」ほか

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館

23 頒布展収益金を預託 砺波市美術協会

24 凶悪犯から住民守れ 無差別殺傷事件を想定　砺波署が大型店で

24 収益的収支　４億円の黒字 砺波総合病院　上半期

24 地産地消の推進へ生産者ら情報交換 砺波市内の野菜生産者、飲食店、小売業者による情報交換会

24 税に関する作品表彰 砺波市の小中学生による税に関する作品の表彰式

25 １．８㌔　４車線化開始 小矢部砺波ＪＣＴ－南砺スマートＩＣ

25 中村さん（入善西中）長官賞に選出 税についての作文

26 とやまお城探検隊　１４５ 城端城②　南砺市　今に伝わる二の丸の門

富山 4 産業発展に貢献　組合、個人表彰 中小企業富山大会
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4 国税庁長官賞に入善西中、中村さん 税の作文コンクール

13 地鳴り 印象的だった２人の引退　北清俊一　６４歳（砺波市）

21 第４６回県学生競書展 大賞に木戸さん（南砺・吉江中３年）　団体優勝は福光教室　あす南砺で開幕　１７３点展示

22 今年もドライブスルー １３、１４日に庄川ゆずまつり　本社砺波総局でＰＲ

22 無差別殺傷を想定　イオンとなみ訓練 砺波署の無差別殺傷事件対応訓練

23 給食用ジャガイモ納入、地産地消推進 ＪＡとなみ野五鹿屋

23 税の作品４部門表彰 砺波　砺波市租税教育推進協議会と市納税貯蓄組合

23 昨年度決算、黒字に転換 砺波総合病院　今年度上半期も黒字

25 ４車線化１．８㌔供用 東海北陸道　南砺－小矢部砺波　中日本高速道路

25 新ウイスキー輸出へ 若鶴酒造　蒸留所改修後の第２弾

北陸中日 12 無差別殺傷事件想定し対応確認 イオンで砺波署員ら

13 催し 庄川ゆずまつり　生ゆず直売会　庄川中学校駐車場

読売 30 チューリップ絵柄カップ 砺波ＰＲへ　料理店と窯元　制作

31 無差別殺傷想定　商業施設で訓練 砺波署　「イオンモールとなみ」で　

朝日 21 純米酒　こだわりの味を直送 若鶴酒造　毎月２本「飲み比べて」

１２日　金曜日
北日本 6 シーケー金属　事業拡大見据え用地取得 本社隣接地　倉庫建設へ

6 敷地内移動にキックボード ＣＫサンエツ

19 山田さんら６人大賞 福光美術館　あすから市美術展

19 日中関係テーマに講演 砺波法人会の「税を考える週間」記念講演会

20 子供歌舞伎　来春こそ 砺波　出町　３年ぶり開催へ当番町稽古　「力合わせ良い舞台に」

20 カイニョと生きる 回収の剪定枝　２日間で１７２㌧　前回３月の２．５倍

20 南砺つばき学舎を表彰 「税を考える週間」　租税教育推進校

20 ５個人１団体表彰 とやま国際センター　「とやま国際草の根交流賞」

22 とやま　お城探検隊　１４６ 桑山城①　砺波郡の歴史動かす

富山 5 決算　２１年９月中間期（１１日） 売上高、利益が最高　ＣＫサンエツ

5 電動キックボード　２工場に６０台導入 ＣＫサンエツ

19 地鳴り 孫が県代表　素晴らしい　犀川寮明　７３歳（砺波市）

19 地鳴り 「めんどくさい」なぜかほっと　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

20 ６人が大賞に輝く あす南砺市美術展開幕

20 砺波法人会　門田さん講演 「有権者が政治家育てる」　「税を考える週間」

21 南砺つばき学舎に租税教育で感謝状 砺波税務署　租税教育推進校

22 県の国際化に貢献　５人１団体たたえ 草の根交流賞　とやま国際センター　

22 青井中美展きょう開幕 藤田さん（高岡西部）大賞　高岡工芸高附属美術館

22 教育振興奨励４２件に助成金 日本教育公務員弘済会

23 パンジーやバラ　花き５４点が並ぶ 富山で品評会　富山県花き品評会

23 砺波に古民家の宿 県西部観光社　来年１０月開業へ

北陸中日 12 とやま国際草の根交流賞 ５個人と１団体受賞

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 22 ギャラリーだより 第４５回郷土先人展「佐伯安一の軌跡」ほか

