
　　　　　　　２０２０（令和２）年１２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　火曜日
北日本 4 市民との距離縮める 砺波　夏野市長初登庁

4 砺波市議選　４月１８日投開票 砺波市選挙管理委員会

4 土地改良の予算確保を要望 砺波土地改良協議会

8 「頼れるまちの専門家」をインターネットでご紹介します！ 木香美・服部　服部和久［砺波市］　ほか

9 大門素麺味わえるレストラン開業 砺波　柿里　レストラン「となみそだち」

21 赤い角帽　定年祝いに 砺波の八田さん　製造会社起業「感謝伝えるお手伝い」

21 庄川峡で船上挙式 富山情報ビジネス専　商品化目指し企画　庄川遊覧船で模擬結婚式

21 砺波市長を管理者に再任 砺波地域消防組合

22 マイナンバーカード　健康保険証に代用 総合病院システム化　砺波市議会

富山 2 来年４月１１日告示 砺波市議選　砺波市選挙管理委員会

2 新人１人を推薦 公明県本部　砺波市議選　新人の神島利明氏

2 土地改良予算確保　野上農相に要望 砺波土地改良協議会

19 地鳴り 投稿に挑戦始めてみよう　堺井清美　６５歳（砺波市）

19 地鳴り 医師の回答に勇気づけられ　戸田祐子　５８歳（砺波市）

20 気軽に大門素麺　「流し」でも提供 柿里、砺波に麺類レストラン

20 市町村議会　（３０日） 全入院患者にＰＣＲ検査　砺波総合病院　院内感染を防止

21 砺波・南砺市長が初登庁 地域の力で魅力に磨きを　砺波・夏野氏　「縦割り排除」求める　「初心を忘れない」と強調

北陸中日 7 純米酒「元旦届け」 若鶴酒造が予約開始

12 市長が初登庁 砺波市、南砺市

13 障害ある人に適正報酬を 砺波営業所に清掃研修施設　金沢のビルメンテナンス会社「富山でも活動広げたい」

13 砺波市議選投開票 来年４月１８日に

13 議会だより　３０日 砺波市

読売 27 砺波市議選　４月１８日投票 砺波市選挙管理委員会

毎日 22 行政ファイル 砺波市議選日程決まる　４月１１日告示、同１８日投開票

　２日　水曜日
北日本 21 水記念公園で落ち葉拾い 庄川峡観光協同組合

21 認知症高齢者の接し方を学ぶ 砺波市地域包括支援センターと東般若自治振興会

22 タワー・列車　光り輝く 砺波　ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション　チューリップ公園に電飾

22 年賀状でフェアＰＲ 砺波市花と緑と文化の財団　年賀状テンプレートを作成

富山 1 第６９回富山県農村文化賞 農林振興の６団体に　高波地区球根組合

13 地鳴り コロナ禍の中名古屋へ旅行　犀川寮明　７２歳（砺波市）

18 河合さん制作のわら細工飾り付け 砺波市文化会館　砺波市野村島の河合進さん

19 冬道の除雪に万全 砺波市が本部　砺波市除雪対策本部の開設式

20 男女４０チーム出場 県小学生バレー　砺波で１２、１３日　第３７回県バレーボール小学生大会

20 各地で年末警戒出発式 砺波署

24 砺波チューリップ公園ライトアップ タワー解体前最後の輝き　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２０」

北陸中日 1 「最後の冬」タワーに光 砺波チューリップ公園　電飾点灯式

13 第２教室　大切に使うよ 砺波・出町小校区　放課後教室増設

読売 26 よみうり文芸 俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

　３日　木曜日
北日本 1 ２１年県産米　減産検討 コロナで需要低迷　県議会本会議

5 県議会　一般質問 針山健史氏　自民高岡　瘧師富士夫氏　自民砺波

6 富山けいざい　短信 ３５団体に助成　富山第一銀行の「富山ファーストバンク社会福祉基金」

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

21 迫力満点！竜のわら細工 砺波市文化会館に２０点　河合さん制作　鶴や亀…縁起物

21 意欲作５０点並ぶ 南部さん写真展　「動と瞬」　砺波市庄川町庄の越中庄川荘

22 稽古の成果披露 松風会吟道大会　

22 年の瀬へ　特別警戒　県内各地 砺波署

23 無事故　気引き締め 除雪対策本部を開設

28 県民会館で色紙頒布展 あすから県善意銀

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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富山 2 １２月有権者８８万６１４８人 県内、１０月から１１１３人減

3 県議会一般質問 富富富のブランド化を　瘧師富士夫氏（自民）

20 第６９回富山県農村文化賞　地域に貢献　土と生きる 環境に配慮　品質追及　高波地区球根組合（砺波市高波）　ネット栽培を試験

23 砺波チューリップ公園　屋外ステージ改修へ 屋根常設、避難所に　来年度　市長が女性団体に方針

24 応接室 理想の終末期医療を　ものがたりの街代表理事　佐藤伸彦氏

24 製造工程や歴史　パネルで学んで 砺波の御菓蔵が新装

北陸中日 1 きょうの紙面 どれがお好み？　「松浦園芸」

12 シクラメン　出荷最盛期 自宅に温かな彩りを　砺波　「松浦園芸」

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 27 行政手続き　押印廃止 デジタル化加速　県、今年度中に原則

27 チューリップ　夜も彩る 砺波でイベント　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２０」

　４日　金曜日
北日本 19 チューリップタワー来年解体　感謝の思いをボードに 砺波　公園内　中学生らメッセージ

21 「丑」年　モ～すぐだよ 越中三助焼　えと置物作り最盛期

21 まちづくり　市長に提言 女性連絡協「語る会」　砺波市女性団体連絡協議会

29 県内工業高校生　コロナで進路傾向に変化 就職より進学にかじ　採用動向見通せず

富山 1 第６９回県農村文化賞贈呈式 農林業振興に寄与 ６団体の功績たたえる

2 職業能力開発で２氏に大臣表彰 職業能力開発関係厚生労働大臣表彰　砺波市の今井勤氏

2 北陸整備局　カード初作成 利賀ダム工事　５段階で紹介

19 地鳴り 紅白を楽しみ  新年を迎える　北清俊一　６３歳（砺波市）

19 地鳴り 野ネズミ対策 万全のはずが　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

21 受賞の喜び報告　県農村文化賞 高波地区球根組合

北陸中日 13 工場見学通路を新装 砺波「御菓蔵」、きょうオープン

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 21 ベルマークだより 【１１月の運動】　砺波市　般若中

