
　　　　　　　２０２１（令和３）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　水曜日
北日本 17 声の交差点 住職さんに励まされ　砺波市　小西文子　（７７歳）

19 てくてく風土記　砺波市五鹿屋地区 ⑥　２万３０００株のシバザクラ　愛情込め　地域に彩り

22 とやまお城探検隊　１５８　 一乗寺城②　小矢部市　前田軍への強い警戒心

29 県内２回目接種８８．２％　コロナワクチン 入善と小矢部９割超　３回目　予約体制拡充

29 新型コロナワクチンの２回目接種率 砺波市　８８．９％

29 被告に懲役１５年求刑 富山地裁　砺波のハンマー襲撃

富山 1 初詣へ縁起物準備 南砺・髙瀬神社　穂宝守りなど２０万点

21 地鳴り サトイモ堀り　ようやく終了　安カ川仁省　７１歳（砺波市）

21 地鳴り 土蔵改装の店内　懐かしさが漂う　黒田和也　４４歳（砺波市）

25 県人口　１０３万４８１４人　２０年　国勢調査確定値 砺波市が南砺市を逆転　持ち家率２位に　秋田１位　減少数・幅が最大　

29 ほたるいか 砺波市の小中学校、幼稚園で「呉西（ゴーセイ）な日」の給食

26 よみうり文芸 短歌　砺波市　前田美智子

読売 27 客を殴打　懲役１５年求刑 富山地裁

毎日 24 懲役１５年を求刑 砺波・ハンマー殺人未遂　地裁公判

２日　木曜日
北日本 14 となみ野 手のぬくもり展　ギャラリーみかん堂　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

16-17 ＮＩＥ　教育に新聞を　研究発表会 主体的な学び　新聞から　出町中　出町小　砺波市の２校で公開授業

22 新年へ準備着々　うまくいく守　新たに用意 うまくいく守　新たに用意　岩峅雄山神社

23 交通ルール守ろう　園児にメッセージ 県交通安全母の会連合会

24 除雪対策本部を開設 本格的な冬に備え　砺波市

24 商工レストラン新装開店 「商工レストラン松楓」が１日オープン

26 とやまお城探検隊　１５９　 道坪野城　小矢部市　道を取り込み築く

28 庄川地域話題掲載　本紙の記事を展示 県信組庄川井波支店

富山 1 「雪降る前に」レンコン収穫 砺波　市谷のレンコンほ場

19 地鳴り 孫のランチョンマット仕上げる　戸田祐子　５９歳（砺波市）

20 道路除雪対策を万全に ―砺波市　除雪対策本部の開設式

20 園児が横断歩道渡り方を学ぶ 砺波母の会が教室

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　日本画燦々－２０２１ｉｎ庄川展－

読売 25 新春へ着々　師走点描 縁起物　願い込め　南砺・高瀬神社

毎日 22 五鹿屋の魅力　かるたに 砺波　地元の子どもら作成

３日　金曜日
北日本 19 声の交差点 母校に来た長嶋さん　砺波市　上野亮平　（７９歳）

21 小型除雪機導入　地域の交通確保 般若自治振興会

21 きょうもにっこり 中央農業高校生物生産科３年　荒木拓登さん（砺波市）

22 安全なまちへ巡回 砺波　砺波署　年末特別警戒合同出発式

23 ライダー「昇龍道」満喫 観光ツアー　高岡・砺波巡る

23 車いすバスケ　宮島選手と交流 西田地方小

27 ニュースファイル カミソリの替え刃盗んだ疑い

富山 2 １２月有権者８８万４６９人 県内、１０月から８９３人減　砺波市　３９,９２９人

24 パッチワークでツリー ✕マステーマに作品展　富山新聞文化センター　イオンとなみ教室

24 園児　元気に「メーン」 砺波・庄川町「つどい納会」

24 氷見、砺波で年末警戒出発 氷見市と砺波市で年末特別警戒出発式

26 砺波、全国大会逃す フットサルフェスタＵ－１２北信越予選大会

26 宮島選手「夢を持って努力を」 富山・西田地方小で交流

31 コロナワクチン　県内３回目接種開始 高岡ふしき病院皮切り　オミクロン株、第６波に備え　１０市町が月内スタート

31 カミソリの刃　大量万引疑い 富山南、砺波署が男逮捕

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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４日　土曜日
北日本 4 ２２年県産米３．１％減産 １７万２１２５㌧　コロナ禍２年連続　砺波市　１４,９０９㌧

