
　　　　　　　２０２１（令和３）年１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　金曜日
北日本 18 富山発農業新時代 種もみ全国に納入 ＪＡとなみ野

20-21 境界の彼方 とやま自治考 地方財政強化待ったなし

29 新しい日常④２０２０－２１とやま 祭り・行事 新型コロナの影響で中止になった県内の主な祭り・イベント（２０２０年）

39 三が日 大雪警戒 県内  各地で氷点下 今季最低

2・3 試練の１年延期 つかめ五輪切符 東京五輪・パラリンピックで日本代表入りが期待される主な県関係アスリート

2・10 富山県内１５市町村地域情報発信 砺波市

3・10 趣向凝らしたイベント企画 節目の年 膨らむ期待  第７０回となみチューリップフェア

4・9 新春ファミリークイズ 楽しみだね！新チューリップタワー

5・10 新春読者文芸 歌壇・柳壇

5・14 新年小学生作品コンクール 習字・入選者

富山 21 富山新聞文化センター さあ学びませんか

27 華鮮やか夏を彩る 富山新聞花火大会 ８月

27 イベントカレンダー ８月  第３８回となみ野花火

28 南砺・左官業石﨑さん 戸前修復 土蔵再生へ一念発起  家具職人・宝田さんと協力

28 来月、となみ創業塾 砺波商工会議所

29 砺波生まれの新キウイ栽培 突然変異「トミーゴールド」  品種登録へ「試験」継続

32 地鳴り ゆず風呂で感じたこと  犀川寮明 ７２歳（砺波市）

32 コント 砺波・たぬき

44 〝四季の彩り〟片岸さん写真展 きょうから越中庄川荘

47 降り続く雪 猪谷４３㌢ 富山地方気象台  ３日まで警戒呼び掛け

3・4-7 呉西プロジェクト 危機脱出 活力創出

3・6 ７０回フェアで感動を 夏野修砺波市長

北陸中日 16 ダメ！コロナ差別 ４団体がポスター 砺波、南砺で配布へ

29 猪谷４３㌢、砺波２７㌢ 県内積雪

読売 30 希望の火 何度でも 東京五輪聖火リレーのルート

　２日　土曜日
新聞休刊日

　３日　日曜日
北日本 22・23 みんなでつくろう！モザイクアート　笑顔集め　明るい年に 計２０００枚組み合わせ　砺波市出町小学校

富山 2・3 新春経済座談会 緩やかな回復期待　県発展へ新発想を　稲垣晴彦氏

5 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 地鳴り 大変でも耐えていかなくては　 黒田和也　４３歳（砺波市）

11 地鳴り　イラスト おめでとう　深澤洋子（砺波市）

14 富山ルネサンス２０２１　おすすめ文化施設 砺波市美術館　至高の精神展　総集編　ＰＡＲＴ.３ほか

23 四季折々の一瞬とらえ 砺波・越中庄川荘　片岸さん写真展

30 わが列車　わが鉄路　❷　城端線氷見線 枝線意識を変えよう　「発祥の地」で考える

31 ほたるいか となみ夢の平スキー場

北陸中日 8 今年こそ！　コロナ禍で思う　▪２▪ 自慢のフェア　見せたい　チューリップ四季彩館ガーデナー　境正子さん

8 第７０回となみチューリップフェア ４月２２日～５月５日

　４日　月曜日
北日本 10 四季の散歩道　其の四 となみ野田園空間博物館推進協議会ほか

11 四季の散歩道　其の五 各施設地図

22 議会改革　行方に注目 民意と歩む　議会診断　砺波市議会

37 休校中の支援課題 砺波市ＰＴＡ連絡協議会

37 気合を込めて９０人が技磨く 砺波剣友会　稽古始め

37 丁寧に書き上げる 砺波市児童クラブ連合会　書き初め大会

富山 7 地鳴り ウオーキング　何とか続けたい　角栄一　６９歳（砺波市）

7 月曜川柳　乱反射 川辺久松（砺波）

7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

12 「となみん検定」　ＨＰ上で実施中 砺波市　「みんなでチャレンジ　となみん検定」

13 はつらつ　稽古始め　砺波剣友会 精進誓い　９０人が打ち込み

18 わが列車　わが鉄路　➌　城端線氷見線 「宝」を「呪縛」にしない　出町の逆転劇に学ぶ

19 ほたるいか 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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北陸中日 12 県内の聖火リレー ６月２、３日

12 「一筆入魂」 砺波市児童クラブ連合会の恒例書き初め大会

12 剣士気合　寒さに勝つ 砺波剣友会の稽古始め

13 夢の平スキー場　にぎわう ２季ぶり　砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

13 「夢追い掛けて」　木彫に願い込め 砺波の安達さん個展　「夢、希望、そして未来へ」

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　５日　火曜日
北日本 5 県内から８人１組織表彰 ２０２０年度の文部科学大臣優秀教職員表彰