　５日　土曜日
北日本 8 現場拝見〈５４〉　 第一編物　砺波市庄川町青島　染色加工　熟練の技

24 著名人の色紙・軸３４９点 県善意銀行の「善意色紙等頒布展」

27 教育委員齋藤さん　文科大臣表彰報告 砺波市教育委員会委員の齋藤正樹さん　地方教育行政功労者

27 ヘリ使い連携訓練 砺波地域消防組合消防本部捜索救助隊と県消防防災航空隊

富山 24 教育委員の齋藤氏　文科相表彰を報告 砺波　地方教育行政功労者の文部科学大臣表彰

25 砺波　旧栴檀野幼稚園を拠点に 親子の体験を拡充　富山森のこども園　活動、新たに

25 小矢部で人権擁護啓発 砺波人権擁護委員協議会小矢部地区委員会

27 山岳事故に備え　ヘリで合同訓練 砺波　砺波地域消防組合捜索救助隊と富山県消防防災航空隊

北陸中日 5 発言 コロナ禍でも無事　庭じまい  上野亮平　７８　富山県砺波市

14 旧栴檀野幼稚園　緑の交流場に 野菜栽培や屋外キッチン

15 食べて　冬の幸せ　眺めて わら細工　夜はイルミと　砺波

読売 26 県内１０大ニュース応募を　１０日必着 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

朝日 28 催し チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２０

　６日　日曜日
北日本 15 １００歳　おめでとう　５日 高田ふじさん（砺波市庄川町金屋）

21 声の交差点 健康管理の秘訣知る　砺波市　平岡隆（６９歳)

21 声の交差点 年賀状は絆保つ宝物　砺波市　上野亮平（７８歳)

21 みんなのＶＯＩＣＥ 「忘新年会どうする」　砺波市　４０代　男性

22 友好の球根植える 砺波　オランダ交流協会　国旗デザイン

22 買い物客に人権啓発 砺波人権擁護委員協議会小矢部地区委員会

23 ２０２０　あなたが選ぶ県内１０大ニュース １５日　必着　締め切り迫る

富山 2 来年の選挙、全勝を 射水　橘氏の慶政会が研修会

9 地鳴り すがすがしい空気を吸って　紫藤道子 ８６歳（砺波市）

16 所有全車に光触媒加工 となみ観光交通　抗菌、防臭作用期待

16 フルーツパン　高岡の新名物に 小嶋シェフ　全国大会でグランプリ　南国の果実、クルミ練り込む

16 百歳 高田ふじさん（砺波市庄川町金屋、５日生まれ）

17 節目彩る１２品種１千個 来春のフェアへ蘭大使館が球根　砺波・交流協　「美しく」と願い植栽

17 所得税の確定申告　スマホで体験 砺波税務連絡協議会と砺波税務署の「スマホ申告体験会」

17 マイナンバー　３市が申請窓口 砺波、南砺、小矢部の３市

2 ページ



17 スマートフォンの安全な利用法学ぶ 小矢部・蟹谷中　砺波人権擁護委員協議会小矢部地区委員会の「スマホ・ケータイ安全教室」

23 砺波　光圓寺　オンラインで墓参りを 「墓じまい」御　門徒との縁に　合同墓で遺骨管理　来年サイトを開設

北陸中日 12 オランダ大使館からチューリップの球根 砺波市友好協植える

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　７日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　１１月の入選作 【最終選考進出者】

17 全国目指し児童熱戦 卓球の全国ホープス選抜大会県予選会

19 功労表彰や活動成果報告 砺波市青少年健全育成大会、市公民館研究大会、市ＰＴＡ連絡協議会講演会

25 声の交差点 気力と感謝の気持ち　砺波市　横川實（７７歳)