17 回顧２０２１　柳壇　坂下淸 ネット活用の句会検討　来年　川柳富山大会へ準備

25 風合い生かした革工芸展 本社砺波支社カルチャー２０年

26 新年へ寅置物作り 越中三助焼

26 １６人の力作並ぶ 県彫刻家連盟の「手のぬくもり展」　ギャラリーみかん堂

27 美の祭典　越中アートフェスタ２０２１ 光る自由な発想　魚津できょうから巡回展　砺波展は１１～１６日

28 とやま雪模様　９　昔の雪遊び 自作スキーで坂滑り　人形やうずまき　竹を割って板に

29 第４０回全国中学生人権作文コンテスト 特別優秀賞・優秀賞・奨励賞

35 軽乗用車に追突　富山の女性重体 婦中の県道

富山 2 ３人５団体たたえる 県スポーツ功労表彰　砺波市剣道会（砺波市）

2 県分は１０億７７００万円 特別交付税１２月分　砺波市　２億６４６４万円

5 砺波にクスリのアオキ 砺波市庄川町示野に庄川店を新設

33 軽と衝突、車運転の６８歳女性重体 富山の県道

北陸中日 13 野球少年　中学でもプレーを 今春発足　となみ野ボーイズ　少子化で部活困難な中、受け皿に

読売 25 車同士衝突　１人重体 富山市婦中町千里の県道

毎日 26 出町子供歌舞伎　太夫ら稽古に熱 砺波　来年の当番町となる東の住民

26 県代表１０編　中央審査へ 松田理沙さん（出町小４年）２年連続　青少年読書感想文全国コンクール　応募１万６５４２点　入選３９編

５日　日曜日
北日本 20 わが家のアイドル 水上琴葉ちゃん　５歳　砺波市庄川町青島

21 一足早く✕マス サンタ登場に笑顔　出町児童センター　「クリスマスのつどい」

22 強盗に備え訓練 砺波署　砺波市久泉のローソン砺波久泉店で

23 県内１０チーム熱戦 中学バスケ入善カップ　男子①出町　女子①出町

29 ２０２１　あなたが選ぶ県内１０大ニュース １５日必着　募集中　４月　⓲チューリップフェア開幕　ブルーインパルスも来た　

富山 3 日曜特番　富山、石川　脱はんこ１年 市役所、町役場　対市民７割　庁内２割　廃止

3 「脱はんこ」どこまで進んだ 砺波市　対市民　半　庁内　半

4 「地方の要望を政策に」 橘氏、慶政会で国政報告　会長に嶋田氷見市議

4 あす５氏が一般質問 県議会　午前　瘧師富士夫氏（自民）

4 経済　今週の動き 砺波商工会議所　北村憲三会頭は砺波チューリップ公園でＫＩＲＡＫＩＲＡミッション点灯式

20 般若Ｃが優勝 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１５回室内ペタンク大会

22 こども二科展　８人入賞 齊藤さん２年連続　富山新聞文化センター教室

24 地鳴り ７０年ぶりに見たマフラー　紫藤道子　８７歳（砺波市）

北陸中日 8 中日歌壇　島田修三選 砺波市　上竹秀幸

11 旧タワーのオブジェ移設 チューリップ公園　円形花壇中央に

朝日 23 クリスマス気分彩る 砺波・四季彩館　

６日　月曜日
北日本 3 県議会きょうの論戦 一般質問　－質問順－　瘧師富士夫氏（自民、砺波）

7 読者写真コンクール　１１月の入選作 最終選考進出者　志浦健治（砺波）

19 松かさ使いトラの置物 頼成の森で工作教室

20 とやまお城探検隊　１６０　 安養寺御坊　小矢部市　伏木に移り　勝興寺へ

25 声の交差点 松村謙三先生しのぶ　砺波市　武部幹夫（８１歳）

26 投球や捕球技術磨く 砺波市野球連盟　中学生と高校生を対象にした野球教室

富山 16 １人暮らし高齢者に弁当 砺波市般若老連

16 西島が制す 第５４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

17 雄神分団、ポンプ車入魂式 砺波市消防団雄神分団の消防ポンプ車入魂式

18 となベジ計画　厚労相優秀賞 砺波・野菜摂取活動

18 砺波で防災講演会 「土砂災害から身を守るためには？」　砺波市庄川生涯学習センターで

18 砺波・般若に小型ローダー 砺波市般若自治振興会の小型ホイールローダーの入魂式

北陸中日 10 昇龍道プロジェクト 富山と能登の魅力　深掘り　酒蔵や伝統工芸巡る　石川在住の外国出身３人参加

７日　火曜日
北日本 5 第三者評価を来月試行 県の事業見直し　民間経営者や若者参加　

5 城端線・氷見線存続を 知事…経済界の意見も聞きたい　瘧師富士夫氏　自民　砺波

15 声の交差点 浄土の住み心地は？　砺波市　小西竹文（７３歳）

19 住民３世代　力合わせ 高波公民館　三世代交流行事「高波もちつき大会」

19 野菜景品に抽選会 宮村地区収穫祭
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20 カメラ１１台で大雪情報　 砺波　ＨＰから国・県道映像　市議会１１月定例会本会議　代表質問