10 ２０２１　新年来社 本社　砺波支社

15 広告 ２０２１年　迎春　庄川と散居が織りなす花と緑のまち　砺波市

30 利波臣志留志の紹介ＤＶＤ贈る 砺波・南砺・小矢部の有志   「となみ野を愛し 元気にする会」

30 温かみある水彩画や油彩画 砺波総合病院の職員とＯＢでつくる絵画サークル「すみれ会」

33 砺波でも火災 住宅２階など焼く　砺波市矢木

33 富山など１０人感染 新型コロナ　４日　

富山 3 本社来訪　（４日） 富山本社　砺波総局

13 地鳴り 出会った人や出来事に感謝　紫藤道子　８６歳（砺波市）

16 生活　文化　イチ押し からあげの店ドラゴン（高岡市野村）　「醤油から揚げ」　秘伝タレ３日漬け込み

19 各自治体で執務始め式 砺波市　連携して課題解決

21 紙風船 バレー選手育てる庄川　

24 わが列車　わが鉄路　➍　城端線氷見線 福井にヒント①　なぜ「フクラム」の写真？　固定観念を破るため

24 県内新たに１０人感染 新型コロナ　４日　

24 砺波で住宅の一部焼く 砺波市矢木

北陸中日 24 砺波でも住宅焼く 砺波市矢木

25 県内新たに１０人感染 新型コロナ　４日　

読売 27 新たに１０人感染 新型コロナ　４日　

朝日 19 ５市町で首長選予定 今年の選挙　７市町で議員選　砺波市議選

19 新たに１０人感染 新型コロナ　４日　

毎日 20 新たに１０人感染 県内５８７人に　新型コロナ　４日

　６日　水曜日
北日本 6 災害時物資供給　砺波市と協定 ＵＤリテール　

11 ２０２１　新年来社 本社　砺波支社

32 「阿吽」でない狛犬１０組 砺波　調査で判明　左右とも口開け形

富山 2 ６市初オンライン 移住座談会２１日に　「とやま呉西圏域」連携事業

3 北陸三県でＰＲ強化　チューリップフェア「近場需要」取り込み 県内６首長　本社で意欲　夏野砺波市長

3 本社来訪　（５日） 富山本社　砺波総局

21 地鳴り にぎやか飲み会　いつか必ず復活　北清俊一　６３歳（砺波市）

24 葉ボタンで巨大牛 砺波・県花総合センター

28 わが列車　わが鉄路　➎　城端線氷見線 福井にヒント②　トラムトレインが「鍵」　路面と急行「一人二役」

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

7 製造業トップ年頭訓示 朝来ない夜はない　グレートリセット好機　全集中うたう　北陸コカ・コーラボトリング稲垣晴彦会長

　７日　木曜日
北日本 4 ２０２１　新年来社　６日 砺波支社

26 県内特産品　お届け 道の駅庄川　通販サイト開設

28 新しい日常　２０２０－２１　とやま　⑧　 学校（下）　楽しい思い出に笑顔　行事減り保護者ら提案　砺波市庄東小学校

富山 1 ５地点で冬日 砺波市で氷点下０．５度

3 本社来訪　（６日） 砺波総局

24 火災８件増の３１件 砺波消防管内３市　砺波市は１０件

24 出張カフェ週１回開設　就労支援施設「ワークハウスとなみ野」 砺波図書館側が依頼　月１回から拡充

26 砺波の児童生徒　書き初め１１点 宮下さんの書道教室　玄土社常任同人

27 事件・事故 膝掛けなど盗んだ疑い　砺波署

27 令和２年度文部科学大臣優秀教職員表彰（６日） 【公立】　藤田栄子（砺波市立般若中学校）

30 わが列車　わが鉄路　❻　城端線氷見線 福井にヒント③　「潜在需要」すぐそこに　直通化で掘り起こす

31 新型コロナ　県内　最多３２人感染 ステージ引き上げ恐れ　１月だけで７４人

北陸中日 5 発言 広い用途　昆布の素晴らしさ　上野亮平　７８　富山県砺波市

12 １２００鉢の葉ボタンで　ジャンボな牛表現 県花総合センター　
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13 まつり 厄払い鯉の放流

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 28 首長選　富山など５市町 今年の選挙　７市町で議員選

毎日 18 新型コロナ　新たに３２人が感染 過去最多　県と市職員計３人も

　８日　金曜日
北日本 1 注目のニュース コイに厄託し放流

1 県内暴風雪　氷見で２７．９㍍ ＪＲ・あいの風計１２９本運休　最大瞬間風速　砺波２３．４㍍

6 ２０２１　新年来社　７日 砺波支社

15 若手の舞台　晴れやかに とやま青少年伝統芸能祭　出演者とプロデューサーに聞く（上）　神経集中し演奏　茂幹樹さん

25 展望　２０２１　市町村長に聞く 夏野修砺波市長　持続可能なまちへ

25 こども１１０ばん発車 庄川地域教育支援協議会

25 一筆一筆心込め 砺波市児童生徒書き初め大会　

32 コイに厄託し 庄川で伝統の放流

32 記者ぶろぐ　小矢部支局長　笹谷泰 住みよさ　砺波との差は

34 ９市町３５９０戸　停電 ７日

富山 1 県内、横殴りの雪 最大瞬間風速　砺波市２３．４㍍（最大風速１５．３㍍）

3 本社来訪　（７日） 砺波総局

22 感染に気配り３学期 始業式　砺波など４市町小中学校　定期的に教室を換気

22 通販サイト「庄川商店」開設 砺波・道の駅　ユズやアユ、１６品販売

22 災いも飲み込んで 鯉の口にお神酒注ぐ　砺波の奇祭　今年は厄年男性のみ

26 わが列車　わが鉄路　❼　城端線氷見線 福井にヒント④　「市民病院玄関前駅」を　氷見線と万葉線つなぎ

27 強風　従業員下敷き 氷見の給油所　棚倒れ　県西部中心　倒木や建物損壊　９市町で３９７０戸停電

27 県内きょう大雪予報 ＪＲ特急など運休　

27 ほたるいか 砺波市の庄川小　「こども１１０番の車」

北陸中日 1 氷見　風速２７㍍ 大雪なお警戒　砺波市で二三．四㍍

13 子どもを犯罪から救う車 庄川小で出発式　「こども一一〇ばんの車」

13 来いコイ　コロナ終息のとき 庄川　お神酒飲ませ厄払い

読売 24 成人式　感染予防に力 入場者制限や懇親会自粛

25 コイに酒　厄を避け 「厄払い鯉の放流」

朝日 19 ベルマークだより 【１２月の運動】　砺波市　庄南小

　９日　土曜日
北日本 1 県内  記録的大雪 ２４時間降雪 過去最大 富山６５㌢ 高岡６９㌢  あすまで警報級 

1 公共交通 大混乱 ＪＲ城端線は上下線４３本

17 越中アートフェスタ人気投票 平面優秀賞  洋画「加州三候江戸表参勤之図」

25 テレワーク推進へ実験 ネット回線で高速通信

25 ３月末まで使用期限延長 「砺波市プレミアム付商品券」 「グルとな＆安心おかえり券」

25 入館者４万５０００人超 砺波市砺波図書館

30 休みは第２、４火曜日 砺波市頼成の「もりもりハウス喫茶」

31 声の交差点 達成感味わえる年に　砺波市　武部幹夫(８０歳）

32 経済活性化誓う 砺波商工会議所の新春賀詞交歓会

33 ニュースファイル 車同士衝突 ４人重軽傷

富山 1 県内　記録的大雪　富山、高岡　２４時間降雪量を更新 富山積雪９２㌢、高速道通行止め

1 鉄道、空路も乱れ ＪＲ城端線　始発から終日運転見合わせ

27 新型コロナワクチン　砺波市　月内に接種本部 市長が定例会見　３月、高齢者から開始

27 テレワーク実証実験参加 １２日から、専用パソコンで

27 感染拡大に負けず　商工業の振興誓う 砺波会議所賀詞交歓会

27 １５児童クラブの書き初め力作展示 砺波市美術館

29 叙位叙勲・富山（８日） 正六位瑞宝双光章　元城端町立城端中校長玉井剛氏（７９）＝砺波市三郎丸

32 県内　コロナ３１人感染 富山の飲食店でクラスター

北陸中日 1 伏木６９㌢　富山６５㌢　２４時間最多 県内　記録的降雪　あすにかけ警戒必要　

1 県内１１例目クラスター 飲食店従業員　新規感染は３１人

12 砺波の特典付き商品券 利用期限延長　砺波商工会議所と庄川町商工会

13 自治体テレワーク　砺波市が実験参加 １２日から

13 「献血に協力を」　市役所前で訴え となみセントラルＬＣ

27 県内　運休や欠航、交通混乱 城端線で計十九本

読売 25 大雪　富山で積雪８３㌢ 高岡は７５㌢　除雪　注意呼びかけ　砺波市　警報級の降雪

25 スリップ、運休相次ぐ 城端線で上下１９本
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１０日　日曜日
北日本 1 富山で積雪１２４㌢ ３５年ぶり１００㌢超え  県内連日大雪  高岡は１１２㌢ 