26 タクシーとバス抗菌加工 となみ観光交通

富山 13 くらしの日記 人のふり見て　犀川寮明　７２歳（砺波市）

14 緑の環境プランで大賞 砺波・栴檀野の菜園整備計画　砺波市栴檀野自治振興会

15 ２１年ぶりポンプ車更新で入魂式 砺波市消防団青島分団

15 青少年健全育成３団体を表彰 砺波市で大会　砺波市青少年健全育成大会

15 クリスマス会で乗馬体験楽しむ 砺波・東般若公民館　砺波市東般若公民館青少年育成部

15 道之上が優勝 第５３回砺波市東野尻ゲートボール同好会長杯争奪地区民ゲートボール大会

21 ほたるいか 富山県民公園頼成の森　工作教室

北陸中日 11 赤や白　Ｘマスムード 砺波　シクラメン、綿ツリーも

11 台風襲来なく風の神に感謝 南砺・級長戸辺神社　新穀感謝祭

読売 25 ウイスキー蒸留器　大臣賞 ３者共同開発　世界初の鋳造　評価　若鶴酒造

25 白馬のサンタがプレゼント 砺波　春夏イベント中止受け　東般若自治振興会

朝日 17 花々の交響曲 砺波　２４日まで　砺波市高道の県花総合センター

毎日 7 福来たれ　砺波で牛の置物作りピーク 砺波市福山の越中三助焼窯元

　８日　火曜日
北日本 1 ２１年県産米　２．２％減産 １７万７６３２㌧　コロナ禍　需要低迷　２０２１年産米の生産目標

19 お馬さん招待　背中乗せてね 砺波市東般若公民館の青少年育成部会　クリスマス会

20 移住者向け住宅取得支援 来年度に制度新設　市議会本会議

20 砺波・砺波工高　生徒１１人が傍聴 議長と意見交換

20 旧栴檀野幼稚園ガーデン整備 コミュニティ大賞受賞　「第３１回緑の環境プラン大賞」

21 願い込めて大絵馬制作 こども美術教室　北日本新聞砺波支社カルチャー教室とカルチャーパーク高岡

21 児童が柔道で交流 柔道スポーツ少年団交流大会クロスランドおやべ大会

富山 3 「働き方改革ラボ」設置　長時間労働是正 「お役所が手本を」生産性向上が重要　委員が意見交換

22 砺波市議会代表・一般質問 住宅取得の助成拡充　来年度　移住受け入れへ新制度

22 地元高校生が傍聴 議長と意見交換も

22 名所の写真でマスクケース 砺波会議所青年部が製作

23 高齢者宅の雪かき支援 砺波・若林地区振興会　小型除雪機を導入

北陸中日 13 障害者週間「生の芸術」展 だれでもちごて　みないいが　高岡市役所でココペリ作家ら　県西部の郵便局

毎日 18 青少年読書感想文全国コンクール 県代表１０編　中央審査へ　県入選は４１編　応募１万２６３編

　９日　水曜日
北日本 7 富山県分１１億円　市町村分２２億円 特別交付税

14 「至高の精神展　総集編」　５作家　新たな展開 きょうから砺波市美術館

14 北日本俳壇の集い ■特選　二俣れい子　■佳作　野村邦翠

19 新ポンプ車に入魂 砺波市消防団青島分団

20 産後ヘルパー派遣 来年度　育児支援へ

20 企業版ふるさと納税 来年度から開始

21 県西部の魅力　訪日客に伝えて 旅行会社招きツアー　国土交通省北陸信越運輸局が県西部観光社と連携

21 もみ貯蔵乾燥施設を見学 小矢部園芸高生　

22 ハローキティのなるほど図鑑　３９４ 呉羽丘陵　真っすぐ細長い形

22 キッズギャラリー 「シクラメン」　砺波市庄東小４年　福沢紗佳

28 小中冬休み　４市短縮 黒部　砺波　南砺　小矢部　学習日程確保で１～３日

28 期限切れ飲料　車内販売で提供 べるもんた

29 砺波・南砺の８５０戸が停電 ２時間半後に復旧　

富山 2 特別交付税県分　１１億４４１６万円 １２月分　砺波市　１億８８７７万円

22 砺波市議会一般質問 「産後ヘルパー」で家事支援　来年度　２カ月に５回、うつ防止

22 花のモニュメント　公園で再活用検討 チューリップタワー

23 「ＳＤＧ sツアー」映像に となみＪＣ　田中南砺市長に披露　
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25 県西部で新旅行商品 北陸運輸局、３市でツアー　北陸信越運輸局が富山県西部観光社と連携

28 べるもんた車内で賞味期限切れ茶販売 健康被害報告なし

北陸中日 13 癒やしの景観で環境とやま賞 水の賞　庄川・古上野どんど公園

13 チェンソーで合掌家屋 井波彫刻師・音琴さん精巧に

24 賞味期限切れお茶　べるもんたで販売 先月、計７日間

読売 26 よみうり文芸 短歌　【秀逸】下保憲一（砺波市）

26 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

27 賞味期限切れ飲料を販売 「べるもんた」　車内で４８本　健康被害報告なし

日本経済 39 地元の食・伝統工芸　発信　富山県が遠隔ツアー ウイスキー蒸留所など

１０ 日　木曜日
北日本 15 回顧２０２０　■柳壇■　坂下　淸 県内での全国大会延期　コロナ禍　句会を模索

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 となみ野 美の祭典越中アートフェスタ２０２０砺波巡回展ほか

16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

23 高齢者宅用に除雪機２台購入 若林地区　砺波市若林地区自治振興会　

24 松竹梅盆栽で正月祝って ９０歳村中さん　寄せ植え作り２０年超　今年は１１ヵ所に展示

24 来年度６５世帯が要望 屋敷林枝打ち助成　砺波市議会産業建設委員会

25 マスクケース　飲食店で配布 砺波商議所青年部

25 新作・近作で活動紹介 「至高の精神展　総集編」開幕　市美術館

25 文科相表彰を報告 市内の３小中高校長　本年度の教育者表彰

富山 15 コント 砺波・たぬき

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１１月誌上句会

22 高波の住民　力作５０点 砺波市美術館、きょう開幕　第６回高波美術展

22 屋敷林伐採費助成　来年度へ６５件申請 産業建設常任委員会

23 「同期の桜」３校長に栄誉 砺波　市長に喜び語る　教育者の文部科学大臣表彰

24 旬の野菜求め行列 砺波・栴檀野直売所　今年最後の営業

25 鋳物製ウイスキー蒸留器が大賞受賞 中部科学センター顕彰　若鶴酒造　

25 事件・事故 日本酒盗んだ疑い　南砺署

29 忘新年会　キャンセル　続出 Ｇｏ　Ｔｏ　イート　食事券好調から一転　自粛の波、県内飲食店直撃

北陸中日 12 先進的な農協施設を小矢部園芸高生見学 地域の農業を学ぶバスツアー

13 お取り寄せ 大門素麺

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 26 南砺のＳＤＧ s知ろう となみ青年会議所　工場などの動画公開

１１日　金曜日
北日本 8 かき餅説明　パネル設置 御菓蔵　見学路を改修

23 きょうもにっこり ４代目越中三助焼窯元　谷口三明さん

24 コロナ困窮で小口融資増加 砺波市議会民生病院委員会

25 寄付の吉田さん夫妻に感謝状 砺波市と市社会福祉協議会

富山 2 高圧ガス保安で２事業者１人表彰 優良販売業者　高田燃料店（砺波市）

24 住民の意欲作５０点　高波美術展が開幕 砺波市美術館　第６回高波美術展

24 砺波市と市社協に夫婦で２００万円寄付 吉田さんに感謝状

25 緊急小口資金の申請　昨年度比４０倍の８３件 民生病院常任委員会

26 支援金募り返礼に活用　「球根福袋」で春届け コロナでチューリップ在庫３０万球　県花卉球根農協

北陸中日 13 売れ残り球根　咲かせて コロナで需要減　寄付募る　砺波の農協　クラウドファンディング

読売 21 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１２日　土曜日
北日本 21 横断歩道は歩行者優先 出町自治振興会　啓発

22 消防器具置き場　団員詰め所設置 砺波市議会総務文教委員会

23 美の祭典　越中アートフェスタ２０２０ 光る独創性　３４点　きょうから砺波巡回展

23 反射材　つけてみた！ 県警が作製　はじめしゃちょーさん協力

富山 13 ２０２０年　読者が選ぶ　県内１０大ニュース募集 締め切りは２１日必着　③　㊴　㊹

23 地鳴り 年賀状差し出し減るばかり　角栄一　６９歳（砺波市）

25 出町分団消防器具置場を建て替え 総務文教常任委員会

26 ４市　冬休み短縮 県内の小中学校
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26 横断歩道　停止して 砺波署、出町自治振興会