22 児童ら球根植え込み 砺波　チューリップフェア向け

１３日　土曜日
北日本 21 風景や動物　多彩に撮影 本社砺波支社で教室展　「フォトサークルａｎ楽しい写真教室」の作品展

21 健康づくり　大切さ学ぶ フレイル予防講座　砺波市高波公民館と明治安田生命保険

21 ＪＡとなみ野庄川支店も 強盗対応訓練

22 地震・水害に備え講座 砺波市の防災出前講座　砺波南部小学校

22 マーシ園の手作り品即売 イオンモールとなみ

23 伝統の太鼓　次代へ 砺波　越中いさみ太鼓保存会　高木さん　親子３代　継承に思い

23 民意と歩む 議案審議説明し市民と意見交換　市議会報告会

24 とやま雪模様　昔の冬支度 自然利用し暮らし守る　杉の苗木植える　家族で燃料集め

富山 1 雷雨、突風　警戒続く　県内に寒気 雲の切れ間　錦秋の船旅　庄川峡、見頃迎え

22 出町新聞　樹齢５００年大ケヤキ復活 けやき公園の保存樹　枯死寸前　市が５年かけ対策　シンボル青々、住民喜び

22 東曳山会、稽古に励む 子供歌舞伎　来年こそ開催

22 防災力の向上を 長谷川智章さん（６３）　出町自治振興会副会長

22 ひげの防犯組合長活躍 斉藤さん活動２０年　児童、高齢者に声掛け

22 つぼ焼き芋人気 メリーズクラブ　壺で焼き冷やす　地元の紅はるか使用
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22 太鼓審査会へ意欲 越中八幡太鼓保存会ジュニア

22 チューリップマルシェ きょう最終回　過去最多４０店　砺波チューリップ公園

北陸中日 12 ✕マス　５００鉢で彩り 四季彩館　「季節を彩る花々～クリスマス～」

読売 24 Ｓａｔｕｒｄａｙとやま　ひろば 前回の正解　どんぐり　ポケットいっぱい拾って　砺波市・石倉真利子７２

１４日　日曜日
北日本 12 らいちょう　県高校文化祭ニュース（上） 会場から手拍子も　ステージⅠ

19 ドライブスルーで販売 庄川ゆずまつり　にぎわう

19 絵本読み聞かせ　役割・重要性知る ボランティア養成講座

20 地震や洪水　事前に備えを 鷹栖小児童が発表会

21 ＮＩＥ教育に新聞を　「らいちょう」編集局開局 県内高校生が取材・執筆

21 特選に堀川南小（富山） 県小学生火災予防研究発表　努力賞＝砺波南部

26 電飾イベントへ樹木剪定 砺波チューリップ公園

29 季節外れの競演 砺波　チューリップ公園そばの畑でヒマワリ満開

富山 19 くらしの日記 切れたマスク　犀川寮明　７３歳　（砺波市苗加）

20 ふるさとの恵み　買い求め 庄川ゆず　根強い人気　砺波でまつり開幕　販売開始前に車列５００㍍

20 ＪＡとなみ野　秋の収穫祭 砺波市宮沢町の本店特設会場

20 砺波でマーシ園展示即売 イオンモールとなみ

21 酒井宮司の遺志継承 砺波・藤津神社　美内さんら大祭

21 議案審議を説明　市民の意見聞く 砺波市議会報告会

22 ７７チーム　熱戦火ぶた 県秋季ミニバス　元気にパス、シュート

北陸中日 10 女性への暴力　なくそう 県内でパープルリボン運動

11 強盗、振り込め詐欺　防止へ手順を確認 砺波の農協で訓練　となみ野農協庄川支所

25 例大祭　美内さん尽力 「ガラスの仮面」の演出力　舞・音楽に　砺波・藤津神社

毎日 22 ボートで周遊　庄川峡楽しむ 砺波・水まつり

１５日　月曜日
新聞休刊日

１６日　火曜日
北日本 23 感染終息へ祈りの打音 砺波　県協会５０周年記念「富山の太鼓」　コンクール　春蘭優勝

23 国道沿いに球根植える 砺波市庄下自治振興会　「国道３５９号花街道づくり」

23 きょうもにっこり 砺波誠友病院言語聴覚士　山崎多英さん（砺波市）

24 ヘリを使い合同救助訓練 砺波消防組合と県航空隊

24 全国大会出場へ意気込み 砺波市出町小学校管楽器クラブと同市庄西中学校吹奏楽部の激励会

24 皮膚の病気に理解深める 「皮膚の日」にちなんだ講演会　県立中央病院

26 講師招き研究会　 草月会四季の会

28 とやま　お城探検隊　１４７ 桑山城②　南砺市　堀切や高さ１０㍍の切岸

富山 13 コント 砺波・富之助

16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会７月句会

20 親子でピザ窯作り 砺波・せんだんのＨＩＬＬ　来月イベント　焼きたて提供

20 山岳事故を想定 砺波で合同訓練

20 女性消防団が防火呼び掛け 砺波　砺波消防署と市消防団ひまわり分団

20 油田混合Ｂが優勝 第１７回砺波市ペタンク協会室内大会

20 大江・仙道さん優勝 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第２３回男女ペア大会

21 ２２３年ぶり　拝殿建て替え完了 富山・熊野神社　氏子ら祝う　設計や施工　白井大工（砺波市）

21 川田氏に納税表彰 砺波税務署

23 １月の大雪、立ち往生教訓に 東海北陸道で１３機関訓練

23 男女が熱戦３６試合 第３８回県秋季Ｕ１２バスケットボールリーグ兼第４１回北信越ミニバスケットボール大会県予選第２日

27 ハンマー殴打　殺意否認 砺波の温浴施設、被告黙秘　富山地裁初公判

北陸中日 5 発言 成長と分配　両方実るか疑問　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

27 被告黙秘、弁護側「殺意ない」 砺波・ハンマーで襲撃　初公判

読売 35 砺波殺人未遂　初公判 富山地裁

別刷１ 第２５回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会 砺波北部・庄川ＪＢＣ　初Ⅴ　準Ⅴ　庄東・出町スポーツ少年団