1 終日渋滞   交通網まひ 県内の国道８号や主な県道

13 鬼滅キャラと撮影 ドリームアカデミー   体験イベント

21 みんなのＶＯＩＣＥ 「年の初めに」　砺波市　２０代　女性

22 一年の無火災祈願 砺波市  出町神明宮で安全祈願祭

22 火災死者は２人 前年から１人増 砺波地域消防組合消防本部

24 成人式 イベント 中止・延期  大雪を受け

25 除雪  富山の男性死亡 屋根から転落も相次ぐ

富山 1 富山市中心部　積雪１２６㌢　「五九豪雪」超え 北陸新幹線　除雪で初運休　高岡の能越道、８０台立ち往生　砺波市で１１５㌢

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

14 子どもモチーフ　木彫人形やパネル 砺波で安達さん作品展

15 安心安全のまちづくり誓う 砺波　砺波市消防出初め式

北陸中日 1 富山１２３㌢　３５年ぶり１㍍超 豪雪　高岡伏木も１１１㌢　砺波市で１０５㌢

12 県民疲弊　雪と格闘 雪かき、運転　四苦八苦

13 県民疲弊　雪と格闘 フォト　１車線状態の国道１５６号＝砺波市で

13 県内の公共・商業施設　 休館・休業　きょうも相次ぐ

23 除雪、スリップ　事故続発 砺波市　七十代女性

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

25 豪雪  容赦なく 富山３５年ぶり１００㌢超

朝日 17 ギュ～っと１２００鉢 砺波  葉ボタンで「丑」 県花総合センター

毎日 18 県の特産  全国にお届け 道の駅庄川  通販サイト開設

１１日　月曜日
北日本 1 県内大雪 東海北陸  ２６０台立ち往生 福光ＩＣ－小矢部砺波ＪＣＴ  自衛隊  災害派遣

1 県内交通まひ続く 記録的大雪の影響

1 あす県立５６校休校 高岡・黒部の小中も

1 富山１１４㌢ 高岡１００㌢ 砺波１０９㌢

3 社説 砺波の地滑り 災害への備え再確認を

15 きょうホーム戦中止 アランマーレ  ハンドボールの日本リーグ機構

16 県内各地で成人式  社会人の誓い胸に 将来地元に貢献  砺波

16 華やか生け花 新成人を祝福 砺波の小倉さん 

26 県 災害救助法を適用 砺波・小矢部・南砺３市に

27 １８時間  空腹と不安 東海北陸道立ち往生  「二度とこんな思いは…」

富山 1 東海北陸道ストップ 小矢部、南砺市境  最大２５０台立ち往生  自衛隊出動  救出続く  2人搬送

1 災害救助法を適用 県  砺波、小矢部、南砺市に

1 あす県立全５６校休校 高岡・黒部の小中学校も

12 大人の第一歩  地域が祝福 ５市町で成人式 新型コロナ防止へ厳戒 困難に負けず社会貢献を 砺波

13 市役所で献血協力呼び掛け となみセントラルＬＣ

14 白銀の県内　雪国の休日 写真  ２００台が立往生した東海北陸道でトラックを押す自衛隊員

18 わが列車　わが鉄路　❾　城端線氷見線 ラクダとロバ①　「莫大な費用」とは何か　比較して考える

19 続く雪　眠れぬ一夜　 東海北陸道立ち往生　「まるで遭難のよう」

北陸中日 1 富山・福井１７００台　立ち往生 砺波、小矢部、南砺に災害救助法  砺波市１１２㌢

1 明け方から再び大雪恐れ 富山市積雪一時１２８㌢　二十四時間降雪量  砺波市二九㌢

10 プリンセスチューリップ 「少ない活動　全力で」

10 出席率５９％…でも熱い夢　砺波市 砺波市の成人式

25 孤立運転者　眠れず一夜　東海北陸道　立ち往生 やっと脱出「いつ解消　不安だった」

25 交通、除雪　事故相次ぐ 県内、車衝突や機械でけが

読売 1 大雪一時１０００台立ち往生 福井の北陸道　東海北陸自動車道　最大計約２６０台　

21 大雪　２６０台立ち往生 東海北陸道　氷見で倒木　７９世帯孤立

21 全県立学校　あす休校 県が雪害対策本部

朝日 1 北陸道　一時１０００台立ち往生 福井　大雪で自衛隊要請　砺波市で１３８㌢

17 富山市積雪　最大１２８㌢ 大雪、氷見で集落孤立　全県立学校あす休校

17 ２６団体が高岡代表に アンサンブルコン　３地区日程延期

毎日 1 大雪一時１７００台立ち往生 福井・富山の高速道

18 北陸の「２０歳」たち　 県独自品種のチューリップ「恋茜」　産業発展の夜明け彩る
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１２日　火曜日
北日本 1 県内大雪　峠越す 屋根からの落雪注意