北陸中日 13 高校生　砺波市議会と意見交換 城端線の利便性向上など求める

読売 30 県警　反射材を児童に贈呈 富山　絵柄に「はじめしゃちょー」

毎日 12 ２０２０　この３冊　上 伊藤光晴

１３日　日曜日
北日本 17 ＣＦ返礼に球根福袋 コロナ苦境の農家支援　砺波　県花卉球根組合

23 みんなのＶＯＩＣＥ 「年越しの準備」　砺波市　４０代　女性　楽隠居のえっちゃん

23 とやま×私×フォト 「青空のＸ'ｍａｓ」　藪保顕（砺波市）

24 美の祭典　越中アートフェスタ２０２０ 作家の内面感じて　砺波巡回展スタート

24 田中さん県知事賞 高校生県溶接競技会

24 タグラグビー　２３０人が熱戦 魚津でフェス  魚津市タグラグビーフェスティバル

24 児童生徒が腕競う 砺波で剣道大会　砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会

24 キンボール　激しい攻防 舟橋で大会　第１５回キンボールスポーツ大会

27 晴れ舞台　３密防げ　県内自治体　成人式準備 会場広く　式典短縮　運営方法を模索

富山 7 コント 砺波・たぬき

22 タグラグビー　児童ら楽しむ 魚津でフェス　魚津市タグラグビーフェスティバル

22 小６は太田さんＶ 第３７回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会

23 砺波で４０チーム激突　県バレーボール小学生大会開幕 女子が熱戦、８強出そろう　第３７回県バレーボール小学生大会第１日

24 国民保護制度に理解 砺波　県と市がフォーラム　陸自の根本氏が講演

24 ローンの仕組み学ぶ 砺波高でセミナー　ＳＭＢＣコンシューマーファイナンスの金融経済教育セミナー

24 グラウジース　ＮＥＴ、⑥で決勝 第３回全日本社会人バスケットボール選手権県予選

北陸中日 10 ４車線化「大きな節目」 東海北陸道　福光ＩＣ－城端ＳＡ完成式典

10 善意の色紙　助け合う心 朝乃山関ら寄贈　高岡で展示販売

10 砺波市飲食店組合にマスクケースを寄贈 商議所青年部

10 市と社協への寄付　市長らから感謝状 砺波の吉田さん夫妻

朝日 27 北陸　たからもの 大門素麺＠富山　冬本番「丸まげ」コシ育つ

１４日　月曜日
新聞休刊日

１５日　火曜日
北日本 5 自民砺波市連  知事選を総括 自民党砺波市連  総務会

23 非接触チケット読み取り 出町子供歌舞伎曳山会館 新システム導入

23 チューリップ  市に１００本贈呈 砺波切花研究会

24 国民保護制度学ぶ 県と砺波市 「国民保護フォーラムｉｎ砺波市」

富山 2 中小企業の支援制度整理 知事意向 県商工会議所連と懇談  髙木会頭  利便性向上を要請

3 自民砺波市連が総括 総務会

13 コント 砺波・富之助

22 カレンダーで防火啓発 砺波地域委 最優秀賞作を図案に　砺波地域幼年少年女性防火委員会

22 大型店の消火用設備の状況確認 砺波消防署 歳末特別査察

22 男子 庄川３度目　女子 堀川が初Ｖ 第３７回県バレーボール小学生大会最終日

23 市役所にチューリップを 砺波研究会　３月まで毎週寄贈　砺波切花研究会

北陸中日 12 みんなしあわせ　ＳＤＧｓ 「未来都市」南砺を紹介 となみＪＣ、映像とパンフ作成 

13 「福」を願い 丑の置物作り 砺波・越中三助焼窯元

13 金融経済講座でトラブルに備え 砺波高１年生受講 

13 チューリップ　砺波市に寄贈 生産団体の会  砺波切花研究会

１６日　水曜日
北日本 2 来社 １５日 砺波支社

19 声の交差点 ＳＤＧ ｓ 大切さ知る　砺波市　武部幹夫(８０歳）

22 消防指令 富山市に共同運用要請へ 立山  整備費  負担を軽減

22 監査委員に佐野氏 砺波市議会

22 論戦を振り返って 野焼き対策の出発点に

23 チューリップ球根 プランター東北に 市が発送  フラワー都市交流連絡協議会の事業

30 積雪量「東高西低」 富山１０㌢　高岡３㌢　砺波０㌢

30 男性はねられ重傷 砺波の県道交差点  砺波市太田

富山 2 「ちぢみこまつな」２２日本格デビュー カンカン野菜の新品種

14 東京五輪組織委、ルート概要発表 聖火の通過自治体 変更せず　６月２、３日に富山県内走る
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20 選挙管理委員 大井氏を新任 本会議

20 日面、山本さん 旋盤部門最優秀 高校生ものづくりコンテスト旋盤作業部門県大会

21 砺波市は日医工と 市民の健康寿命などに関する包括的連携協定

22 チューリップで支援 砺波市 被災地岩手、宮城に送付　フラワー都市交流連絡協議会

22 来年のフェア成功願い球根植え込み 今年中止、砺波市組合 砺波市球根組合

23 柴田、東が優勝 全国ホープス選抜卓球県予選会

23 事件・事故 父の顔殴った疑いで逮捕

23 事件・事故 横断歩道ではねられ重傷　砺波市太田の県道交差点

北陸中日 12 議会だより １５日 砺波市

13 咲け　希望のチューリップ 来春のフェアへ　砺波市球根組合　９品種を植える

13 咲け　希望のチューリップ 東北の被災地へ　砺波市　プランター発送

13 チューリップフェア　年賀状のひな型に 砺波市　来春の第七十回となみチューリップフェア

24 通過自治体　変更なし 来年の東京五輪聖火リレー　県内　従来通り全市町村走行

読売 32 よみうり文芸 俳句　【秀逸】武部由美子（砺波市）

33 震災被災地に球根の鉢植え 砺波市発送　フラワー都市交流連絡協議会

33 聖火　全市町村変更なし ６月　セレブレーション会場も

朝日 19 ＴＯＫＹＯ　２０２０　聖火リレー実施順 ＳＴＡＲＴ　２０２１．３．２５　ＧＯＡＬ　２０２１．７．２３

日本経済 16 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　 仕切り直しの聖火リレー　１２１日かけて８５９市区町村巡る