別刷２ 第２５回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会　参加チーム 砺波東部・庄南スポーツ少年団

毎日 26 弁護側　殺意を否認 砺波・殺人未遂　被告は黙秘　地裁初公判

１７日　水曜日
北日本 5 新駅設置で乗客微増予測 城端・氷見線ＬＲＴ化　２～４㌽　「需要発掘が必要」

6 鋳物の年間最高賞に ウイスキー蒸留器「ＺＥＭＯＮ」　若鶴酒造・老子製作所・県が開発
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19 地元の豚肉おいしい 給食に「たかはたポーク」　砺波市内の小中学校と幼稚園で提供

19 庄川合口ダム　役割を理解 庄南小　

20 地域の魅力再発見　 ２公民館が歩く会　砺波市油田、栴檀野の両公民館

20 鬼ゆず飾りＰＲ 金屋ゆず生産組合　

20 除雪車１台を更新 砺波市の林地区除雪対策委員会

20 厚労大臣表彰を報告 砺波総合病院前院長で、医療顧問の伊東正太郎さん

20 リンゴ狩りで交流 となみセントラルライオンズクラブ　「リンゴ狩り体験交流会」

20 ＤＶ防止へ啓発活動 砺波市男女共同参画推進員連絡会

20 買い物客に防火呼び掛け 砺波消防署

22 とやま　お城探検隊　１４８ 広瀬城①　南砺市　成政とゆかり深く

富山 4 金沢に複合飲食店 ＧＲＮ、２３日開業

21 地鳴り 今年も無事に年を重ねる　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

22 ふるさとの味　楽しんで 「トントン給食」　豚肉寄贈に感謝　砺波・庄東小

22 市に「鬼ゆず」贈る 砺波・金屋生産組合

23 伊東さん、国保事業厚労相表彰を報告 砺波市役所訪問

23 塚本さんに表彰状 砺波税務署の新田章署長　「税に関する高校生の作文」

25 ウイスキー蒸留器に学会賞 老子製作所　若鶴酒造、県　高岡鋳物活用を評価

25 ２０日に砺波で演奏会 元津軽三味線日本一の一川さん

25 令和３年度社会福祉・ボランティア功労者厚生労働大臣表彰 ボランティア功労団体　えんなか会＝砺波市

29 城端・氷見線　新駅試算　駅周辺住民では効果限定 各３駅で利用５４８人増　観光の取り込み課題　「幅広く比較検討を」　沿線４市とＪＲが意見　

読売 11 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

30 よみうり文芸 短歌　砺波市　小林圭子

１８日　木曜日
北日本 14 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「水彩・油彩展」ほか

14 朝市夕市　県内 砺波市

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

22 佐伯安一さんの業績紹介 砺波郷土資料館の郷土先人展「佐伯安一の軌跡」

22 植物や風景題材に４７点 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」の作品展

23 「新庁舎必要」と結論　 市整備委　場所や財源２年で検討

24 とやまお城探検隊　１４９ 広瀬城②　南砺市　急斜面に囲まれた主郭

富山 23 地鳴り 荷物が続けて届いた一日　小倉慶子　７７歳（砺波市）

23 コント 砺波・りえちゃん

25 市庁舎、新築で一致 砺波市検討委　場所は協議継続

25 税の作文、北川さんに賞状 砺波税務署

25 小説の世界楽しむ 砺波市の朗読ボランティア団体「らんぷの会」の朗読会

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 27 「新駅　利用増は限定的」 城端・氷見線　ＬＲＴ化検討会で試算