1 公共交通  徐々に復旧 １２日以降、徐々に復旧する見通し

15 となみ野青年４団体　 コロナ差別やめて　ポスター作り呼び掛け

15 青パト車導入　安全な地域に 栴檀野自治振興会　

15 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 １年　金賞ほか

22 創立５０周年で６月に記念式典 となみＪＣ

24 きょう小中学校休校 ごみ収集　小矢部・朝日で中止

24 東海北陸　立ち往生解消 ３２時間ぶり　通行再開は未定

24 ３市の契約者に保険料猶予措置 生命保険協会

富山 1 大雪　混乱続く　 県内ピーク過ぎる　県内６人搬送

1 災害救助法　氷見を追加 砺波、小矢部、南砺の３市に続く適用

1 県内の小中きょう休校 県立５６校あすも休み

12 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１２月誌上句会

17 ６月に創立５０周年式典 「革新者の創出」を理念に　となみＪＣ

22 わが列車　わが鉄路　❿　城端線氷見線 ラクダとロバ②　「てこの原理」で宝獲得　最小の力、最大の効果

北陸中日 1 県内　豪雪ピーク越す 気温上昇　落雪に注意　二十四時間降雪量  砺波市七㌢

10 木彫　ぬくもり感じて 砺波・安達さん、南砺・頓所さん　石川・白山で展示

読売 26 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

27 除雪作業　急ピッチ　 道路回復見込めず　交通乱れ続く　　砺波市で最大１１３㌢

27 全小中校　きょう休校 県雪害対策本部　知事「外出控えて」

27 砺波など４市に県が災害救助法 砺波、小矢部、南砺、氷見の４市

毎日 20 北陸大雪　氷見の７５世帯孤立 対策本部報告　通行止めや臨時休校　砺波市１０８㌢

１３日　水曜日
北日本 22 ドリーム券の当選番号決定 市商店街連盟

23 砺波・高岡市に大雪対策申し入れ 共産党砺波市委員会（境欣吾委員長）

30 施設の開館時間短縮 コロナ県内ステージ２  射水など３市町

30 １３市町村きょうも休校 小中・県立学校  滑川・朝日は再開

30 県内ほぼ降雪なし きょうは気温上昇

31 道路いつになったら 交通機関一部復旧  通勤客で富山駅混雑

富山 17 くらしの日記 年賀状  犀川寮明 ７３歳（砺波市苗加）

19 地鳴り 漆器「用の美」発見したい  安カ川仁省 ７０歳（砺波市）

19 地鳴り 障害者用駐車場 健常者の車が  米林富士子 ５９歳（砺波市）

20 青パト車導入 防犯強化誓う 砺波・栴檀野地区

21 砺波・本町山王町線 線路下の市道 一方通行  ２２年度に歩道・自転車道整備

21 公立小中 きょうも休校 県内１３市町村 県が雪害対策会議

21 市町でコロナ対策 市長がメッセージ  砺波市

21 大雪対策急ぐ 共産党砺波市委も

26 県内金融機関などに被災者特例措置要請 財務局と日銀

北陸中日 1 高速や鉄道 順次復旧 富山県・石川県内の積雪量

14 市町村立学校きょうも休校 朝日・滑川は授業実施

15 道の駅庄川が通販サイト 珍味・アユのうるかなど１６種類掲載

読売 26 連休明け 除雪に追われる 公共交通機関復旧進む

朝日 23 大雪の混乱続く 交通・病院・学校…安全確保へ

１４日　木曜日
北日本 14 県中学スキー 大回転　女子　上嶋　男子　松井　Ｖ　

14 県中学スキー 距離クラシカル　男子　浦田　女子　山本　頂点

14 県高校スキー大回転 女子　清水　男子　石田優勝

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川水資料館

22 県内の鉄道風景１冊に 新旧車両３４種網羅　六郎丸の武隈さん

25 家庭守った神棚に感謝 砺波　神具店で焼納祭　砺波市五郎丸の長田神具店

25 公共施設の開館時間短縮 コロナ　ステージ２で３市村

33 きょう・あす　小中臨時休校 富山市　砺波市は短縮授業

富山 15 地鳴り 子ども時分の正月懐かしく　 黒田和也　４３歳（砺波市）

22 優良従業員ら２４人２団体表彰 庄川町商工会

24 県高校総体スキー 石田、清水　大回転　Ｖ２
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28 わが列車　わが鉄路　⓬　城端線氷見線 ラクダとロバ④　「串」と「団子」で頭回転　遠慮せず自由に意見

28 幹線道路　全線通行可能に 県内　８人救急搬送、１人重傷

29 ほたるいか 砺波図書館　企画展示「うしのほん」

北陸中日 12 砺波市公共施設開館時間を短縮 ２０ヵ所、午後８時まで

13 豪雪被害の農家に県が相談窓口設置 復旧向け融資  

13 １２市町村小中校　きょうから再開 富山市は休校継続  砺波市は短縮授業

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館  砺波市美術館

25 県内気温上昇、落雪に注意 富山県・石川県内の積雪量　砺波市　７２ｃｍ

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

朝日 21 新型コロナ ワクチンの流通調整　県がグループ設置へ

１５日　金曜日
北日本 5 山村の機能維持を 県議会振興議連　知事に要望

6 大雪被害で料金支払期日を延長 北陸電力　

14 県中学スキー　最終日 アルペン回転　女子

14 県高校スキー最終日 距離リレー　男女　南砺平Ｖ　アルペン回転　男子

17 声の交差点 助け合いで大雪克服　砺波市　上野亮平（７８歳)

17 とやま×私×フォト 「チューリップタワー」　まめたろう３９（砺波市）

23 版画年賀状展　入賞作決まる 「第１９回なんと版画年賀状公募展」

23 地方創生へ連携 市と東京海上協定　ＳＤＧ s推進のため８項目の包括連携協定

25 列車・バス増発 大学入学共通テスト　加越能バス

25 洋画家　藤森さん（砺波出身） 文化庁長官から感謝状

富山 2 サテライトオフィス　「首都圏で積極誘致」 県議会振興議連要望に知事　山村の移住施策充実

22 大谷、清水、角野さん大賞 福光美術館　あすから版画年賀状展　優秀賞ほか

23 ネット貸し出し　人気です　１１月開館の新砺波図書館 ２カ月で前年比２．６倍　パスワード発行　簡単に

23 富札大売り出し　抽選会を実施 庄川町商工会

24 県高校総体スキー 石井Ｖ３　回転　清水Ｖ２　回転　男子　女子

27 トピックス 砺波出身藤森さんに長官感謝状

28 わが列車　わが鉄路　⓭　城端線氷見線 ラクダとロバ⑤　「公共的便益」を考える　蝋山さんの思い受け止め

28 被災者に特別措置 北電、送配電　電気料金の支払い期日延長などの特別措置

28 県内感染１３人　１月２００人超え 新型コロナ

北陸中日 1 県内　１３人感染 十四日　砺波市一人

7 電気料金支払い　大雪被災者延長 北電、１カ月

12 大谷、清水、角野さん大賞 なんと版画年賀状公募展

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 18 ギャラリーだより 至高の精神展・総集編パート３　市美術館

18 特選に脊戸さん、有沢さん 独立書展　東京で１７日まで

日本経済 35 大雪地帯で電気代支払期日延長 北陸電力

１６日　土曜日
北日本 19 北日本俳壇の集い ■特選　野村邦翠　二俣れい子

22 ２億２０００万円追加 砺波市　除雪対策費　一般会計補正予算を専決処分

28 川合さん（砺波）　南砺市長賞 南砺市福野文化創造センター開館３０周年絵画展　川合千明さんの「木槌の音」

31 ハウス被害　計４７３棟 県内大雪　コメ育苗に影響懸念　

31 県内４市など除雪費支援延長 内閣府　３１日まで

31 国道４７１号通行止め 気温上昇　雪崩の恐れ

富山 3 県営１７施設の利用　夜８時までに短縮 １６日から　県西部体育センター

23 地鳴り コロナの理解不十分な人も　春川正人 ７３歳（砺波市）

23 コント 砺波・富之助

25 昔の暮らし　児童感心　砺波郷土資料館 足踏み脱穀機や「ころがし」体験　バンドリ「首がちくちく」　出町小３年生

25 砺波市と東京海上　地方創生で協定 ＳＤＧ s推進のために８項目の包括連携協定

25 中心市街地で除排雪 砺波市出町、庄川地区　通行を止め作業

25 砺波は２億２千万円 除雪対策費　補正予算を専決処分

26 きょう　初の大学入学共通テスト 各会場へ臨時バス

30 わが列車　わが鉄路　⓮　城端線氷見線 ラクダとロバ⑥　学び、学ばれ　成長する　キャラバンで「声なき声」

北陸中日 12 渋滞防げ　道路一気に除雪　砺波 十五日　大規模な除雪作業を市街地で展開

13 犬ｖｓ猫、心拍数　テーマに読書 砺波図書館で企画展示

25 立ち往生　今度こそ教訓に　 北陸　大雪で３年前に続き　県内では２２２台

25 県内　気温上昇、落雪注意 十五日午後五時積雪　砺波市四五㌢
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25 除雪　国の支援延長 内閣府　除雪費を財政支援