20 消防団員報酬増　３月議会に提案 川岸勇氏（自民会）

20 高校生１０人傍聴　議長と意見交換 砺波、砺波工業の両高校の１、２年生

20 カイニョと生きる 剪定枝受け入れ　毎週日曜予約制　３月から　砺波市

20 ポンプ車１台を更新 砺波市消防団雄神分団の消防ポンプ車入魂式

20 読み聞かせに親しむ 砺波市三郎丸の市社会福祉センター麦秋苑で

20 朗読と箏演奏楽しむ 「第１７回いこいのひととき」　砺波市出町子供歌舞伎曳山会館で

21 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 野菜不足の食生活反省

21 投球の基本動作　小中学生が学ぶ ソフトボール練習　砺波市ソフトボール協会と砺波市体育協会

22 とやまお城探検隊　１６１　 蓮沼城　小矢部市　公家招き優雅に歌会

25 とやまの紅葉２０２１×私×フォト 「紅葉に誘われて」　サフィア（富山市）ほか

富山 3 経済界の意見聴取　城端・氷見線のＬＲＴ化 県議会一般質問　福井の事例を参考に　瘧師氏が訴え

3 枝葉の活用を検討せよ 瘧師富士夫氏（自民）

3 記者席 知事のリーダー像

20 地鳴り ガラス越しでも面会できないか　角栄一　７０歳（砺波市）

22 消防団員報酬引き上げ 砺波市議会代表、一般質問　来年度、国の基準参考

22 枝葉受け入れ　毎週日曜に拡大 電話、ネットの予約制

22 砺波、砺波工高生が傍聴 議長、副議長と意見交換

22 公共交通維持を 交通まちづくり公開講座　砺波市の散居村ミュージアム

22 マステ作品でコンテスト 南砺市商工会女性部　ポストカード　一般　優良賞　清水暁子（砺波市頼成新）

22 三世代で餅つき交流 砺波・高波公民館

24 県内から３氏入選 伝統的工芸品公募展　横山勝次さん（横山挽物木地）の庄川挽物木地「たけのこの重－うすらい塗り－」

24 新潟明訓高元監督が中学野球部員を指導 砺波市野球連盟

24 情景作品コンクール入賞の中高生たたえ 高志の国文学館　文芸　佳作　河邊泰雅（砺波市出町中）

25 富山市剣連が男女Ⅴ 第６９回富山県剣道大会　女子　②砺波剣友会

25 男子は高岡工芸　女子は富山一Ⅴ 第４０回全国高校選抜弓道大会富山県予選会　男子　団体　②砺波工

29 県産チューリップ　二重苦 砺波、高岡の切り花農家　球根輸入遅れ　灯油価格高騰　ハウス栽培「書き入れ時なのに」

毎日 24 地元の豚肉使用　おいしいハヤシ 砺波・給食提供　となみブランド「たかはたポーク」を使った給食

８日　水曜日
北日本 5 優良公民館表彰に県内２館 ２０２１年度の優良公民館の文部科学大臣表彰　砺波市雄神公民館

19 イクボス養成の第一人者に聞く 共同参画のつどい　砺波市男女共同参画推進のつどい

20 発達障害外来開設は「困難」 砺波市の砺波総合病院

22 とやまお城探検隊　１６２　 増山城①　砺波市　何度も増築　城名の由来

29 「持ち帰り残業」認め和解 パナ砺波工場　男性社員過労死　

29 悲劇またしても １６年にも社員自殺

29 妻「主人戻ってこない」 亡くなった男性の妻（４１）会見

富山 3 「地域商社」早期設立を 自民県議　コメ輸出拡大、知事に提言

3 優良公民館２館　文科大臣表彰 文部科学省の優良公民館表彰　砺波市雄神公民館

23 市町村議会（７日）　砺波市 女性がん検診、定員増　来年度　子宮頸がん接種ＰＲ再開

29 パナ社員自殺　遺族と和解 砺波の工場　持ち帰り残業認め謝罪　「仕事背負いすぎて…」妻が再発防止訴え

29 「痛ましい事案」　パナがコメント ７日、再発防止策を発表

29 富山、石川で車上荒らし 金沢の男２人、容疑で逮捕

北陸中日 13 文学朗読と音楽　練習成果を披露 小矢部のサークル　朗読サークル「ふみの会」の発表会「いこいのひととき」

読売 30 よみうり文芸 短歌　砺波市　山田裕子

31 過労で自殺「二度と」 パナソニック社員　遺族が訴え

33 「持ち帰り残業」うつ、自殺 パナソニック　遺族に謝罪

朝日 27 再発防止　徹底を パナ過労自殺　妻が会見で訴え

毎日 22 １回でも多く共演を 越中いさみ太鼓　高木さん３世代で　砺波

26 パナ　持ち帰り残業謝罪 従業員自殺　遺族と和解　労基署認めず

９日　木曜日
北日本 5 新川・砺波に特設会場を ３回目接種でワンチーム会合　市町村が県に要望

6 富山けいざい　短信 ＳＤＧｓ宣言　県信用組合

14 となみ野 第４４回８＋α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 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館
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19 声の交差点 マラソンと立山連峰　砺波市　北島嘉孝（５０歳）

21 正月彩る松竹梅盆栽 ９１歳村中さん　市内施設に贈る　砺波市鷹栖

22 カイニョと生きる　剪定枝　無料回収継続へ 南砺市　今秋　想定の３倍５００㌧　砺波市　来年３月　２日間で搬出　両市議会　関心高く

22 非接触型で首都圏ＰＲ 来年チューリップフェア　砺波市議会産業建設委員会

23 急性中毒の対応確認 救急救命士ら訓練　高岡、砺波両医療圏の合同救急救命技術指導会

23 針供養に合わせ大福餅届ける 高儀新筏長寿会

23 県内３点入選 全国伝統工芸公募展

24 とやまお城探検隊　１６３　 増山城②　砺波市　歴代城主の足跡　今に

27 ニュースファイル 車同士衝突２人重傷　砺波市三郎丸の市道交差点

富山 4 砺波工業がＳＤＧｓ宣言 砺波工業（砺波市）

21 市町村議会（８日）　砺波市 市農業公社の球根用農機　老朽化で対応検討　チューリップフェア　首都圏ＰＲを再開

21 会員に大福餅贈る 砺波・高儀新筏長寿会

21 今年最後の営業 砺波・栴檀野直売所

23 紙風船 雪との闘いに備え

23 事件・事故 ダンプと車衝突、２人重傷　砺波市三郎丸の市道交差点

北陸中日 5 発言 日帰り温泉　仲間と旧交温め　上野亮平　７９　富山県砺波市

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

13 催し　 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１

読売 26 ビューポイント保全へ指針 ユーチューバー　６か所巡る動画　県が公開

毎日 22 チューリップ形オブジェを設置 砺波・公園の花壇

日刊工業 14 学習帳　ライバルが協業 中越パルプ　ショウワに営業権譲渡

１０日　金曜日
北日本 5 １万９８００票が「民主党」 略称同じ　立民と国民に案分　１０月の衆院選比例代表

21 「願い」テーマ　光で彩る きょうからチューリップ公園　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

21 イルミ運営に寄付　蓑さん（高岡）へ感謝状 「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」実行委員会

22 とやま　お城探検隊　１６４　 増山城③　砺波市　県内髄一の大きさ

富山 23 マイナカード出張受付 交付率は県内トップ４４・６％　砺波市　民生病院常任委員会

23 住宅助成申請１７件 「となみ暮らし応援プロジェクト」

北陸中日 12 チューリップ公園イルミ運営に　蓑さん（高岡）が１００万円 「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

12 きょうから光のショー楽しんで 本誌富山支局でＰＲ　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１」実行委員会

読売 28 チューリップ公園に光の花 砺波で今日から　　「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１」

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１１日　土曜日
北日本 1 幻想の光　願い込め 砺波チューリップ公園　１０万個の電球で彩る

7 教育者文科大臣表彰県内３人 高岡市志貴野中学校の白江日呂雄校長（５９）ほか

15 回顧２０２１　歌壇　上田洋一 言葉の力　実感の一年　県短歌大会　高校生が地位と人位

15 同人９人が小説や俳句 「千尋」第１０号刊行　松田三千代さん（砺波）の作品も収録

19 高松一など９校候補 来春選抜２１世紀枠　砺波は選ばれず

25 クーポン「デメリット多い」 砺波　１０万円給付巡り市長　年内に現金５万円支給

25 第３子に１０万７３００円 出産支援金継続　砺波市

26 とやま雪模様　１０　陸の運搬 そり滑らせ効率的に　体力と気力が必要　山の斜面を利用

31 ニュースファイル 酒気帯び運転疑いで逮捕　砺波署

32 入浴できず「死活問題」 背景にコロナ下の離職　砺波・新川地域　富山の一部　訪問サービス停止

富山 1 新タワー　光のショー 砺波　１０回目「ミッション」　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１」

23 地鳴り 思いがけず花を楽しむ　小倉慶子　７７歳（砺波市）

27 電飾行事の維持へ　砺波市に１００万寄付 高岡・蓑さんに感謝状　夏野修市長から

30 事件・事故 酒気帯び運転疑い男逮捕　砺波署

30 令和３年度教育者文部科学大臣表彰（１０日） 【公立】白江日呂雄（５９）（高岡市立志貴野中校長）＝砺波市

33 県内の旅館　ホテル　宿泊割「使えるうちに」 追い風、年内予約順調　週末満室、団体客戻る

北陸中日 1 新旧チューリップ　夜空に咲く　砺波 「ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１」

読売 31 プレーバック　ＴＯＫＹＯ２０２０＋　３⃣ 守り磨き　挑んだ頂点　車いすバスケ「銀」　宮島徹也選手　３３　岩井孝義選手　２５　「子にメダル」原動力　パリ大会こそは「金」