毎日 24 プログラミングを本格学習 砺波市少年少女発明クラブ　全国大会向け、考える力伸ばす

１９日　金曜日
北日本 17 声の交差点 今年もマラソン完走　砺波市　島田栄（７３歳）

19 大花壇に💛と☆ となみチューリップフェア　来春披露　球根植え込み

20 情感たっぷりに小説や絵本朗読 「らんぷの会」　砺波図書館で朗読会

20 野菜や果物どうぞ 園児　高齢者らに贈る　認定こども園出町青葉幼稚園

21 美の祭典　越中アートフェスタ２０２１ 秀作多数　審査に力　県民会館　あす開幕　結果発表

21 ＮＩＥ教育に新聞を 記事読み社会考える　出町小・出町中で発表会

21 コロナ禍での肉体精神の変化を表現 金沢で岡部さん個展　金沢市竪町のインフォームギャラリー

21 山本さん（富山）最優秀 県消防職員意見発表会　優秀賞＝安念大貴（砺波）ほか

22 とやまお城探検隊　１５０ 才川城　南砺市　大きな城跡　全長３００㍍

富山 5 車や観光で功労　富山市で表彰式 北陸信越運輸局　優良事業者等表彰　安全対策への貢献　となみ観光交通

18 市に野菜など寄贈「秋の恵み届けて」 砺波・出町青葉幼稚園

19 考える力、表現力　新聞で 砺波でＮＩＥ研究発表　出町小と出町中

19 収穫リンゴでパイ作り 砺波市社会福祉庄東センターの「わんぱく広場」

19 「昔の学校」に興味津々 砺波・庄川小、民具室を見学

20 大花壇はハートと星　来年のチューリップフェア　 ２１万本　愛と希望を表現　球根植え込み始まる　円形花壇２１日完成

20 山本さん最優秀賞　　 消防職員意見発表　優秀賞　安念大貴（砺波地域消防組合消防本部）

21 佐伯さん民俗研究たたえる企画展 砺波郷土資料館
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北陸中日 5 発言 校外学習で感じたこと　小矢部市津沢中１年生