25 雪崩の恐れのため　国道４７１号通行止め 砺波・湯谷－南砺・利賀

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば お正月に欠かせない　イラスト　土江田玲子（砺波市）

１７日　日曜日
北日本 9 大回転成年Ａ 坂次・堀田制す 県体スキー  距離成年Ａ 山下と広瀬優勝

25 第６６回砺波市児童生徒書き初め大会 小学生・中学生

富山 3 経済 今週の動き 砺波商工会議所

28 松村外次郎と児童の作品共演 砺波・庄川美術館で展示

29 火柱に無病息災願う 砺波  北高木、江波が左義長

31 大回転 坂次、堀田  距離  山下、廣瀬Ｖ 第７４回富山県体冬季スキー競技

35 コロナ、雪 厳戒で臨む 初の共通テスト 県内各会場  受験生、初日終えホッ

北陸中日 23 故松村外次郎さん  児童と作品共演 庄川美術館、彫刻など展示

35 豪雪 立往生どう防ぐ 情報周知に課題／大型車の影響大

読売 34 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

朝日 31 大雪で延期した３地区大会開催 アンサンブルコン

１８日　月曜日
北日本 30 国道４７１号の通行止め解除 １７日  庄川町湯谷－利賀村北豆谷

富山 21 コント 砺波・富之助

24 イースト・クロス 距離リレー男女Ⅴ 大回転中学 浦、清利制す 第７４回県体冬季スキー競技最終日

28 わが列車　わが鉄路　⓰　城端線氷見線 ラクダとロバ⑧　カールスルーエに学ぶ 真の「私企業的経営」を

29 時期ずらし初詣続々 県内の神社 家族連れ 混雑、大雪避け １月中旬 例年の３～５倍

北陸中日 18 地域未来派 元地域おこし協力隊  今春に焼き菓子店開店  渡辺千恵さん  砺波の特産 古民家で発信

30 国道４７１号 通行止め解除 十七日

31 受験生  一山超え「ほっと」 県内 共通テスト第１日程終了

朝日 27 大雪影響で延期 ２地区大会開催 アンサンブルコン

１９日　火曜日
北日本 21 優良従業員を表彰 庄川町商工会

富山 1 あぁ庄川峡　冬景色 県内　きょう強い寒気

2 社説 危険ため池対策　決壊リスク見落とさずに　

3 新年度予算で「できる限り支援」　コロナで苦境の交通事業者に県 各社が知事に緊急要望　乗務員年収１００万円以上減　県タクシー協会長

3 サポートスタッフ　継続・拡充を検討 県ＰＴＡ連合会　

23 冬のアスパラ　甘み十分　「とやまのカンカン野菜」 砺波、南砺の研究会が収穫　飲食店の注文減　個人需要に期待

23 奈良時代の戸出学ぶ 来月、高岡で講演会　

28 わが列車　わが鉄路　⓱　城端線氷見線 富大の力①　便利なパターンダイヤ　「明日からでもできる」

29 水抜き工事追加へ　砺波・井栗谷の地滑り１カ月 大雪で水位下がらず　住民「雪解け水が心配」

29 ほたるいか 砺波図書館で企画展示　「すごく落ち着く」から「超興奮」まで５分野の図書

北陸中日 30 県内きょうも雪と突風警戒 十八日　午後五時までの二十四時間降雪量　砺波市一三㌢

読売 26 砺波市　健康増進で協定 第一生命と　高齢者支援など１２項目

27 豪雪　２０２１　上 遅れた除雪　交通混乱　対策本部設置　ピーク後

27 観測記録　次々と更新 最深積雪　砺波市で１２７㌢

朝日 23 ２３団体が県大会進出 富山地区アンサンブルコン

２０日　水曜日
北日本 1 県と市町村　連携推進 「ワンチーム」本部　発足

1 保健師・看護師を相互派遣 県と市町村

5 「ワンチーム」本部　初会議 「違った」「変わらない」　県内首長　前知事時代と評価二分

5 インフル助成　小学生の継続要望 砺波市長　「１年でやめる、はない」

6 働き方　改革 国内６工場　夜勤レス　２１年度中に完全移行　ＣＫサンエツ

24 文科大臣表彰　市長に報告 砺波クラブｍａｍａ　本年度の生涯スポーツ優良団体表彰

24 きょうワクチン接種本部を設置 砺波市　

富山 1 県と全市町村　コロナで協定　ワンチーム本部会議 保健師や看護師　相互派遣

1 新酒　大事に仕込み　 氷見でピーク、県内冬日　砺波市で氷点下２．５度

3 県と全市町村　連携強化へ始動　トップ終結、知事選公約実現へ ワンチーム本部会議初会合　５項目で対策を協議　防災・危機管理

3 記者席 砺波市長が存在感

19 地鳴り 左義長は毎年やってほしい　 犀川寮明　７３歳（砺波市）

20 バスケ振興　文科大臣表彰を報告 夏野市長に　砺波クラブｍａｍａ

20 ＳＤＧ ｓに理解 砺波市職員セミナー
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20 正月遊びに「全集中」 砺波・出町児童センター

21 砺波も８企業表彰 藤森工業や越飛建設

21 砺波市にきょう　ワクチン本部 高齢者に接種券

22 高岡銅器の技　ウイスキーに 世界初の鋳造蒸留器　老子製作所開発

26 わが列車　わが鉄路　⓲　城端線氷見線 富大の力②　「時は金なり」ムダ削減　パターン化で「得」

北陸中日 1 とやま　新知事　ウオッチ 温室ガスゼロ　行政デジタル化　ワンチームとやま発進　県内市町村長　一堂に

12 ワクチン接種本部　３市がきょう設置 砺波、南砺、小矢部

12 クラブｍａｍａが文科相表彰を報告 砺波、生涯スポーツ団体

13 みんなしあわせ　ＳＤＧｓ 砺波市係長級職員がウェブセミナー受講

読売 24 よみうり文芸 短歌　【秀逸】　山田裕子（砺波市）　俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