31 花壇に光の華 「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１」

１２日　日曜日
北日本 1 ５人に県民栄誉賞 東京五輪・パラ　活躍たたえる　富山で贈呈式

15 みんなのＶＯＩＣＥ「コロナ行動制限緩和」 砺波市　５０代　はるりとなみ
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15 みんなのＶＯＩＣＥ「コロナ行動制限緩和」 砺波市　５０代　自営　クリスマス３日前の機械屋さん

18 ペットボトルで灯ろう作り となみ元気道場

19 美の祭典　越中アートフェスタ２０２１ 細部追求　平面・立体１２点　砺波巡回展スタート

24 とやまｗｅｂｕｎランキング ⑤砺波工場の長時間労働自殺　パナと遺族和解（７日）

27 熱戦　笑顔で振り返る ５選手に県民栄誉賞　競技で富山を盛り上げたい　車いすバスケ　宮島・岩井選手

富山 1 ５選手の活躍たたえ 東京五輪・パラでメダル　富山県民栄誉賞を贈呈　

17 ２０２１読者が選ぶ　県内１０大ニュース募集 締め切りは２１日必着　⓭　チューリップフェアで空自飛行　ほか

21 宿泊客に陶芸体験人気 砺波・越中三助焼の工房　旅行需要の回復受け

22 頂点目指しアタック 砺波で県バレー小学生大会開幕　女子で熱戦　８強出そろう

25 「水道でマイクロ発電」広がる 身近な資源を再エネに　砺波市など１９道府県の４６カ所で導入契約

26 「皆さんの応援のおかげ」 県民栄誉賞の５選手　笑顔で感謝　決意も新た

26 ５分野意欲作　けやき展開幕　来場者を魅了 金沢美大出身作家の４２点　県民会館

北陸中日 1 メダリストに県民栄誉賞 向選手ら５人に贈る

読売 35 ５選手　富山に夢と希望 東京五輪・パラメダリスト　県民栄誉賞を授与

毎日 24 ５選手の快挙たたえる 東京オリ・パラメダリスト　県民栄誉賞贈呈式

１３日　月曜日
新聞休刊日

１４日　火曜日
北日本 6 富山けいざい　短信 ３０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」

17 とやま×私×フォト 「ねことさんぽ」　めがねライダー（砺波市）

23 ピザ手作りしたよ 富山森のこども園　砺波

23 豪の文化に親しんで 砺波ＲＣ　出町小で出前講座

26 とやま　お城探検隊　１６５　 亀山城　砺波市　敵を迎え撃つ工夫満載

26 とやまゼミナール　２０２１ テーマ　庄川の流送　上　山から平地へ木材運ぶ　道具を背負って　命がけの作業

富山 1 県外に宿泊「割引適用外」 現地の会社利用が必要　富山県内の会社不満　「旅行会社だけ損」

1 おとぎの国へ　ようこそ 富山シティバレエ団公演

22 育児楽しむこつ紹介 砺波市の男女共同参画推進のつどい

22 手作り窯で焼きたてピザ 「富山森のこども園」（富山市）の「にちよう森のマーケット」

24 男子　庄川連覇　女子　草島初Ｖ 第３８回県バレーボール小学生大会最終日

25 縁起物　年内から授与 南砺の髙瀬神社　２年連続、境内飾る

28 新川、砺波でも設置検討 県のワクチン３回目特設会場　設置時期の前倒しも検討

北陸中日 5 発言 冬支度　こつこつと作業励む　農業　島田栄　７３　富山県砺波市

15 庄川の島田さんが日本画や篆刻展示 青井記念館美術館

読売 32 砺波の小学生が庄川の堰堤見学 砺波市立庄南小学校４年生３１人

１５日　水曜日
北日本 5 県議会自民　ＬＲＴ「攻めの議論を」 県　他の交通体系も調査　ＪＲ城端・氷見線巡り勉強会

5 年度内に方向性 次期県議選　定数・区割り　自民県連

17 大矢四郎兵衛の功績学ぶ 鷹栖小　小幡さん（前自治振興会長）が授業　砺波

18 年末も無事故で過ごそう チャイルドシート講習　砺波　太田認定こども園

19 三味線演奏プレゼント 砺波　三味線教室「和（やわらぎ）の会」のクリスマス会

19 ショパンの楽曲楽しむ 砺波　音楽コンサート「ショパンと遊ぼ！」の砺波公演

19 教育委員　林氏再任 砺波　砺波市議会本会議

19 市民の「目」で議員強く 論戦を振り返って

21 とやま×私×フォト 「コスモスとむすめ」　もりさん（砺波市）

22 とやま　お城探検隊　１６６　 孫次山砦　砺波市　竪堀　長さ５５㍍・高低差２５㍍

26 １０万円給付　舟橋　現金で一括 砺波　全額現金の方針

富山 21 全て現金、高校生は一括 砺波市　全員協議会　教育委員に林氏再任

27 ほたるいか 砺波市東保の認定こども園東般若保育園で防災教室

28 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ　
28 よみうり文芸 文芸サークルから　海潮砺波歌会

１６日　木曜日
北日本 5 ＬＲＴ化「まだ議論分散」 城端・氷見線　知事　商議所側に説明

5 ズーム 城端線と氷見線のＬＲＴ化

6 製造工程　３６０度動画で 若鶴酒造のウイスキー蒸留所

14 となみ野 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２１　ほか
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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