12 星の数ほど愛と希望を 来春チューリップフェア地上絵　旧タワー跡地には円形花壇

13 ＮＩＥ教育に新聞を 五輪金伝える記事書き換え　砺波・出町小中

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

29 花の絵へ　球根植える 砺波チューリップ公園

朝日 25 ぶらり　つれづれ つわものどもが夢の跡　射水市大島絵本館長　立野幸雄さん

25 ＮＩＥ教育に新聞を 災害への備え　記事用い議論　砺波の出町小

毎日 24 ギャラリーだより 企画展「名付けようのない季節ａｓ　ｋｎｏｗ　ａｓ情景」　ギャラリー無量

２０日　土曜日
北日本 6 となみ政経懇話会　１１月例会 外交ジャーナリスト・作家　手嶋龍一氏　台湾情勢　平和に重要

18‐19 美の祭典２０２１　越中アートフェスタ 奨励賞（平面）　大吉田誠夫（砺波）ほか

20 越中アートフェスタ Ｐｏａ！美　アフリカＮｏ．１　大吉田誠夫さん（６１）砺波

23 センバツ２１世紀枠　推薦校に砺波 県高野連

25 声の交差点 野球のマナーに学ぶ　砺波市　砂﨑猛雄（８１歳）

25 とやま×私×フォト 「びっ栗（くり）」　ｔａｔａｍｉ（砺波市）

26 わが家のアイドル 浅谷泉希ちゃん　３歳　美衣ちゃん　１歳　砺波市十年明

27 野菜たくさん食べてね 砺波産　ゼリーに加工　市内学校給食で提供

27 味わい深い水彩・油彩画 本社砺波支社　教室作品展

27 車いすバスケ　宮島選手と交流 クロスランドで市内児童

27 不審者の対応訓練 砺波市

28 空き家巡り活用探る 市ツアーに市民２０人　砺波市の空き家見学バスツアー

28 趣向凝らした押し花 「東昌子押花会」の作品展　チューリップ四季彩館

29 アートハウス試験点灯 きょうから「光のガーデン」

29 記者ぶろぐ　小矢部支局　笹谷泰 よそ者目線忘れずに

29 理科の探究心向上へ発表 県理科教育研究発表会

30 とやま雪模様　７　昔の登下校 防寒に工夫　元気に歩く　１時間以上わらじで　頼もしい上級生

富山 21 地鳴り テーマこだわらず市民の意見を　犀川寮明　７３歳（砺波市）

21 地鳴り また仲代さんのお芝居見たい　戸田祐子　５９歳（砺波市）

24 吉川、安念さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

24 まち照らす癒やしの光 ＬＥＤ３万８千個　氷見・湊川　立体的な空間芸術　小矢部・アートハウス

25 砺波で不審者対応訓練 砺波市役所

26 梅木さん（高岡）大賞 越中アートフェスタきょう開幕

27 「夢を持ち続けて」 車いすバスケ　パラ銀宮島選手　小矢部児童と交流

27 ２１世紀枠に砺波 県高野連、センバツ県推薦

31 ほたるいか 砺波市産のニンジンを使ったゼリー　小中学校など２８施設で

読売 22 砺波新庁舎「建設すべき」 検討委が報告書

朝日 25 「２１世紀枠」に砺波を推薦 県高校野球連盟

毎日 24 県推薦校に砺波 センバツ２１世紀枠　秋季大会で好成績

２１日　日曜日
北日本 13 みんなのＶＯＩＣＥ「ワインの楽しみ方」 砺波市　４０代　高校２年と中２の娘

15 大矢四郎兵衛の功績紹介 砺波　鷹栖出身の実業家　掲示板設置　後世に継承

16 「大衆ウケのいいＣＭ」とは 砺波高２年　課題研究発表

16 ６５人の新作・近作一堂に 庄川美術館　「日本画燦々展」開幕

富山 5 地鳴り 二つのことに感動の一日　紫藤道子　８７歳（砺波市）

20 大矢四郎兵衛銅像前に案内板 砺波・鷹栖自治振興会

20 山田、齊藤さん優勝 砺波市パークゴルフ協会第７回グランドチャンピオン大会

21 来年度税制改正で柴田氏に提言書 砺波法人会　

22 北信越へ２勝でリード 男子・入善　女子・黒部、出町　第３８回県秋季Ｕ１２バスケットボールリーグ兼第４１回北信越ミニバスケットボール大会県予選第３日

26 病院の実力　～富山編１６２ 前立腺がん　後遺症　理解し治療検討　市立砺波総合

朝日 23 出町小　心ひとつに銀 全日本バンドフェス　野村小は銅　出町小は銀賞

25 第４０回　全日本小学生バンドフェスティバル 寺西・龍王（東広島）　国府（徳島）が金　円座（高松）出町（富山・砺波）は銀

２２日　月曜日
北日本 1 ３回目　１１市町村１、２月 間隔８ヵ月　１４市町村　県内ワクチン一般接種開始

19 庄川峡遊覧「良い思い出」 庄川中生　地元の魅力再発見　学校行事中止　ＰＴＡが粋な企画

19 土砂災害対策学ぶ 砺波市庄川生涯学習センター　土砂災害から身を守る方法を考える防災講演会

19 金婚の１１組祝う 砺波市北部の若林、林、高波の３地区合同金婚を祝う会
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20 とやまお城探検隊　１５１ 八乙女山砦　南砺市　謙信や瑞泉寺の伝承も

24 花形オブジェお目見え 砺波チューリップ公園　円形花壇　旧タワーから移設

25 ニュースファイル 電柱に車衝突、男性重傷　砺波市東保の県道

富山 1 円形花壇　花のオブジェ 旧タワー最上部活用　砺波チューリップ公園　来月電飾

1 砺波、今季最低４．８度 ２１日の富山県内

7 地鳴り 大昔の思い出　それぞれに　佐伯幸子　９２歳（砺波市）

13 くらしの日記 仲間と再会　紫藤道子　８７歳　（砺波市狐島）

14 唄や三味線、稽古の成果 民謡２団体　砺波でおさらい会　砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

14 土居さん優勝 第５回能越ケーブルネット杯健康麻将（マージャン）交流大会

14 出町の新防災拠点完成 砺波市消防団出町分団消防器具置き場の竣工式

14 頼成の森でリースづくり 感謝の集い

15 引きこもりに理解 社会福祉法人マーシ園の「引きこもり等支援に関する講演会」

15 税の作文、亀田さん表彰 国税庁などの中学生の「税についての作文」

16 男子　入善　Ⅴ　出町　女子 県秋季ミニバス　男子　ウエスタン、女子　黒部も北信越切符

16 市民の力でキラキラに チューリップ公園　ＬＥＤ１０万個設置　「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

17 大学生、伝承料理学ぶ 砺波でスタディーツアー　セミナー、視察、オンライン配信

17 事件・事故 軽トラで電柱に衝突、重傷　砺波市東保の県道

北陸中日 11 庄川の魅力　思い出に 生徒全員に遊覧船体験　庄川中ＰＴＡ　乗船券贈る

11 砺波高を県高野連２１世紀枠推薦校に 県高校野球連盟

朝日 16 第３４回　全日本マーチングコンテスト 出雲北陵高（島根）が金賞　富山商高　安佐中（広島）など銀

19 県勢２校　力出し切り「銀」 全日本マーチングコン　富山商高　庄西中

２３日　火曜日
北日本 19 区画整理事業　安全を祈願 出町東部第３組合　

19 きょうもにっこり 「チーム☆ライティー」キッズクラスマネジャー　嶋之内千春さん（砺波市）

20 庄川美術館２３年度閉館 企画展は市美術館で継承　砺波市議会全員協議会

20 仙道竹杖さんを歌声でしのぶ 散居節保存会が追悼公演

20 犯罪被害防止呼び掛け 砺波署と砺波市出町防犯組合

22 とやまお城探検隊　１５２ 今石動城①　小矢部市　越中攻めの足掛かり

富山 18 中学生、遊覧船で庄川峡を楽しむ 庄川中ＰＴＡ企画

19 庄川美術館　２３年度閉館 庄川水資料館も　２４年度以降に解体　作品は支所で保管　砺波市　ブロンズ像は屋外展示

19 ワクチン３回目　高齢者は来年３月 砺波市

19 除雪計画を改定 砺波市

19 土地区画整理　安全を祈願 出町東部第３組合

19 砺波で金婚夫婦１１組祝う 砺波市若林、林、高波地区自治振興会　北部地区合同金婚を祝う会

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

13 民舞で華麗に地域貢献 砺波の女性「風香の会」結成　２７日初舞台

２４日　水曜日
北日本 9 ＮＩＥ　教育に新聞を　らいちょう　県高校文化祭ニュース（下） 若い創造　咲き誇る　第３３回県高校文化祭閉幕　１４４人「ハレルヤ」合唱・合奏