１７ 日　木曜日
北日本 2 来社 １６日 砺波支社

13 小説やエッセー ６人が寄せる 文芸同人誌「素粒」１７号

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 合唱団となみＣｏｎｃｅｒｔ ｄ'Ｈｉｖｅｒ２０２０（冬コンサート）

14 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

16 声の交差点 「前代未聞」に感動する　田辺一郎　６８歳(砺波市)

22 わが家のアイドル 杉澤佑希人ちゃん　７カ月　千葉県市原市  砺波市出身

23 異色  欄間風の木彫品 井波彫刻師 音琴さん制作 洋風住宅 和の雰囲気を
23 来年のチューリップフェアへ プランターに球根植え込み  砺波市球根組合

23 来年のチューリップフェアへ 記念ラベル 日本酒発売  若鶴酒造

23 水生生物を観察 「親子わんぱく自然教室」 南砺市井波総合文化センター

23 多彩な演目披露 砺波市の三味線教室「和（やわらぎ）の会」　社会福祉センター苗加苑

24 ７０項目を要望 自民市蓮 市予算に 自民党砺波市連と自民党砺波市議会議員会

25 県内高校生が旋盤技術競う ものづくりコンテスト 高校生ものづくりコンテスト県大会

25 カンカン野菜出荷 生産者ら規格確認 県園芸振興推進協議会

32 越中庄川荘が閉館 来年２月末 利用客７割以上減

32 黒部で竜巻？ 砺波の男性撮影

33 冬将軍 困惑と期待 県内全域で降雪 早朝除雪「へとへと」 スキー場は「ほっと」

33 ３００万円横領で砺波の女起訴 地検高岡支部

富山 3 本社来訪（１６日） 砺波総局

15 地鳴り 富山の水がおいしい理由　犀川寮明　７２歳（砺波市）

15 地鳴り 吉本新喜劇に出演の思い出　西山好美　６５歳（砺波市）

24 反射材ツリーに児童が無事故願う 砺波署で点灯式  砺波安全運転管理者部会と砺波署

24 健康や観光振興で包括協定を締結 砺波市と第一生命

25 牛の置物作り 最盛期 砺波 越中三助焼の谷口さん

25 寿クラブが優勝 第８回成政酒造杯争奪親善ゲートボール大会

27 ７０回記念ラベルで販売 チューリップフェアＰＲ 砺波・若鶴酒造

30 砺波の越中庄川荘 来年２月末で閉館へ 勤労者保養センター越中庄川荘

北陸中日 1 富山市 猪谷８５㌢、中心部２５㌢ 県内 きょうも雪予報  砺波市八㌢

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

13 カンカン野菜  出荷へ研修会 砺波のＪＡ施設など

13 チューリップフェア 記念ラベルの日本酒 若鶴酒造が発売

読売 33 船出 新田県政 🈭 歩み寄る 知事と自民

１８日　金曜日
北日本 5 となみ政経懇話会・１２月例会 １８日（金）正午　ロイヤルホテル富山砺波

21 交通事故防止願い反射材ツリー点灯 「交通安全反射材ツリー」の点灯式 　砺波署 

22 富山森のこども園　旧栴檀野幼稚園舎(砺波)を活用 自主保育 第２の拠点 豊かな自然 屋内では工作
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22 ポスター最優秀作で防火カレンダー製作 砺波地域幼年少年女性防火委員会

22 医療費適正化へ協力 砺波市と日医工　健康寿命延伸と医療費適正化などに関する包括連携協定

22 市と包括連携協定 砺波市と第一生命保険

22 大型店の防火体制査察 砺波消防署

22 「五ケ営農組合」を設立 農事組合法人「五ケ営農組合」の設立総会

23 砺波高生３人が標語部門優秀賞 情報モラルコンクール 「第１６回ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

23 最優秀賞に３１人 県児童生徒思考大会

富山 1 聖夜、正月へ花束着々 砺波 チューリップ出荷最盛期

19 地鳴り 友人の年賀状 思い出も残る　堺井清美　６５歳（砺波市）

20 砺波工高生が電気工事を体験 県電気工事工業組合南砺支部青年部の工事体験会

22 「やわやわ運転」 ２老人クに感謝状 砺波署　若林、深江地区の老人クラブ 

22 クロスランドおやべ　タワー七色に輝く きょうから点灯

22 「福を呼んで」 丑の置物寄贈 谷口さん、砺波市に 越中三助焼窯元の谷口均さん

北陸中日 1 猪谷１０６㌢、富山市３６㌢ 十七日 富山県内　砺波市　氷点下一．八度

13 地元漆芸作家 織田さん個展 庄川水資料館 

毎日 24 ギャラリーだより 日本画燦々(さんさん)－２０２０ｉｎ庄川展

24 ギャラリーだより 季節展示「クリスマス（シクラメン）」

日本経済 39 データサイエンティスト育成 販売データ、生産に反映 北陸コカ・コーラボトリング会長 稲垣晴彦氏

１９日　土曜日
北日本 4 となみ政経懇話会・１２月例会 政治ジャーナリスト　細川隆三氏　演題　菅政権の課題と戦略ー解散総選挙はいつか

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

21 来年のえと　丑の置物寄贈 市へ谷口さんら　砺波市般若自治振興会と越中三助焼窯元５代目の谷口均さん

22 松田さんに献穀報告 新嘗祭で献穀　夏野修市長が報告

28 イルミと飲食　すてきな夜を 砺波　きょう・あす　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡ（キラキラ）ミッション」