25 県と市町村　連携推進　「ワンチーム」初会合　 地域課題や防災　効果期待

25 コロナ対策で応援協定 『ワンチームとやま』

朝日 23 計３１団体が県大会へ アンサンブルコン　砺波・新川地区

毎日 24 新型コロナ 保健所応援で合意　感染者急増時　１５市町村職員を派遣

24 県内の鉄道風景まとめ写真集に 魚津の武隈さん

２１日　木曜日
北日本 1 新川・県西部　警察署再編 県警検討　老朽化の小規模署

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 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

23 声の交差点 大雪で思う地震対策　 砺波市　北島嘉孝(４９歳）

26 ＳＤＧ ｓに理解深める 砺波　職員向けセミナー

33 砺波で出た！１等７億円 前後賞２本も

富山 2 消防学校に「自然災害科」 県が新年度　現場指揮の職員養成

3 小学生のインフル接種助成 新年度継続「検討課題」　知事

15 コント 砺波・たぬき

23 新成人代表が交通安全署名簿を提出 砺波署 

23 スーパーで特殊詐欺防止呼び掛け 砺波・油田地区

24 チューリップ切り花  水耕栽培  県東部に普及  滑川、入善で 砺波で出荷開始  １割増の４万本

24 斜面を滑降「気持ちいい」 福光東部小、雪の活動  県砺波青少年自然の家

28 わが列車　わが鉄路　⓳　城端線氷見線 富大の力③　集約都市の生きた教材 「体験したい」と富山選ぶ

29 ほたるいか 砺波民具展示室 「昔の暮らし展－洗濯、炊飯、暖房－」

北陸中日 1 いてつく大地  青空すっきり 「大寒」上市で氷点下１１．８度 砺波市氷点下３．５度

12 新成人３２１人分の交通安全署名提出 砺波署長へ佐武さん 

13 スノーチューブで雪の斜面「楽しい」 福光東部小児童  県砺波青少年自然の家

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

29 Ｑ＆Ａ 北陸  なぜ豪雪 特別な高気圧  冷気強烈 風ぶつかり雪雲発達 気候変動も重なった

読売 24 大臣表彰  市長に報告 砺波 ママさんバスケクラブ  「砺波クラブｍａｍａ（ママ）」

２２日　金曜日
北日本 23 雪上滑ってスリル満点 青少年自然の家 スノーチューブ体験  砺波  出町小２年生

24 交通安全誓う署名簿を提出 新成人３２１人分  砺波市の新成人

30 県内朝方冷え込み ８地点で今季最低 日中は気温上昇  砺波で氷点下７．７度

富山 20 糸車回し 昔話の世界「分かった」 砺波郷土資料館 庄東小１年生２８人が体験

26 わが列車　わが鉄路　⓴　城端線氷見線 富大の力④　車両だけの話ではない  進化した 「交通システム」

北陸中日 14 大門素麺〝すだれ〟の先に美味 砺波の農家で作業最盛期

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

23 豪雪　２０２１　下 情報発信足りない 県の対応 検証不可欠

２３日　土曜日
北日本 3 特別交付税　大雪で前倒し 県内市町村は３２億円

18 Ｖｉｅｗ　砺波市美術館「至高の精神展　総集編」 身近な美　広がる世界　５作家に共通の視点

19 声の交差点 懐かしいむしろ織り　砺波市　飯田静子(７６歳）

24 となみチューリップフェア　入場日時　指定制に 一日７区分　３密回避　市議会全員協議会

24 庄川勤労者体育センター ４月１日で廃止　市議会全員協議会

30 県内の感染　新たに７人 ２２日　砺波市の２０代男性

富山 1 小矢部で鳥インフル疑い　養鶏場で初　２千羽死ぬ 県、きょうにも殺処分開始　２０万羽飼育

3 県内配分３２億１４００万円 ３月の特別交付税前倒し　砺波市　２億５１００万円

21 地鳴り 知る人減った　小正月の行事　紫藤道子　８６歳（砺波市）

23 砺波・チューリップフェア　入場日時指定で密回避 感染対策　新タワーは一方通行　市議会全員協議会
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23 ３月末で庄川勤労者体育センター閉館 砺波、老朽化と利用減　市議会全員協議会

28 わが列車　わが鉄路　㉑　城端線氷見線 富大の力⑤　「人間サイズのまち」を　車社会の課題解決

28 富山、砺波　７人感染 新型コロナ　２２日　砺波市の２０代男性

北陸中日 1 コロナ禍の自治体力 ワクチン接種　県内拠点８０ヵ所前後　国が冷凍庫配備計画　態勢整備、市町村調整へ

1 小矢部で鳥インフル疑い 簡易検査で陽性　養鶏場、２０００羽死ぬ

2 大雪で交付税前倒し 総務省、３月分　県内１５市町村など

13 日時指定入場券　販売へ ４月からのチューリップフェア　混雑を回避

13 庄川勤労者体育センター　利用減で砺波市３月廃止 市議会全員協議会

26 県内で７人感染 二十二日　砺波市の二十代男性

読売 21 コロナ７人感染 看護師１人も　２２日　

朝日 23 新型コロナ 新たに７人 県内計８３９人 ２２日

２４日　日曜日
北日本 1 小矢部で鳥インフル １４万羽  殺処分開始  県内養鶏場  初確認

1 除雪費　４６億円超追加 記録的大雪で県内自治体  財政圧迫  国が支援

19 交通安全に役立てて　砺波の般若幼稚園 園児らヒヤリマップ作成　危ない場所を発表　砺波市交通安全母の会連合会

26 文化財守れ　各地で防火訓練 延焼想定し対応  砺波  栃上神社

富山 1 小矢部鳥インフル  高病原性疑い １４万羽  殺処分開始  県要請  自衛隊など７２０人

3 経済 今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り テレビ見られず  読書をたっぷり　北清俊一　６３歳（砺波市）