19 囲碁対局楽しむ 市文化祭大会　市文化会館

20 三味線・語り　堂々 出町浄瑠璃　稽古の成果披露　第３１回出町浄瑠璃大会

20 ポインセチア　ツリーと共演 四季彩館　「季節を彩る花々～クリスマス～」

20 消防器具置き場完成 砺波市消防団出町分団

22 とやまお城探検隊　１５３ 今石動城②　小矢部市　前田氏の築城術伝える

22 キッズギャラリー 「絵を描くのが好きな私」　砺波市出町小６年　四谷真愛

富山 3 鉄板焼きやバー　金沢に複合飲食店 ＧＲＮが開業

7 地鳴り 那谷寺で紅葉狩り　疲れを癒やす　黒田和也　４４歳（砺波市）

14 厳かに新嘗祭　実りに感謝 南砺・髙瀬神社　４ＪＡ参列

14 鷹栖公民館が神社巡り 砺波市鷹栖公民館のウオークラリー

15 水記念公園で電飾事業を 砺波・東山見みらい会議　行動計画案発表

15 庄川合口ダムを見学 砺波市庄南小４年生

17 太夫、三味線　精進の成果 砺波で出町浄瑠璃大会　三辺さん１２年ぶり出演

北陸中日 11 過去から未来　書作に遊ぶ 故表立雲さん前衛作品展　砺波　

11 子供歌舞伎に向け稽古の成果 砺波で出町浄瑠璃大会

読売 31 蒸留器「鋳物Ｎｏ．１」に 世界初　銅とスズの合金で鋳造　砺波・若鶴酒造で使用
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２５日　木曜日
北日本 5 １２個人３団体を発表 ２０２１年度「エイジレス社会活動推進顕彰」

11 ６部門　５３３人が力作 美術連合展　２７日から県民会館　県美術連合会創立７０年記念

12 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「カルトナージュ教室展」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