21 身を低くして避難体験 東般若保育園で防災教室　砺波

21 事故防止へツリー点灯 雄神保育所園児ら　砺波

21 困っている人に「お小遣い使って」 出町青葉幼稚園児　砺波

22 小型除雪機の安全講習 砺波　砺波市種田地区自治振興会

22 年末に向け消防設備点検 砺波　砺波地域消防組合砺波消防署

24 とやま　お城探検隊　１６７ 御館山館①　砺波市　信長勢に焼き払われる

富山 1 年末年始彩る　チューリップ 砺波で出荷始まる　権正寺営農組合

3 「県西部活性化に大切」 城端・氷見線のＬＲＴ化　知事が強調　県商工会議所連合会と懇談

3 高岡大和の跡に市役所？ 塩谷会頭「選択肢の一つ」　各商工会議所の主な要望

5 住みここち　砺波市２９位 北陸トップは野々市６位　大東建託調査

13 地鳴り コロナ落ち着き　バス旅行に参加　犀川寮明　７３歳（砺波市）

22 チューリップ球根　フェアへ植え込み 砺波市球根組合

22 お手伝いのお金を砺波善意銀に寄託 出町青葉幼稚園

22 反射材ツリーに交通安全誓う 砺波署で点灯式

24 方言紙芝居で「がん学習」 アジアがんフォーラム　南砺・上平小で授業　２月に相倉ライトアップ

北陸中日 1 県内　あす夜から大雪恐れ 県「不要不急外出控えて」

12 雪シーズンに備え　住民が除雪機講座 砺波・種田地区

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館（砺波市高道）

13 展覧会 小惑星探査機はやぶさ２帰還カプセル展示　チューリップ四季彩館

13 がんについて、考えてみよう 世界デー控え　上平小で紙芝居授業　来月、中国・蘇州市と交流

読売 31 １０万円給付　７市町村「現金」 自治体方針　検討８市町「年内５万」

31 記者ノート２０２１ パラ競技　環境づくりを

１７日　金曜日
北日本 1 今夜から大雪恐れ 平野部　２０～４０㌢見込み

10 ＴＯＭＩＩＣＨＩ中学生造形コンクール 未来へ希望込めて　入賞・入選者　絵画　入選　宮腰祥司（庄西３）

19 チューリップで市庁舎彩って 切花研が花束

19 来春のフェアへ球根植え込み 砺波市球根組合

20 興味津々　宇宙へ思い 砺波　はやぶさ２展　帰還カプセル　身近に

21 厚労大臣優秀賞を報告 となベジプロジェクト　砺波

27 ニュースファイル ８６歳男性はねられ重傷　砺波市庄川町天正の国道交差点

富山 1 入善　所得制限撤廃 １０万円給付　１３市町村　全額現金　政府の二転三転にため息

22 毎週寄贈　庁舎彩り 砺波研究会、市にチューリップ

23 医療従事者に３回目接種開始 砺波総合病院

24 はやぶさ２に夢、ロマン 砺波・四季彩館　帰還カプセル展示　児童生徒が偉業理解　６年間５２億㌔、宇宙の旅紹介

25 県の発注工事　優良事業者たたえ 県が表彰

25 事件・事故 横断歩道ではねられ男性重傷　砺波市庄川町天正の国道１５６号交差点　

北陸中日 1 ５２億㌔の旅終え　砺波へ はやぶさ２カプセル展示　チューリップ四季彩館

5 発言 大谷選手　来季も希望与えて　会社員　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

読売 26 デジタルで地域課題解決　工場内移動に６０台順次導入 ＣＫサンエツ　砺波工場（砺波市太田）内での移動用に

26 帰還のはやぶさ２　カプセルなど展示 砺波、１９日まで　チューリップ四季彩館

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 となみチューリップ公園「キラキラミッション」

22 大花壇の地上絵　「ハートと星」で愛と希望彩り 来春のとなみチューリップフェア

１８日　土曜日
北日本 12 「何が出る？」大人も夢中 県内「ガチャガチャ」が人気　ミニチュア／真珠／工芸品…

14 令和４年度　富山育英センター　県立高校受験動向予想 第５回育英模試「受験校決定模試」結果報告　高岡地区＆砺波地区分析

23 車いすバスケ宮島選手 飲酒運転根絶　一日署長で訴え　「飲酒運転根絶の日」

23 富山大出身作家が作品展 「８＋α（プラスアルファ）展」　ギャラリー無量

24 やわやわ運転で感謝状 砺波署　五鹿屋地区老人クラブ「北寿会」　南般若地区老人クラブ「南般若高砂会」

32 石で母殴った大学生を釈放 富山地検

富山 21 地鳴り ５年目に入る「百歳体操」　紫藤道子　８７歳（砺波市）

22 となベジ活動　継続に意欲 砺波・大臣賞を報告　「となベジプロジェクト」

23 性別関係なく家事育児、介護参加を 砺波市男女計画案　砺波市男女共同参画市民委員会の第２回会合
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24 飲酒運転根絶呼び掛け パラ・車いすバスケ男子銀　宮島選手１日署長