9 コント 砺波・明水百選

14 園児と保護者がヒヤリ地図作成 砺波・般若幼稚園  砺波市交通安全母の会連合会

15 トルコ料理の弁当で北海道の協会と交流 砺波市トルコ友好交流協会

15 ロビー展 小西淳子・木目込み人形展 北陸銀行庄川支店

16 社叢に落雷想定 砺波・栃上神社 砺波市教委の文化財防火デー訓練

17 東京だより 砺波のチューリップ満開  研究会が初展示　日本橋とやま館

21 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家　「親子のきずなプログラム」

北陸中日 1 小矢部　鳥インフル確定 高病原性疑い　１４万羽殺処分開始

22 病院の実力　～富山編１５２ 腰の病気　痛みやしびれ　診断重要

朝日 17 ９団体が北陸大会へ 小・高・大学　県アンサンブルコン

17 １４．１万羽　殺処分開始 小矢部で鳥インフル

２５日　月曜日
北日本 1 検証　とやま２０２１　大雪 １⃣　東海北陸道　救援優先　滞留招く　状況把握に時間

1 小矢部鳥インフル  高病原性と確認 殺処分きょうにも終了

3 社説　 県内で鳥インフル　拡大阻止に全力挙げよ

18 わが家のアイドル 島　絢香ちゃん　２歳　砺波市頼成

19 歩道除雪に威力　乗用機械を更新 砺波市南般若地区除雪対策運営委員会

26 災害エリアに保育所４３％　１０００市区町村が移転せず　全国調査 県内は６７％の２１１ヵ所  砺波市は庄川地域の４保育所を統合

27 ７～１１日　県内大雪 偏西風蛇行　強い冬型　冷たい風合流　重なった３つの条件　気象台 情報活用呼び掛け　異例の注意喚起

富山 1 鳥インフル  高病原性 小矢部の養鶏場　県発表　１４万羽殺処分　きょうにも完了

12 通学路確保へ除雪車を更新 砺波市南般若地区除雪対策運営委員会

13 県西部６市へ移住促進へ魅力を配信 呉西圏域連携事業

13 ロビー展 槇冬菫・篆刻と書のサークル展　北陸銀行砺波支店

14 理科教育に尽力　７教諭に助成金 県振興会　第３３回理科教育研究助成金交付式

17 東日本大震災　１０年　全国認可保育所　４３％災害エリアに 県内全市町村で該当区域に立地　砺波は４カ所移転予定

18 わが列車　わが鉄路　㉒　城端線氷見線 富大の力⑥　「市民会議」で大きな力　選択肢を生み、人つなぐ

北陸中日 1 小矢部鳥インフル 「高病原性」 １５県と同じ「Ｈ５Ｎ８亜型」

23 県内９市町村　保育施設半数超 災害想定区域に立地

読売 23 市町村職員給与　全国下回る 平均　富山市のみ国家公務員超す

朝日 21 １１団体　次は北陸大会 職場・一般と中学　アンサンブルコン

２６日　火曜日
北日本 1 小矢部鳥インフル  １３万羽　殺処分完了 県「来月中に清浄化宣言」

17 厚労大臣表彰　夏野市長に報告 民生委員の小森さん　社会福祉功労者厚生労働大臣表彰

17 温かみある木彫人形並ぶ 砺波の牛島さん個展

17 交通事故減少へ誓い 市安全協会が署名簿提出

19 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 雪の恐ろしさ痛感

25 ニュースファイル 昨年１２月に県内水質事故３件
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富山 1 １３万羽の殺処分完了　小矢部の鳥インフル 動員延べ１６２７人　来月に「清浄化」

1 大雪時　同時通行止め 北陸道と国道８号　中日本高速　立ち往生防止策

23 地鳴り 「時鐘」書き写し　学ぶこと多く　境　正子　７１歳（砺波市）

25 厚労相表彰を市長に報告 砺波の小森さん　社会福祉功労者

26 男子で富山初優勝　女子は富山北部Ｖ２ 第６７回県高校剣道新人大会

30 わが列車　わが鉄路　㉓　城端線氷見線 富大の力⑦　公共交通は「富山の宝」　まだまだ進化できる

北陸中日 1 同時通行止めも　高速道　並行一般道 大雪立ち往生で中日本高速

12 砺波と北海道でトルコ料理談義 友好協、オンライン交流　砺波市トルコ友好交流協会

25 小矢部　殺処分を完了 鳥インフル、１３万４千羽

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 鳥インフル　殺処分完了 小矢部の養鶏場　来月中終息目指す

朝日 19 小矢部で殺処分完了 鳥インフル　周辺４場異常なし

毎日 18 鳥インフル　１３万４０００羽を殺処分 県が完了　４養鶏場異常なし

日本経済 35 富山の養鶏場　１３万羽殺処分が完了 県、鳥インフル防疫措置

２７日　水曜日
北日本 11 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

15 声の交差点 オペレーターの思い　砺波市　横川實（７７歳)

15 とやま×私×フォト 「コロナがなくて　いいね」　ヤッちゃん（砺波市）

20 富山県をよくする会　きょう表彰 生徒会・奉仕活動　熱心に　中学生１９人１９団体

21 よごし料理　食べて 砺波東部小児童　メニュー考案　総菜３品商品化

29 侵入と窃盗疑い　４０歳男４度目逮捕 富山・岐阜県警

富山 15 コント 砺波・明水百選

22 僕らのよごし料理食べて　 砺波東部小５年生が考案　総菜業者が３品販売

22 機械科など３科　１年間の成果発表 砺波工高の課題研究

23 交通安全署名簿　２万４０８５人分提出 砺波市交通安全協

23 ６チーム２７５人を表彰 県高体連総会

24 富山県をよくする会　 中学生１９人１９団体たたえ　きょう富山で表彰式

28 わが列車　わが鉄路　㉔　城端線氷見線 富大の力⑧　鉄道はダイヤ売る商売　「ばらばら」では乗客減

28 県内養鶏場を総点検 県、鳥インフル発生受け

29 連続空き巣疑い男再逮捕 県警　砺波、富山の住宅狙い

北陸中日 12 砺波東部小児童が考案　 よごし活用料理　食べて　野菜たっぷり　３品発売

13 コロナ下　進めた研究は 砺波工高３年生が発表会

読売 22 よみうり文芸 短歌　【秀逸】下保憲一（砺波市）　俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

23 大雪時　予防的通行止め 中日本高速　立ち往生防止へ対策

２８日　木曜日
北日本 6 県ものづくり大賞に　老子製作所・若鶴酒造 優秀賞　スギノマシンと北電工

13 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

16 朝市夕市　県内 砺波市

16 となみ野 第１６回となみ野寒糊炊きほか

16 県内美術館・博物館の催し となみ散居村ミュージアム　松村外次郎記念庄川美術館

23 松村外次郎さんや庄川小児童の作品 庄川美術館に展示　「松村外次郎と庄川のこどもたち展」

23 警察本部長・署長感謝状 【砺波署】

24 富山の食　体験交え紹介 金田さん（砺波散村地域研究所長）新著　「和食の地理学」

富山 15 地鳴り 除雪対応は本当に大変　春川正人 ７３歳（砺波市）

21 富山文芸　１月賞 俳壇　歌壇

22 宮﨑新会長が来社　会員拡大に意欲 砺波市美術協会

22 庄川氾濫に備え　救命ボート 高齢者救助に活用　砺波・柳瀬地区が導入

22 １団体９人に感謝状 砺波署

23 県ものづくり大賞　老子製作所・若鶴酒造 優秀賞　スギノマシン　北陸電気工業

29 ひき逃げ容疑で　砺波の７３歳男逮捕 親子２人軽傷　砺波市庄川町庄の市道

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

毎日 20 第６６回青少年読書感想文全国コンクール　県代表作品　❾ よだかの生き方に学ぶ　県立砺波高校２年　吉沢舞花さん

２９日　金曜日
北日本 17 声の交差点 昭和の豪雪の思い出　 砺波市　武部幹夫(８０歳)