14 センバツ２１世紀枠推薦の砺波高表彰 「文武両道で頑張る」

17 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ①イロハカエデ　思い出刻むシンボル

17 県西部作家４人　木彫や陶芸８０点 新創造の会　秋展　ギャラリーみかん堂

18 第３子に１０万７３００円 市　応援基金活用第１弾　砺波市

18 カイニョと生きる 来年３月に春の大作戦　剪定枝を無料回収

18 キャンペーン　首都圏で再開 来春フェア向け　砺波市議会議案説明会

20 とやまお城探検隊　１５４ 松根城①　小矢部市・金沢市　利家と成政の激戦物語る

富山 1 県内強風　 氷見で１１月観測史上最大２２．４㍍　交通機関に乱れ

13 地鳴り スマホを替えて初心者に戻る　北清俊一　６４歳（砺波市）

13 コント 砺波・富之助

20 ５種類の肉でメンチカツ 県西部６市　共通の「ゴーセイ」給食

20 雄神の歴史知って 砺波　自治振興会が文化財看板

20 新チューリップタワーが最優秀 砺波土木協会表彰

21 出産支援金を支給 砺波市長方針　２億円の応援基金活用　第１子５万円、第２子７万円、第３子以降は１０万７３００円

21 子育ての意見聞く　来年１月ミニ会合 「ｍｉｎｉ２（ミニミニ）となみーてぃんぐ」

21 球根の輸出継続 台北チューリップ展　夏野市長

21 春の剪定枝大作戦など補正予算案に 砺波市

21 高齢者に赤飯届ける 砺波市若林公民館

23 ２１世紀枠推薦「練習励む」 砺波高、表彰で意気込み

北陸中日 12 ブランド肉で豪勢（ゴーセイ）給食 呉西（ゴーセイ）の地産食材使用　６市の学校　提供開始

12 新生児保護者に支援金 砺波市補正案　４月以降出生対象

13 砺波高「文武両道で頑張る」 選抜高校野球　２１世紀枠県推薦の表彰状

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

読売 27 ツリー先取り 砺波　チューリップ四季彩館で「季節を彩る花々　クリスマス」

毎日 26 ギャラリーだより 企画展示「ヒトと動植物のちょっと不思議なカンケイ」

26 文武両道を評価 センバツ　２１世紀枠県推薦校　砺波に表彰状

２６日　金曜日
北日本 1 コロナ入院病床３５増 県「第６波」に備え

11 日本の演劇　支えていく 県内の４演劇鑑賞会　コロナ下でも例会継続　サークル制で会員結束　自分の会　高齢化

21 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ②砺波南部小のアイドル　空色インコ　児童見守る

21 除雪に尽力　１６人を表彰 砺波市　除雪功労者表彰式

22 科学の甲子園出場励ます 「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」出場の２人

22 １４団体を表彰 砺波土木協会の優良土木工事表彰式

24 とやまお城探検隊　１５５ 松根城②　小矢部市・金沢市　少ない兵で大軍に対抗

30 「医師足りなかった」 県コロナ対策協　第５波経験　病院長が切実な声

31 殺人未遂容疑　大学生逮捕 砺波　母の頭　石で殴る

31 被告人質問　かみ合わず 砺波のハンマー襲撃　裁判員裁判第４回公判

富山 21 津沢発の歌　作曲家はＡＩ 小矢部の「つざわ讃歌」　となみ野の会、２８日披露　子どもになじみ深い歌に

21 科学の甲子園大会　砺波の２生徒意欲 市長に活躍誓う

22 農業用ハウス　雪害で初研修 南砺、砺波の農家　１月の全半壊６０棟受け　被害防止や強化策学ぶ　農林振興センター

22 砺波・出町中で施錠確認 砺波市出町防犯組合の自転車鍵掛け防犯キャンペーン

27 意味不明発言や黙秘 温浴施設ハンマー殴打の被告　富山地裁公判

読売 26 ＮＩＥ教育に新聞を　記事読み　思考力養う 砺波の小中学校　題材整理、文章まとめる

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

27 新型コロナ　３回目接種　医療者来月から ワクチン　一般、来年１～２月開始　自治体「交互接種」対応不安も

27 出産支援　１０万７３００円 砺波市　第３子以降に　第１子５万　第２子７万

27 シクラメン　心に癒やし 砺波　砺波市東保の松浦園芸

２７日　土曜日
北日本 5 鹿熊氏ら永年在職表彰 県議会　

25 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ③県園芸研究所（上）　チューリップ　新品種育つ
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25 雄神の魅力知って 地区に案内看板設置　砺波市雄神地区自治振興会

25 きょうもにっこり 砺波市健康センター管理栄養士　村井美沙希さん

26 柳瀬の魅力ＤＶＤに 自治振興会　砺波市柳瀬地区自治振興会

26 善意の書や絵画　県内外から２９４点 色紙頒布会　砺波善意色紙頒布会

26 ゆず湯ぽかぽか 特産７㌔浮かべる　砺波市社会福祉庄東センター

26 絵本購入費用１５０万円を寄付 吉田さんに感謝状　砺波市砺波図書館

27 工事進み「心強い」 綿貫氏ら利賀ダム視察　利賀ダム本体工事

28 とやま雪模様　８　昔の雪かき 全て人力　集落で協力　（清水麻美・砺波市砺波郷土資料館職員）

富山 3 県議会１１月定例会開会 在職３０年の鹿熊氏　１０年の４氏表彰　永年在職議員の表彰式

5 ＧＲＮ認知度高める 稲垣ＣＭＯ来社

23 砺波図書館に１５０万円　大型絵本購入に活用 吉田さんに感謝状

25 綿貫会長「先が見えた」 利賀ダム期成同盟会が視察　河床進入トンネル　来年度に完成

28 黙秘か脈絡ない返答繰り返す 砺波ハンマー殴打被告

29 大学生　石で母殴る 砺波署　殺人未遂疑い逮捕　進路巡りトラブルか　花島の実家帰省中

29 ほたるいか 庄川ゆずを使ったゆず湯　庄東センター

北陸中日 12 利賀ダム早期着工へ　綿貫会長が現地視察 建設促進期成同盟会

29 大学生　実母を石で殴る 容疑で砺波署逮捕　帰省中「殺そうと」

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 母殴り殺人未遂容疑 砺波署

毎日 26 事件・事故 母親を石で殴った殺人未遂容疑で逮捕　砺波署

２８日　日曜日
北日本 7 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

15 声の交差点 鉄道遺産の橋消える　南砺市　今井春継(６８歳）

15 声の交差点 ６０年ぶりの城端線　富山市　狩野政男(８７歳）

17 第１８回　高岡・山町ポエム大賞 佳作　小学生

19 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ④県園芸研究所（下）　「雪たまねぎ」一大産地へ

19 障害者雇用に理解を深める 企業対象にセミナー　社会福祉法人渓明会砺波障害者就業・生活支援センター

19 カルトナージュ華やか 本社砺波支社で教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室の開講２０周年を記念