29 ニュースファイル 砺波で女性はねられ重傷　砺波市太田の県道交差点

31 県内きょう大雪の恐れ １８日最高気温　砺波で６．７度

富山 22 特殊詐欺で注意喚起 砺波署キャンペーン  砺波署と砺波市庄川町地域の防犯組合

24 結束力の固さに自信 齊藤直己さん 青島地区自治振興会長

24 初の全国  初戦突破へ闘志 庄川中野球部 少人数、部員１９人 県予選、堅守で勝ち抜く 課題の打撃力 「冬場に磨く」

24 園児 剣道で作法学ぶ 白山さん 親子２代で指導 ４０年続く伝統

24 本場仕込み  長崎ちゃんぽん ゆずの郷  やまぶき 食事処 「ほたる」

24 金屋石でピザストーン 石森石材 庄川町青島

24 連鶴や銅板の鶴 石像美術館  石附さん作品展

25 事件・事故 砺波で女性はねられ重傷　砺波市太田の県道交差点

28 県内スキー場　続々オープン ６年ぶり　初日から滑走ＯＫ　南砺　イオックス・アローザ

北陸中日 12 砺波市と第一生命　健康増進など協定 チューリップＰＲも

12 お待ちかね　イオックス開業 ６年ぶり初日から滑走可能

13 「庭じまい」知って ねかべっつい実演も　砺波　砺波民具展示室

13 「牛は神の使い」三助焼置物寄贈 砺波市に窯元

２０日　日曜日
北日本 1 白銀  待ってた! 県内スキー場

12 令和３年度  富山育英センター 県立高校受験動向予想 砺波地区

20 とやまｗｅｂｕｎランキング 　１２～１８日 ⑦越中庄川荘(砺波)２０２１年２月閉館へ(１７日)

22 企画展  来場１万人超え 県美術館  田村さん(魚津)らに記念品

24 ９４歳男性  行方不明 砺波 

25 恵みの雪  滑り出し上々  県内スキー場続々オープン コロナ対策  万全期す  マスク着用  リフトは人数制限

25 県内断続的に雪 高山線８本運休 砺波で氷点下０．５度

25 地滑り  空き家全壊 砺波井栗谷  ２世帯７人避難

富山 1 砺波で地滑り １棟倒壊 空き家、田んぼ崩落 井栗谷、集落の７人避難

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 地鳴り 末森城址訪ね風景を満喫　 黒田和也　４３歳（砺波市）

11 地鳴り 樹木茂る所まで一律規制は疑問　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

17 くらしの日記 昭和一桁　紫藤道子　８６歳（砺波市）

18 砺波地区中学生美術展が開幕 南砺・福野のヘリオス

19 瑞龍寺新駅  万葉線直通を 城端・氷見線活用へ提案続々  高岡で「アイデアソン」
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21 事件・事故 砺波で９４歳男性行方不明

24 待望オープン 新雪満喫  スキー場 たいら  牛岳  あわすの

北陸中日 1 砺波  山間部で地滑り 長さ数百㍍  空き家倒壊、７人避難

13 高岡市民  ＪＲ城端線・氷見線を議論 ＬＲＴ化のアイデア  続々

読売 25 砺波で地滑り 空き家が倒壊 ２世帯７人自主避難

２１日　月曜日
北日本 7 空から わが町 富山市婦中町長沢

9 回顧２０２０　■史壇■　木本秀樹 史料発見相次ぐ　地域から情報発信

15 砺波工業高生に配線工事を指導 県電気工事工業組合南砺支部青年部

15 匠の技光る折り連鶴展 砺波市徳万 石附與志男さん

22 新年の願い ぎゅうっと こども美術教室  高瀬神社に大絵馬奉納 

24 朝から除雪に汗 きょう県内路面凍結注意　砺波２３㌢

25 砺波の地滑り　崩落の範囲拡大 市　２世帯に避難勧告

富山 9 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

15 飲酒運転根絶へ　ミニのぼり寄贈 砺波署、飲食店に

16 世代超え準備 砺波・庄下公民館　しめ縄づくり

16 県内最多の６０人 南砺・髙瀬神社　奉仕巫女の認証式

17 きょう冬至　体温め ゆず湯　香りさわやか　砺波の「やまぶき」　庄川特産２００個

21 「もう住めないのでは」　砺波・井栗谷の地滑り 崩落拡大で避難勧告　県、市が調査　水抜き検討

北陸中日 1 砺波の地滑り　崩落拡大 井栗谷　新たに小屋２棟も

読売 10 瀬島龍三のレコード発見 元大本営参謀　陸大卒業控え録音か

毎日 22 降雪や降雨で砺波で地滑り ２世帯避難勧告　

２２日　火曜日
北日本 5 ラスパイレス指数　県内市町村平均９８．３ 県内市町村の２０２０年のラスパイレス指数

5 利賀ダムに４０億９６００万円 「転流工」整備着手

21 １位はコロナ　迅速な対応 市１０大ニュース

21 個性光る２００点並ぶ 第２９回砺波地区中学生美術展

22 のぼり旗贈り根絶呼び掛け 砺波署と砺波市交通安全協会

23 「べるもんた」　土日運行を継続 来年の観光列車ダイヤ

28 砺波　井栗谷地滑り　避難指示に切り替え 周辺市道１．３㌔通行止め　「被害　想像以上」　住民

富山 2 富山市除き国下回る 県内市町村職員の平均給与　市町村別ラスパイレス指数

24 チューリップ花束　公共施設に贈る 砺波市　「となみ "花と笑顔„ のプロジェクト」　砺波切花研究会

24 新型コロナ対応が十大ニュース１位 砺波市　

27 カンカン野菜順調 寒締めこまつな収穫　砺波　砺波市高波の農事組合法人ファーム東宮森

30 熊本「脱ダム」転換　早期完成へ機運 利賀ダム工事費２１％増　国交省　４０億９６００万円

31 県関係　２０２１　政府予算案 狩猟技能に認定制度　イノシシ、クマ被害拡大受け　富山の研修参考、全国展開

31 砺波・井栗谷の地滑り　避難指示に切り替え ２世帯、融雪で拡大の恐れ

北陸中日 14 回顧　とやま　記者が見た２０２０ ②焼肉えびす食中毒　捜査終結　理不尽　やりきれぬ遺族　

15 牛頭ボクサー　“疫病„ 倒すぞ 井波彫刻士　干支の丑作る

15 防火ポスター使い来年のカレンダー 砺波地域委作成　砺波地域幼年少年女性防火委員会

24 地滑り　県が応急対策へ 砺波市、避難指示に切り替え

読売 27 砺波の地滑り　避難指示 砺波市井栗谷

毎日 20 勧告切り替え　避難指示に 砺波・地滑り

２３日　水曜日
北日本 1 年末年始に彩り　切り花　全国へ出荷 砺波　砺波市三郎丸の農産物生産販売「フルール」

5 とやまブランド追加 「県推奨とやまブランド」　「かぶら寿司」の事業者に紺田糀味噌醸造所（砺波市）

6 ウィズ・コロナ時代の戦略２０２１　県内企業トップに聞く　⑪ 北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦氏　デジタル人材育成に力