18-19 富山県内ロケ作品　おもいで写真 富山県ロケ地ＭＡＰ　⓬梅屋菓子舗

21 砺波・南砺の表具師　掛け軸守る寒糊作り　 伝統技法で仕込み　１０年熟成し使用

21 職業選択に生かして 般若中  車部品技術者が講演
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22 庄川洪水に備えボートと胴衣購入 柳瀬地区自主防災会

31 小矢部  鳥インフル１週間 養鶏場の防疫措置完了

富山 1 県内  警報級大雪の恐れ あすにかけ  交通障害に注意

16 すこやか育児 櫻井春香さん  ＝砺波市林 長男 莉久ちゃん

19 地鳴り 除雪対応検証し今後に生かして　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

19 地鳴り 百人一首の歌を味わう  安カ川仁省 ７０歳（砺波市）

19 地鳴り 「小僧」とは何か聞いておけば　 黒田和也　４３歳（砺波市）

20 「お助け隊」に園芸、広報部 砺波図書館  来月７日まで募集 花壇の手入れ、ＰＯＰ作成  美化部と３部体制

20 薬物乱用の危険性  福野小６年に説明 砺波ＬＣが教室

20 １年間の無事故願い署名奉納 砺波市交通安全協会の交通安全祈願祭

20 伝統の技で寒糊炊き 砺波、南砺の表具師４人

26 わが列車　わが鉄路　㉖　城端線氷見線 富大の力⑩　公共交通のワンチーム  富山型タクトダイヤを

27 小矢部鳥インフル 養鶏場の防疫措置完了　２１日間の経過観察に

北陸中日 1 県内 警報級大雪予報 北陸道、東海北陸道  通行止め恐れ

13 文化財修復に伝統寒糊作り 砺波、南砺の表具師 小麦でんぷん水炊き

24 小矢部の養鶏場  防疫措置が完了 二十八日

読売 20 人気城郭カード 増山城に特別版 砺波市教育委員会  「とやま城郭カード」

20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

21 養鶏場の防疫終了 鳥インフル  ２８日

毎日 22 ギャラリーだより 松村外次郎と庄川のこどもたち展　松村外次郎記念庄川美術館

３０日　土曜日
北日本 5 県の人口動態 転出超過１９００人　コロナ入国制限影響か

19 声の交差点 １週間遅れの左義長　島田栄　７２歳(砺波市)

21 剪定枝用ごみ袋開発へ 市　野焼き防止目指す　砺波市地区自治振興会協議会の「市長と語る会」

21 今年の無事故祈る 砺波市交通安全協会　交通安全祈願祭

21 福野小でも教室 砺波ライオンズクラブ　薬物乱用防止教室

21 きょうもにっこり となみミュージカルキッズ演出助手　南部日奈子さん

22 砺波　チューリップ展 春のフェア　待ち遠しいね　テーマは「驚きと和」

23 公共施設　２月から通常通り 砺波

23 鳥インフル対策　引き続き徹底 高病原性鳥インフルエンザを受けた連絡会議

富山 1 きょうも県内大雪注意　 富山中心部　降雪１４㌢　高速道　全域で予防的通行止め

3 庁舎の窓 派手さはなくても　砺波市長　夏野修氏

27 地鳴り 雪の中、働く方々に感謝　堺井清美　６５歳（砺波市）

29 砺波も通常に 新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

29 移住者の住宅支援　人口減対策に意欲 砺波市長と語る会　砺波市自治振興協議会

30 チューリップ１万本　和の美と競演　砺波 第３５回春を呼ぶチューリップ展　ミニＳＬ走る

31 紙風船 「雪は資源」の視点

33 ２０年人口移動 １３市町が社会減

34 わが列車　わが鉄路　㉗　城端線氷見線 富大の力⑪　利用者数は必ず増える　ライトレールに再逆転を

34 砺波市が連絡会議 高病原性鳥インフルエンザ連絡会議

北陸中日 1 きょうの紙面 ミニＳＬに乗ってチューリップ巡り

12 フェア前触れ　華やか 砺波でチューリップ展開幕　「春を呼ぶチューリップ展」

12 花の大谷協賛金　１日に募集開始 チューリップフェア

29 県内高速　予防的通行止め 富山３８㌢　大雪　引き続き警戒　二十四時間の降雪量　砺波市で７㌢

29 中日本高速　情報発信強化 写真つき　積極ツイート

読売 24 高速で予防的通行止め 降雪予想で　きょうも警戒続く

24 養鶏場１０㌔圏内　畜産車消毒継続 鳥インフル対策会議

毎日 24 読書感想画中央コン 県代表１１点決まる　３３８点応募　本の印象、素直に表現

３１日　日曜日
北日本 16 わが家のアイドル 上野結月ちゃん　１歳　砺波市庄川町三谷

17 てくてく風土記　 砺波市　庄川温泉郷　①鯉恋の宮　縁結ぶ絶叫スポット

22 こんなのあるんだ！４７ＣＬＵＢ　よんななクラブ ＴＯＹＡＭＡ　おすすめ　ＷＥＢショップ

25 みんなのＶＯＩＣＥ 「雪国の楽しみ」　砺波市　５０代　男性

26 最優秀賞に中島さん（村椿小４） 農業用水ポスター・標語

26 コロナ予防に役立てて 砺波市庄川町金屋の神下商事

28 県内　降雪ピーク越す ３０日午後７時時点の積雪　砺波３２㌢
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富山 13 コント 砺波・越中之助

18 来月、台北でチューリップ展 砺波の球根　１万５千個　市、オンラインで植栽指導

18 チューリップ　切り花７０本展示 砺波の研究会、都内で

18 箏の音華やか、成果披露 砺波で総合カレッジＳＥＯ

19 最優秀に吉田君　福井、山本さん 砺波市交通安全標語

20 ゴール狙い　はつらつプレー 氷見Ｊｒ、福岡Ｂ制す　氷見フットサル２０２１・４年の部

20 ゴール狙い　はつらつプレー 高岡で学童フットサル　６年の部　ＦＣ福岡Ｖ

21 日本リーグ　アランマーレ 今季ホーム初白星　岐阜に２０－１６　第４５回日本ハンドボールリーグ女子

24 わが列車　わが鉄路　㉘　城端線氷見線 富大の力⑫　日本の常識を変えよう　軌道法１００年で考える

北陸中日 1 きょうの紙面 救命ボート導入　地域で洪水対策

5 発言 傘寿　高瀬神社で元気を賜る　上野亮平　７８　富山県砺波市

14 バレンタイン彩る花々 砺波・四季彩館　チューリップに添え

14 洪水時救命ボート　自主防災会が導入 砺波・柳瀬地区　救命胴衣２０着も

読売 20 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

21 降雪　ピーク過ぎる 北陸新幹線５本運休　３０日午後４時までの最大積雪量　砺波市で３６㌢

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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