24 詐欺に遭わないで　園児、祖父母が教室 砺波・鷹栖保育所　防犯・交通安全教室

北陸中日 1 １０万円　県内全て現金給付 政府が十八歳以下の子に配る十万円相当の給付

13 出町青葉幼稚園児　お手伝い成果寄付 砺波市役所　砺波善意銀行に寄付

13 チューリップ球根　フェア向け植える 砺波市組合　砺波市球根組合

読売 24 大型絵本購入を　砺波市に１５０万円 吉田さん寄贈　

１９日　日曜日
北日本 1 １４市町村　年内一括 県内　１８歳以下１０万円給付　全自治体　全額現金　高校生は年明け以降

3 社説　カイニョと生きる 剪定枝のリサイクル　散居景観保全へ第一歩

3 幸せの輪　拡大へ提案 砺波で県ビジョンセッション

15 みんなのＶＯＩＣＥ「✕マスどう過ごす？」 砺波市　５０代　男性　機械屋さん

19 灘浦みかんでスイーツ 氷見の菓子店　道の駅「雨晴」で販売

19 色の濃淡　繊細に表現 ちぎり絵教室展始まる　講座「楽しいちぎり絵」の作品展

19 感性光る２３４点 砺波地区中学生美術展　南砺市福野文化創造センターで

20 子どもたちとケーキ作り交流 となみセントラルＬＣ　砺波市のとなみ散居村ミュージアムで

20 事故や詐欺に気を付けて 鷹栖保育所で教室　砺波署　防犯・交通安全教室

21 無事故祈る となみ夢の平　スキー場の安全祈願祭

21 目標５万人来場願う 山田　牛岳温泉スキー場　雄神神社の藤井英嗣宮司が祝詞を奏上

26 とやまｗｅｂｕｎランキング ③入浴できず「死活問題」　砺波・新川地域・富山の一部で訪問サービス停止

富山 1 県内寒波　平野で積雪 富山など初の冬日　交通に乱れ　冬型緩むも「注意を」

2 日曜特番 「北陸安全」神話捨てよ　Ｑ４奥能登以外は？　砺波・呉羽に要注意　軽視できぬ「１％」

4 農業大学の誘致を 県の成長戦略　砺波で意見交換　「ビジョンセッション」

5 地鳴り 中学からの友達と地元の温泉に　戸田祐子　５９歳（砺波市）

5 地鳴り 先輩とカラオケ毎月行きたい　犀川寮明　７３歳（砺波市）

18 児童生徒と✕マス会 となみセントラルＬＣ

18 「髪の寄付」を紹介 砺波ＬＣ、園児と保護者に　

18 有段者Ａは中本、Ｂは小幡さん優勝 高波碁遊会の第５０回富山新聞社杯高波囲碁大会

20 「カンカン野菜」あす出荷へ研修 砺波、南砺で見学　砺波市の県園芸研究所などで

21 安全祈り「雪降って」 富山・牛岳、砺波・夢の平　営業開始は見送り

北陸中日 1 さっそく雪遊び 県内積雪、各地で氷点下　日本海側中心に大雪地域相次ぐ

11 個性ずらり　中学生の作品展 砺波地区の美術部員らが２１４点

２０日　月曜日
北日本 22 とやま　お城探検隊　１６９ 壇城①　砺波市　戦乱の世　内通が横行

30 春届けます　砺波 チューリップの切り花の出荷　砺波市三郎丸の農産物生産販売会社「フルール」

富山 7 コント 砺波・たぬき

7 月曜川柳　乱反射 嶋田道子（砺波）

14 地元の松竹梅で玄関用門松作り 砺波・五鹿屋公民館

14 頼成の森でミニ門松 砺波市の県民公園「頼成の森」

14 タブレット活用で意見交換 砺波市栴檀山地区と富大都市デザイン学部のオンライン会議

14 豪の学校生活学ぶ 砺波ロータリークラブ（ＲＣ）の外国人講師による授業

14 急性中毒の救命学ぶ 高岡、砺波医療圏合同救急救命技術指導会

15 初詣へ気引き締め 巫女認証式　南砺・髙瀬神社　県内最多７７人

読売 31 師走点描　ほっとする初詣　任せて 南砺・高瀬神社　巫女の認証式

２１日　火曜日
北日本 19 １位は２年ぶり開催チューリップフェア 市１０大ニュース　砺波

20 木のスプーン作ったよ 富山森のこども園　カバザクラ使い　砺波市宮森新のコミュニティ施設「せんだんのＨＩＬＬ」で

20 来年度予算編成へ市長に要望書提出 自民砺波市連　自民党砺波市議会議員会も

21 出雲伝統のしめ縄設置 高瀬神社　長さ３．５㍍　重さ１００㌔

22 とやまゼミナール　２０２１ テーマ　庄川の流送　下　激流や難所　舟で下る　浅瀬に引っかかる　ダム建設

22 とやま　お城探検隊　１７０ 壇城②　砺波市　城主の住まい併設

26 善意のともしび 砺波善銀　吉田一衛１万５千円　ほか

29 風車 砺波市庄東小学校　校内で交通安全ミニウオークラリー

富山 3 市「今後も状況注視」 庄川上流の高山で産廃施設計画　民生病院委

19 コント 砺波・富之助

20 新年　明るく過ごして 行事や自然の魅力紹介　砺波学園　手作りカレンダー　五鹿屋公民館　かるた、児童考案

21 消防団員待遇改善　休団制度を創設 砺波市　全員協議会
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21 市にＬＲＴ化や飲食店支援要望 自民党砺波市連と市議会自民会

21 第７０回記念チューリップフェア１位 砺波市が十大ニュース

21 優良工事の９企業表彰 県砺波農林センター

22 廣美さん決意新た 胡弓・若林流　初傳名取の襲名披露　「となみ野庄川荘」で

22 初詣の準備着々　県内神社 出雲大社と同じしめ縄　南砺・髙瀬神社に奉納　ＪＡとなみ野　佐野組合長　畑の大区画化　成功期す　タマネギ中心　１枚２㌶に

22 新年へすす払い 髙瀬神社

23 事件・事故 鋳造作業中に男性やけど

23 事件・事故 砺波の用水に７７歳男性遺体

27 来年の成人式 １４市町村　例年通り１月開催　今年は大雪で延期や中止　上市町は３月移行　県内１万７４人

北陸中日 13 新年準備　神社着々 しめ縄　島根から到着　南砺・髙瀬神社

13 砺波市　今年の十大ニュース チューリップフェア１位

読売 21 県出身５選手に県民栄誉賞 東京五輪・パラでメダル

21 １１０・１１９ 用水路に転落か、７７歳男性死亡　砺波市五郎丸の用水路

26 砺波区画整理着工で安全祈願 出町東部第３土地区画整理事業の安全祈願祭

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２２日　水曜日
北日本 21 散居村継承へアイデア 砺波高生　研究成果　市に報告