20 コロナ終息の年に 庄下公民館　しめ縄作り

20 園内の竹使い教室 県民公園頼成の森森林科学館　ミニ門松作り　

21 となみチューリップフェア　市長とプリンセス　金沢支社訪れＰＲ 来春の２０２１となみチューリップフェア

25 ニュースファイル 婦中で車３台衝突　富山市婦中町広田の県道交差点

27 砺波　地滑り　水抜き作業道　整備着手 ２世帯移り避難所閉鎖

27 風車 小矢部園芸高校２年生　小さいサイズの門松５０個を完成

富山 2 ３事業者と２品目を認定 県推奨とやまブランド　「かぶら寿司」の認定業者には紺田糀味噌醸造所（砺波市）

22 ミニ門松　限定販売 小矢部園芸高園芸科２年生　模擬会社の収益確保　２５日に先着５０個

22 はじめしゃちょー　反射材グッズ配布 富山・水橋中部小３年着用を約束　中央署の交通安全教室

22 歌手の水田さんら華やかな舞台披露 砺波　「水田たけし＆仲間たち　歌と踊りと民謡のバラエティーショー」

23 正月用の葉ボタン　最盛期 砺波の新屋敷営農組合
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23 ＭＥＧＡドンキと物資供給の協定 災害時、砺波市

23 北陸銀サンタ　プレゼント贈る 県となみ総合支援学校

25 チューリップフェア来場を 夏野砺波市長が来社　「２０２１となみチューリップフェア」

25 事件・事故 車３台絡む事故、２人重傷

29 水抜きへ作業道建設 砺波・井栗谷の地滑り　市が毎朝巡回

北陸中日 1 林業支える日系ブラジル人 県西部組合　３０人超が活躍　９２年から採用　信用高く

14 チューリップフェア　感染対策はしっかり 来春７０回、来場ＰＲ

15 「砺波の農業継ぐ」再出発 就農支援制度活用　２人が意欲

26 砺波の地滑り　避難所を閉鎖 県が応急対策に着手

２４ 日　木曜日
北日本 4 森林計画変更を了承 県森林審議会　庄川地域森林計画の一部変更

5 優良工事の５６業者を表彰 ２０２０年度の県建設優良工事表彰

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 となみ野 第２回ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰほか

16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川水資料館

25 記者が選んだ　市町村ビッグニュース　２０２０ 砺波市　チューリップフェア中止

26 増山城カード　絵柄一新 市教委　冠木門・桜の写真に

26 淡い緑のそうめん誕生　高岡で試食会 郷土料理家と生産者が考案　アシツキ粉末練り込む

26 教育長代理者　林氏を再任 砺波市教委

26 犯罪被害防止パンフを配布 砺波署と出町防犯組合　「犯罪抑止の日」

27 お小遣いを善意銀行に 出町青葉幼稚園年長児

33 ニュースファイル 車同士衝突し男性重傷　砺波市高波の市道交差点

富山 2 利賀の橋補修で森林計画を変更 庄川地域、県審議会

21 富山文芸　１２月賞 歌壇　小池光選　佳作　山森和子

22 お手伝いのお金　砺波善意銀行に寄託 出町青葉幼稚園児

23 増山城跡カードの特別版　砺波市教委　きょうから配布 地域の宝　魅力発信

23 教育長職務代理者に林氏 砺波市教委

25 優良工事業者たたえ 富山市で表彰式　富山県建設優良工事の表彰式

25 紙風船 ＬＲＴ化も女性目線で

25 事件・事故 砺波で車２台衝突、１人重傷　砺波市高波の市道交差点

26 地鳴り 還暦の再来年　盛大運に期待　戸田祐子　５８歳（砺波市）

29 成人式　開催か延期か　南砺決定受け対応分かれ 高岡市　年内判断　他市町村、動向うかがう

北陸中日 12 砺波市「城郭カード」 増山城　柄替え増刷　きょうから配布

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

２５日　金曜日
北日本 1 甘～い冬　楽しんで 砺波のハウスで収穫　砺波市狐島の農事組合法人「ガイアとなみ」

5 砺波地滑り　空き家全壊　知事　年内に現地視察 砺波市井栗谷中尾集落

21 コロナ退散願い丑の木像制作 彫刻師　音琴さん　井波彫刻師

21 事故に気をつけて　家族へメッセージ 青島保育所　砺波署　防犯・交通安全教室

22 チューリップで心に癒やしを 切り花　出荷最盛期　権正寺営農組合

28 もりもりハウス　午後５時まで営業 砺波　喫茶も　

28 となみ創業塾　受講者を募集 砺波商議所

29 ニュースファイル 不明男性　遺体で発見　砺波署　小矢部市下中の用水路

富山 2 地滑り対策　予算拡充を 斜面協富山など県に要請　知事、砺波の現場視察へ

19 地鳴り 温かい料理でユズを楽しむ　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

19 コント 砺波・越中之助

23 事件・事故 小矢部の用水で９４歳死亡　砺波署　小矢部市下中の用水路

北陸中日 12 回顧　とやま　記者が見た２０２０ ⑤砺波、南砺市長選

23 小矢部の用水路　砺波の９４歳死亡 落ちて流されたか　砺波署　小矢部市下中の用水路

２６日　土曜日
北日本 21 選管委員長に今井氏 砺波市選挙管理委員会

22 ぜんざい販売の収益預託 女性交流団体「きらめきネットワーク」

23 高瀬神社が福寿箸寄贈 砺波総合病院に３５０膳

27 ニュースファイル 用水路で発見の男性は水死　小矢部市下中の用水路

28 砺波地滑り１週間　住民「家に戻りたい」 地盤工事完了見通せず　６年前にも　雪解け警戒　長期化覚悟　
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28 土砂災害警戒区域 県内に４８８２ヵ所