19 すくすく生育　葉ボタン２㍍ 辻倉さんの畑　砺波市林

20 干支「寅」題材に木版画 庄川美術館で実技講座　「干支を彫る」

20 外国人が砺波の旅満喫 高岡市国際交流会　「べるもんたと若鶴酒造、秋の小京都城端散策」

21 高峰譲吉と浅野総一郎 郷土の偉人の功績解説

21 創立１０周年　発展誓う 市パークゴルフ協会

27 １０項目選んでみよう　２０２１　県内１０大ニュース ⑱チューリップフェア開幕　ブルーインパルスも来た ほか

28 とやまｗｅｂｕｎランキング ④石で母の頭殴る　殺人未遂容疑で大学生逮捕

富山 5 地鳴り 頂いたユズでユズみそ作り　西川良子　６９歳（砺波市）

5 地鳴り 楽しみが一つ減った気持ち　西山好美　６５歳（砺波市）

5 地鳴り 小春日和に冬支度進める  小倉慶子  ７７歳（砺波市）

22 「パラ民踊」で元気に 砺波「風香の会」初の発表会

22 作家、僧侶の色紙や軸を入札 砺波で善意頒布会  第５４回砺波善意色紙頒布会

22 市民の健康づくり誓う 砺波市パークゴルフ協 １０周年祝う

22 砺波でキャンパスフェス となみ野高と県民生涯学習カレッジ砺波地区センター  第２１回となみキャンパスフェスティバル

22 ＳＮＳの効果的な活用解説 砺波市  「市民みんながＰＲ大使講座」

24 球根配り税の役割ＰＲ 砺波税務連絡協議会 「税を考える週間」啓発活動

25 ２８７人の書並ぶ 金沢で書学会  第６５回現代学生競書大会

29 石で母殴った学生殺人未遂疑い送検 砺波署　砺波市花島

北陸中日 10 中日歌壇 小島ゆかり選  (砺波市)上竹秀幸

12 民舞の魅力伝える 「風香の会」初舞台 ７月発足、砺波の団体

読売 26 増山城跡パンフ 読みやすく刷新 砺波 ボランティア団体「曲輪の会」

朝日 21 １１０・１１９ 母親への殺人未遂容疑で大学生逮捕  砺波署

毎日 26 創立７０年祝う５３３点 県芸術祭・美術連合展  １１人遺作も  富山

日本経済 19 Ｔｈｅ  ＳＴＹＬＥ / Ｇｏｕｒｍｅｔ  Ｂｌｅｎｄ　ジャパニーズウイスキー 味わいの広がり求めて

２９日　月曜日
北日本 11 とやま　文芸散歩  高島裕 森松さち子

11 越中アート人気賞 財目さん(富山)の「生」 力強さ  鑑賞者の心つかむ

17 砺波「曲輪の会」 子ども向け冊子一新 増山城跡  身近に感じて  ウサギとカエルが〝案内役〟
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17 議会日程 砺波市

18 とやま　お城探検隊 １５６ 源氏ヶ峰城  小矢部市  猛将・義仲が名の由来

21 声の交差点 大海を渡ったチョウ　砺波市　平岡隆(７０歳）

21 声の交差点 カイニョ保全に希望　富山市　尾島久美(６１歳）

22 柔らかな音色響く 尺八の瞠山会  砺波で演奏会

富山 7 地鳴り 多くの人のご厚意受ける　紫藤道子　８７歳（砺波市）

7 地鳴り 友人と外出　楽しむ日々　木谷よしみ　７１歳（高岡市）　

7 コント 砺波・明水百選

17 津沢の歴史  未来につなぐ となみ野を愛し  元気にする会  小矢部でフォーラム  地元愛高め

17 増山城の子供向けリーフレット改訂 砺波の曲輪の会

17 ２年ぶり開催喜ぶ 裏千家となみ同好会

17 廣瀬倖さん熱唱 砺波で歌謡フェス あなたと廣瀬倖の歌謡フェスティバル

18 中工建設が１千万円寄付 小矢部市が中工建設（砺波市）に感謝状

18 佐藤美術館で企画展 「洋画の魅力－風景画から人物画まで」　

18 砺波で空き家の活用学ぶ 砺波市の空き家見学バスツアー

18 除雪功労者１６人たたえ 砺波市除雪功労者表彰式

18 障害者雇用の事例紹介 障害者雇用セミナー  砺波障害者就業・生活支援センターなど

19 砺波９度目優勝 第３５回砺波地区寿野球定期リーグ戦

北陸中日 11 増山城跡  ますます  楽しく紹介 児童向けリーフレット一新  砺波・曲輪の会  埋文センターで配布

読売 27 仕事びと 国産ウイスキー多彩に  若鶴酒造取締役 稲垣貴彦さん 

３０日　火曜日
北日本 1 新田県政１年　首長アンケート ９人　県と関係強化実感　ワンチーム会議評価

1 この１年で、県政で最も変わったと感じること（要旨） 夏野修砺波市長

5 新田県政１年　県議アンケート 民間感覚の姿勢評価　平均７５点　危機管理に課題

5 コロナ対策最多１４人 首長アンケート　「第６波」へ備え　課題

19 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ⑤創業１００年たけまさ亭　二人三脚　地域に愛され

19 ✕マスリース作る 砺波市出町児童センター

19 華やかに踊り披露 砺波市の踊りグループ「風香の会」の「民舞の集い」

20 市町村議会　期末手当引き下げ可決 砺波　子どものワクチン準備　砺波市議会１１月定例会

20 仮称「しょうがわ認定こども園」 ４保育所統合　２３年開設　　

20 後期計画案「妥当」と答申 市総合計画審

20 公共交通のあり方考える となみ野田園空間博物館推進協議会の学習講座

22 とやまお城探検隊　１５７　 一乗寺城①　小矢部市　戦国期　佐々方が大改修

29 砺波のハンマー襲撃　「被告が鑑定で虚言」 担当医が証言

富山 12 コント 砺波・富之助

19 砺波市議会１１月定例会 タマネギ販売５億円超え　２年連続　収量、秀品率が向上

19 名称「しょうがわ認定こども園」に ４保育所統合　市議会全員協議会

19 １０ＷＡＶＥの推進を 砺波市総合計画審が答申

20 男女４０チームで熱戦 県小学生バレー　砺波で１１、１２日

20 砺波の「となベジ」　厚労大臣優秀賞 健康寿命アワード

25 精神疾患認められず 砺波のハンマー殴打　鑑定医が証言

朝日 21 冬…心もほっこり シクラメンの出荷　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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