22 木製パネルに園児の絵 建築会社　３市の１６園に贈る

22 門松作り　新年準備 三世代２０人が協力　五鹿屋公民館　門松作り体験会

23 市長とプリンセス　金沢支社訪れＰＲ 来春のチューリップフェア

23 べるもんた　土日運行継続 来年　観光列車ダイヤ

23 １個人２団体　厚労大臣表彰 ボランティア功労　砺波市のえんなか会（但田富美男会長）ほか

24 とやま　お城探検隊　１７１ 千代ケ様城　砺波市　石黒氏の「詰めの城」

27 ニュースファイル 足場から転落し重傷　高岡市中田のスチロ化学工業第２工場

29 対向車の男に懲役４年 砺波の男児死亡　大津地裁判決　飲酒し危険運転　遺族　厳罰化を訴え

29 ハンマー襲撃男　懲役１２年 砺波　温泉施設　富山地裁判決　殺意認定

富山 20 屋敷林維持へ提案 砺波高生が課題解決　木の有効成分啓発を　６項目、市長に発表

21 太陽工業と災害協定 砺波市、テント供給

22 前倒しで縁起物授与 分散参拝で南砺・髙瀬神社　２年連続で１２月に

23 ２４日まで降雪予想「冬タイヤ装着を」 中日本高速道路　東海北陸自動車道小矢部砺波ジャンクション－岐阜各務原ＩＣで

23 事件・事故 足場から転落、腰や頭を骨折

26 無料検査　きょう開始 県、コロナ「ＰＣＲ」「抗原」　１０市町１７ヵ所から、随時拡充　コールセンター開設

26 飲酒運転男　懲役４年 砺波の小４死亡　１９年大津の事故　大津地裁判決

26 遺族「思い届いた」　 危険運転厳罰化求める

北陸中日 12 本社来訪　チューリップ見に来て 砺波市長ら　来春のフェアＰＲ

13 市政課題　砺波高生が解決法 リサイクル率向上や屋敷林保護　市長らに研究成果発表

26 べるもんたは例年通り運行 来年度、ＪＲ西計画

26 危険運転致死　男に実刑 大津地裁判決　砺波の小４死亡事故

26 砺波ハンマー襲撃男に懲役１２年判決 地裁、無差別犯行

読売 24 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

25 ハンマー３人殴打 地裁　懲役１２年判決

毎日 20 パラ銀・宮島選手　一日署長 飲酒運転根絶を砺波で呼び掛け

20 ハンマー殺人未遂に懲役１２年 地裁判決　砺波市の温泉施設

２３日　木曜日
北日本 16 となみ野 第３回ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰ　ほか

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川水資料館

23 絵本・手遊びで✕マス気分満喫 「砺波ファーストブックの会」の「えほんのじかん　クリスマススペシャル」

24 「はやぶさ２」展に６８００人 砺波　市長「関心持つ機会に」　砺波市議会臨時会

24 中学生以下２７日に１０万円一括支給 砺波市議会臨時会

24 安否不明者の名前を原則公表 県内市町村で初　砺波市

24 冬至に湯ったり 湯船に庄川特産のユズ　砺波　健康福祉施設「ゆずの郷やまぶき」

24 家族でミニ門松作り 砺波　県民公園頼成の森

24 土地改良などで表彰 砺波　県砺波農林振興センター

25 ビル放火受け　防火設備点検 砺波地域消防組合
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25 ボランティア功労　市長に受賞を報告 えんなか会

26 とやま　お城探検隊　１７２ 安川城　砺波市　「鬼」と呼ばれた城主

30 用水路で発見の男性は水死 砺波署

31 風車 井波彫刻師の音琴冰春

富山 20 富山文芸　１２月 俳壇　砺波市表町　源通ゆきみ

20 富山文芸　１２月 歌壇　砺波市庄川町三谷　山森和子

23 地鳴り 代行業界もコロナで変化　北清俊一　６４歳（砺波市）

24 ✕マスの絵本、歌楽しむ 「砺波ファーストブックの会」のクリスマススペシャル

25 市町村議会（２２日）　砺波市 １０万円給付予算可決

25 大型店の消火設備点検 砺波消防署の歳末特別査察

27 砺波で冬至サービス ゆず湯、素麺　入浴客に癒やし　「ゆずの郷やまぶき」

27 新スポット楽しんで チューリップフェアＰＲ　砺波市の夏野修市長

27 事件・事故 砺波の男性、死因は溺死

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

２４日　金曜日
北日本 5 民意と歩む 下新川削減・富山合区　焦点　次期県議選　定数・区割り議論　自民　年度内に方向性

5 となみ政経懇話会　１２月例会 ２４日

21 循環器や乳がん　最新治療法紹介 総合病院　砺波総合病院　地域医療連携セミナー

21 患者の回復願い「福寿箸」 高瀬神社　総合病院に３００膳贈る

22 ふるさとレガシー　 庄川挽物木地  ペンや皿　新商品続々　

22 伝えたい 但田一彦さん（庄川木工挽物会副会長）　新しい発想で伝統守る

22 日本画中心に６１点 島田さん作品展　島田一子さん

23 災害時にテント　間仕切り供給 市と太陽工業が協定

24 とやま　お城探検隊　１７３ 隠尾城①　身を潜める好立地

富山 13 ２０２１　県内　読者が選ぶ　１０大ニュース ❺砺波の空に空自機飛ぶ　２年ぶりチューリップフェア

22 ＬＥＤで聖夜に光るタワー きょうからクロスランドおやべ

22 Ｘマスと正月の絵本１００冊が人気 砺波図書館　企画展示「冬のおたのしみ」

23 寅の置物作り最盛期 砺波・越中三助焼　市役所に寄贈

23 教育長職務代理者に林氏 砺波市教委で再任

29 ふるさと納税　住民税「収支」 富山、砺波市が赤字　氷見は３億８０００万円黒字　返礼品ＰＲ不足？　

29 ほたるいか 越中一宮髙瀬神社　砺波総合病院に「福寿箸」を贈る

北陸中日 13 越中三助焼　寅の置物寄贈 窯元・谷口さんら、砺波市長に

毎日 22 ギャラリーだより 企画展示「書く愉（たの）しみ」

22 増山城跡紹介分かりやすく 子ども向け新冊子　増山城解説ボランティア「曲輪の会」

２５日　土曜日
北日本 5 富山市のみ国水準超え 公務員給与指数　市町村平均は下回る　砺波市　９７．５

21 読者写真コンクール　１１月の応募から 「落葉」　志浦健治　砺波市東石丸

23 記者が選んだ　市町村ビッグニュース　２０２１ 砺波市　ブルーインパルス飛行　４月

23 砺波工高生に配線作業指導 県電気工事工業組合南砺

25 となみ政経懇話会　１２月例会　 女優・研究者　いとうまい子氏

25 ぜんざい販売収益金を預託 きらめきネットワーク

26 社会を知ろう！ニュースピックアップ 今回のテーマ　どうなる？地域の公共交通

富山 3 富山市除き国下回る 市町村職員の平均給与

24 児童が書き初め練習 イオンモールとなみスタジオ　富山新聞文化センター

読売 28 読者が選んだ　県内１０大ニュース２０２１ 投票結果　⑤東京パラリンピック、男子車いすバスケで銀　１２８票

28 読者が選んだ　県内１０大ニュース２０２１ 投票結果　⑦２年ぶりにチューリップフェア開催　ブルーインパスルも登場　１１１票

２６日　日曜日
北日本 13 カイニョと生きる 剪定枝処理で共助　中野第８区自治会　高齢者宅除雪も

13 越中三助焼　寅の置物贈る 窯元の谷口さんら　夏野修砺波市長に　砺波市般若自治振興会

13 江戸期から現代　工芸品・絵画１５０点 九谷焼と書画古美術展　クロスランドおやべ

14 願い込め正月飾り作り 砺波市出町児童センター

15 きらめく✕マス　灯籠で撮影スポット チューリップ公園　砺波　「となみ元気道場」

16 とやま　お城探検隊　疑問に答える特別編㊤ 教えてくれる人　砺波市教育委員会文化芸術係長　野原大輔さん

20 とやまｗｅｂｕｎランキング　年間総合 ⑤ブルーインパルス観覧はイオンなど３カ所　砺波市が発表

富山 2 日曜特番　試練の北陸６線 新幹線開業で「飛び地」　富山　官、民でＬＲＴ化議論
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5 地鳴り 年賀状は手書きに挑戦　犀川寮明　７３歳（砺波市）