富山 19 地鳴り 対策なければ維持が困難に　犀川寮明　７２歳（砺波市）

20 ぜんざいの収益金を預託 砺波・きらめきネット　

20 砺波総合病院に回復願い福寿箸 南砺・髙瀬神社

21 選管委員長に今井氏 砺波市選挙管理委員会

22 自主事業充実で活性化 坂井彦就さん　庄川峡観光協同組合理事長

22 強豪復活へジュニア部　 女子ソフト「ダイヤモンドキッズ」園児～小学２年　４月開設「単独チームで大会へ」

22 庄川挽物木地の技術　アマビエこけし試作 伝統工芸士・但田さん　南砺・山下さん絵付け　来年商品化目指す

22 春高バレー　活躍願う 雄神集落センターに懸垂幕

22 クリスマス　手品楽しむ 放課後クラブに、ともやんさん　庄川小校区放課後児童クラブ運営委員会のわくわくクリスマス会

22 すどまりとなみでしめ縄づくり 庄川町金屋の古民家ゲストハウス「すどまりとなみ」

22 ユズみそ　海外で人気 コロナ禍でも輸出好調　トナミ醬油　販路開拓

23 事件・事故 砺波の男性遺体は溺死　小矢部市下中の用水路

２７日　日曜日
北日本 1 ふるさと納税額倍増 県内自治体４～１１月 ７億９２００万円

15 読者が選ぶ２０２０ 県内１０大ニュース ⑲チューリップフェア、高岡御車山祭など中止

富山 9 地鳴り 自分のために大切なこと  西川良子 ６８歳（砺波市）

16 三つの「待つ」を啓発 砺波署  安管部会が設置

北陸中日 12 お手伝いのお金を「困っている人に」 出町青葉幼稚園児が寄付

２８日　月曜日
北日本 8 北日本文芸 年間賞 歌壇 俳壇

17 三つの「待つ」順守 砺波署に運転管理者部会

22 県内１６チーム懸命プレ― 砺波でフットサル大会

22 文部科学省後援第３９６回全珠連検定試験 ほか 合格者

25 砺波の地滑り 知事が現場視察 「住民の安全最優先」

富山 12 砺波伝統 豆がらのしめ飾り 今田さん、住民に指導

14 年末年始・窓口ごみ情報 砺波市

19 砺波・井栗谷の地滑り 国事業費で応急措置 知事視察、追加予算要請へ

北陸中日 8 砺波・井栗谷 地滑り現場視察 知事「年末年始返上で対応」

8 折り連鶴の美 初のコラボ展 砺波の石像彫刻美術館

9 新しい生活様式で初詣 高瀬神社 御朱印は書き置き 祈願御幣持ち帰り

読売 16 広告 砺波造園土木株式会社

17 砺波地滑り 知事が視察 「安全確保を最優先に」

２９日　火曜日
北日本 15 年末年始の業務案内 砺波市

19 新型コロナ この１年 収束見通せず

20 善意のともしび 砺波善銀

富山 4 きょうから福袋販売 イオンモール

18 年末の防火万全に 感染対策で簡素化 各分団２人が集合 砺波

19 コロナ差別なくそう 砺波、南砺の青年４団体 啓発ポスター製作

20 年末年始・レジャー情報 砺波市

22 地鳴り 全てのものにありがとう 紫藤道子 ８６歳（砺波市）

25 県内寂しい年の瀬 「ＧｏＴｏ」一斉停止 宿泊キャンセル続き 帰省客少なく駅閑散

北陸中日 11 砺波・太田の工業団地内横断歩道 重傷事故３件相次ぐ 背景に暗さやモラルの低さ

11 コロナ禍 花配布で農家応援 砺波市 公共施設へチューリップ

３０日　水曜日
北日本 1 ウイークリー西部 砺波の空き家 初の減少

1 ナノ技術でシミ隠し 県産業技術センターと県内企業研究　シート貼り 肌と同化

8 ２０２１県内選挙展望 ２０２１年に予定される県内地方選挙

8 ２０２１県内選挙展望 砺波市議選 今回も少数激戦か

11 とやま×私×フォト 「空に雲の大群現れたぁー」ロビンちゃん（砺波市）

17 ウイークリー西部 砺波の空き家　初の減少　住民の橋渡しが奏功　有効活用促進に課題

17 団員５０人を激励 砺波　夏野修市長が２３分団の団員約５０人を激励

17 初売り情報 砺波

18 ハローキティのなるほど図鑑４０８ 瓜裂清水 庄川町の名水スポット 富山市科学博物館

23 ニュースファイル 自転車の女性はねられ重傷
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富山 2 社説 歴史遺産の整備　県境を結ぶ「宝」の活用を

2 来年の選挙展望 砺波市議選

2 観光情報　手軽に入手 県、カード型パンフ作成

2 ２月の商農工連携フォーラムを配信 参加者募集 県と県商工会連合会、県農協中央会

3 来年の選挙展望 ２０１７年衆院選　県内小選挙区の結果

3 来年の選挙展望 橘氏の動き本格化　富山３区

13 地鳴り 最近読んだ３冊の本 春川正人 ７３歳（砺波市）

18 スポーツ描いたカレンダー 砺波学園制作 交流団体に配る

18 ロビー展 小西淳子・木目込み人形展　北陸銀行庄川支店

20 初詣情報 砺波市

21 事件・事故 自転車の女性はねられ重傷

北陸中日 10 ニュースダイジェスト㊦　９～１２月 １１月　砺波市と南砺市の市長選が告示

10 砺波市もっと知って　ＨＰにとなみん検定 砺波市「となみん検定」と題したクイズをホームページに公開

３１ 日　木曜日
北日本 1 年末寒波 県内直撃 年始にかけ大雪恐れ

5 富山けいざい短信 ５市町の計画変更を認定

16 重箱におせち 色彩豊かに 綜合カレッジＳＥＯで講座

富山 1 数年に一度寒気到来 県内各地で積雪 ３日まで大雪恐れ

11 地鳴り 打開の策は薬しかない 石崎弘穀 ６７歳（砺波市）

16 石像美術館 映像で紹介 砺波・庄川町 開設者・松村さんがＤＶＤ

16 はじめしゃちょーさんの反射材贈る 黒部署、村椿小児童に

17 市町村回顧２０２０④　砺波市 新図書館 交流拠点に フェア会場に展望園路

18 初売情報 砺波市

22 砺波・光圓寺 オンライン寺院で初詣 コロナ対策 ＣＧで開設

23 ほたるいか 総合カレッジＳＥＯ

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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