18 スキー場でヨガ楽しむ 砺波・夢の平コスモス荘　職員の満保さん指導

18 正月飾り作る 砺波・出町児童センター

19 記者が選んだこの１枚　２０２１　❹ ４月・砺波　チューリップフェア　「初回」には知事の祖父

19 体験や演奏楽しむ 砺波・北部苑マルシェ

19 高齢者宅で除雪奉仕 砺波・中野８区自治会

20 大阪放火事件受け　雑居ビル緊急検査 砺波地域消防組合

北陸中日 8 中日歌壇　年間賞 島田修三　選　（砺波市）　上竹秀幸

10 中野第８区自治会が小型除雪機など導入 砺波、使い方講習会

２７日　月曜日
北日本 1 県内１４市町に大雪警報 富山３９㌢　交通機関に乱れ　砺波１５㌢

6 映える　写真バトル 第６６回　年の暮れ　本紙写真部カメラマン　砺波高校写真部

14－15 読者が選ぶ　２０２１　県内１０大ニュース 災害級の積雪　富山１２８㌢　６⃣　チューリップフェア開幕　ブルーインパルスも来た

14－15 読者が選ぶ　２０２１　県内１０大ニュース ８⃣　東京パラ　宮島・岩井銀　藤井銅メダル

18 とやま　お城探検隊　１７４ 隠尾城②　謙信に攻められ落城

24 住民　雪かきに追われ 県内　年末寒波　県道では日中も除雪車出動　通勤時の混乱　心配の声

25 砺波で住宅２棟焼く 火元家屋と隣家　けが人なし

25 回顧　２０２１　とやま　県勢活躍　競技に関心 ⑥東京五輪・パラリンピック　選手　大会後普及に力

富山 1 富山空港　積雪３８㌢ 発着全便欠航、鉄道も運休　砺波　１５㌢

7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

11 くらしの日記 農業の衰退　犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

12 初詣用に絵馬と盆 南砺・髙瀬神社　巫女２人、デザイン

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

13 奉仕活動の厚労大臣表彰を報告 砺波のえんなか会

13 地元産でそば打ち 砺波・夢の平コスモス荘

14 小６は足原、中２男子は加藤がⅤ 第３８回砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター剣道大会

19 砺波で住宅２棟焼く 家人、逃げ出し無事

北陸中日 23 砺波　民家２棟焼く 富山県砺波市西中の住宅

読売 23 大雪　事故など警戒を あすまで続く見込み　砺波市で０・９度

２８日　火曜日
北日本 1 地鉄 倒木で一時運休 県内大雪 空の便全面欠航

5 ５団体８施設表彰 地域包括ケア・介護事業所

10 北日本文芸 年間賞 歌壇　俳壇　詩壇

19 交通安全願い門松設置 砺波安全運転管理者部会

20 ２０ブース並ぶ 砺波市福祉センター北部苑「となみほくぶマルシェ」

20 新舞踊やマジック 砺波市社会福祉庄東センター　高岡市の劇団「ひまわり一座」

21 県内各地の元旦マラソン 砺波

22 とやま　お城探検隊　１７５ 小倉の土居　砺波市　城主は石山合戦に参陣

26 まきストーブ周辺から出火か 砺波住宅２棟全焼

富山 1 県内大雪続く きょう冬型緩む

2 年末年始のコロナ対応 医療スタッフ拡充 知事、予算要望で説明

3 地域包括ケア実践 県庁でたたえる 団体や事業所

16 生活文化 １９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ砺波店（砺波市幸町）「おめで鯛ケーキ」　家族の絆　大きさ１０人分

20 年末年始・窓口ごみ情報 砺波市

20 「待つ」で交通安全 ジャンボ門松設置 砺波安全管理者部会

21 事件・事故　 砺波火災、薪ストーブ火元か　砺波市西中

25 県内でオミクロン初確認 知事、会見で協力要請　「再度、感染対策を」　県民から不安の声

北陸中日 10 ニュースダイジェスト １－４月 上 【４月】２２日 となみチューリップフェア

読売 21 富山・石坂で積雪３９センチ 大雪続く きょうも交通障害警戒を

２９日　水曜日
北日本 11 声の交差点 年の瀬に今年を反省 砺波市 武部幹夫（８１歳）

11 声の交差点 ストーブでブリ大根 砺波市 上野亮平（７９歳）

11 万機公論 野焼き禁止に例外規定を  カイニョお手入れ支援隊代表 松田憲

15 きょうもにっこり 風香の会会主 竹部香代子さん（砺波市・７１歳）

16 歳末 火の用心を ４方面隊に報償品 砺波消防署

10 ページ



16 あなたの知りたいっ！特報班 富山のお雑煮  具材に大きな地域差 時代や価値観で変化も

16 年末年始の業務案内 砺波

18 とやまお城探検隊　疑問に答える特別編㊦ 北陸城郭研究会長  佐伯哲也さん

22 県内のコロナ無料検査登録事業所 砺波市

25 寒さ緩み晴れ間 県内 あすから再び冬型

富山 2 ボランティア功労１氏２団体を表彰 えんなか会（砺波市）

18 火の用心 年末警戒 砺波市　砺波市消防団の歳末特別警戒激励式

19 チューリップフェア ＤＶＤで感動再び 砺波・柳瀬振興会

20 年末年始・レジャー情報 砺波市

３０日　木曜日
北日本 11 全国高校サッカー あす宮崎日大戦 富山第一メンバー表 ２０ 大矢悠太郎 出町中

13 とやま×私×フォト 「ちょっと休憩」永遠の２５歳（砺波市）

15 半年で延べ２７６人受診 ６月開設「市こどものえがおクリニック」 砺波市４２人

15 初売り情報 砺波

富山 5 経済 来週の動き 砺波商工会議所

15 くらしの日記 ぬか漬け 伊藤芳子　８１歳（砺波市高波）

18 ロビー展 杉森律子日本画展 北陸銀行庄川支店

19 記者が選んだこの１枚 ２０２１　➑ ４月・南砺 市議会の福井視察

19 ぜんざいの収益金預託 砺波のきらめきネット

20 初詣情報 【砺波市】芹谷・千光寺

北陸中日 16 初詣 おめでタイガーな年に 富山 高瀬神社

３１日　金曜日
北日本 16 彩り豊かにおせち講座 砺波  総合カレッジＳＥＯ

富山 11 コント 砺波・たぬき

11 地鳴り 宇宙の夢をたくさんもらう　本江信隆　８２歳（高岡市）

15 くらしの日記 妹と過ごす 紫藤道子 ８７歳（砺波市狐島）

17 手製おせちで新年を 砺波で料理講座

18 初売情報 砺波市

22 大門素麺なが～く担って 砺波特産に２０代の生産者 松田さん東京からＵターン、５代目に

23 元旦にかけ大雪警戒 県内

23 県内各地で停電 砺波市鷹栖

読売 21 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 21 回顧２０２１ ＠北陸３県のニュース㊦

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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