
　　　　　　　２０２１（令和３）年２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 15 笑顔と歌声　元気届ける となみミュージカルキッズ　結成１５周年公演　来月６、７日　３６人出演

15 優雅な音色披露　 箏曲初弾会　瀬尾箏曲響の会

15 てくてく風土記　 砺波市　庄川温泉郷　②古民家ゲストハウスすどまりとなみ　実家のような安心感

15 自生の竹でスキー板 頼成の森　滑走も楽しむ　森林科学館

16 ハローキティのなるほど図鑑　４２５ 泥面子　子どものおもちゃ

21 声の交差点 スペイン風邪の恐怖　砺波市  村中正敏（９０歳）

22 桑原さん（富山中部高２年）ら４人突破 北日本本因坊戦　挑戦者決定リーグへ

22 第３子以降誕生　２世帯に祝い金 砺波　種田地区　庄川地域の種田地区自治振興会

22 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　１組

23 境界の彼方　データ編 高齢化率　朝日町が４５．１％　砺波市３０．７％

富山 9 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

15 第３子誕生で祝い金 砺波・種田地区自治振興会　２世帯に贈る

16 中田　大谷破りＶ 高岡で学童フットサル  ５年の部  第２２回すこやかカップ学童交流フットサル大会・５年生の部

21 ほたるいか 竹スキー体験教室　富山県民公園頼成の森

北陸中日 1 きょうの紙面 ちょっと遅れてもやっぱり左義長

5 ミニコント 砺波・晴之助

10 第３子以降誕生に独自祝い金届ける 砺波・種田地区　

10 左義長　住民待ちわびた 砺波　大雪中止も要望受け開催　砺波市種田地区

10 地域未来派 郷土発展へ偉人に光　浅野総一郎翁で氷見を盛り上げる実行委委員長　田上政輝さん

11 無事故願う署名簿　奉納 砺波安協が交通祈願祭　砺波市交通安全協会

読売 27 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

日本経済 21 クリック 雪で立ち往生相次ぐ北陸　情報共有・発信が後手に　

　２日　火曜日
北日本 5 とやまビューポイント　候補３０地点追加 春の四重奏（朝日）や栂並木（上市）

19 てくてく風土記　 砺波市　庄川温泉郷　③庄川挽物木地伝統工芸士　職人技　ここにあり

19 かまど・洗濯機　懐かしい５０点 「昔の暮らし展－洗濯、炊飯、暖房」　砺波市砺波民具展示室

21 新たな〝花〟お目見え チューリップ公園　新タワーに３色

26 煙る散居　水墨画のよう 県内　朝方冷え込む

富山 2 優れた景観３０地点追加 とやまビューポイント　来月指定、６０地点に倍増

19 地鳴り 一番良い角度や距離を意識する　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 教育研究実践記録　最優秀賞に前野教諭　 砺波　砺波市小学校教育研究会

20 最優秀賞に滋野さん 砺波・特殊詐欺防止川柳

22 砺波・新チューリップタワー ３色の花オブジェ設置　県産品種イメージ、来月末に完成

22 書き初めの秀作並ぶ イオンモールとなみ　こども書道展

北陸中日 12 チューリップの花  新タワーに咲いた 砺波 フェアまでに完成へ工事

読売 24 沢井さん  旭化成賞 学生科学賞 山本君 入選１等  中央審査

24 逆上がりのコツ解明 入選１等  砺波市立庄西中学校３年  山本和輝君

25 咲いた  タワーに「チューリップ」 砺波 砺波チューリップ公園  新チューリップタワー

毎日 18 昭和のぬくもり感じて 砺波・１４日まで  アナログ道具展  砺波民具展示室

  ３日　水曜日
北日本 18 わが家のアイドル 吉田　葵葉ちゃん　３歳　砺波市東石丸

19 てくてく風土記　 砺波市　庄川温泉郷　④ゆずの郷やまぶき　地元の魅力　漫画で発信

19 滋野さん最優秀 特殊詐欺防止川柳　砺波署と砺波市防犯協会

21 北陸支局「書径舎」　１８人が入賞・入選 第７４回書道芸術院展

26 密避けて豆まき 高瀬神社で節分祭り

富山 1 静かに「福は内」 南砺・髙瀬神社

19 地鳴り 四十数年前の苦い思い出　紫藤道子　８６歳（砺波市）

21 夫婦で長生き願いお雛さまと記念撮影　七段飾り、内裏びな 砺波の水本一太郎石像彫刻美術館

21 新年度予算を可決 砺波地方衛生施設組合議会定例会

21 災害時の避難所に受電設備を設置 砺波・東野尻自治振興会

21 規模違う中学校の授業、部活動視察 砺波市の小中学校再編を協議する学校のあり方検討委員会

22 農業用水ポスター　中島さん最優秀賞 富山市で表彰式

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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23 チューリップ　バレンタインの彩り 砺波の四季彩館　５千本　咲き誇る

23 俊英賞に林さん（高岡） 書道芸術院展　院賞、須藤さん（射水）

北陸中日 12 福詣で  穂宝守り飾る 南砺・高瀬神社 

13 洗濯、炊飯、暖房 道具の進展紹介　 砺波民具展示室

13 ニセ電話防止川柳  最優秀に滋野さん 砺波署が表彰

読売 20 よみうり文芸 短歌  【秀逸】　武部由美子（砺波市）

毎日 20 第３２回読書感想画中央コンクール  県代表作品  中学校の部 砺波市立庄西中２年  宮越祥司さん  砺波市立出町中１年  辻田貫七さん

　４日　木曜日
北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第４０回砺波市フットサル大会ほか

12 とやま四季彩々 散居村　雪化粧　砺波平野

12 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

21 てくてく風土記　 砺波市　庄川温泉郷　⑤庄川遊覧船　雪化粧　まるで水墨画

21 庄川と出町中　２校視察 学校のあり方検討委　授業や部活

23 チューリップでポット苗　 鉢花生産者組合　県産品種　全国へ

23 県立高推薦選抜１．０１倍 出願締め切り　過去２番目の低さ

29 風車 企画展「心拍数で本を読む」　砺波図書館

富山 2 中山間地域作り １０日にセミナー 富山 県の「元気な中山間地域づくりセミナー」　砺波市柳瀬地区

13 地鳴り 車には長靴とスコップを　戸田祐子　５８歳（砺波市）

20 アマビエこけし商品化　高さ８・５㌢、直径５・５㌢ 庄川木工の魅力発信　伝統工芸士　但田さん木材加工　作品展経験　山下さん絵付け

21 チューリップフェアＰＲ　 東京駅の大型ＬＥＤ画面で　砺波市が首都圏で来訪呼び掛け

22 県立高　９日推薦入試　平均１．０１倍 過去２番目に低く　富山北部・体育コース　最高２．２１倍

22 わが家 佐伯李絵さん（３７）　香帆さん（１０）　柊羽ちゃん（５）　＝砺波市久泉

22 男子・高岡一－桜井　女子・高岡一－龍谷 ７日決勝　第６８回県高校新人バスケットボール選手権第５日

22 寺島、竹内Ｖ　全日本出場へ 第６７回県剣道選手権・第５９回県女子剣道選手権

25 北陸の高速道　死亡事故ゼロ 三県全体　７２年の開通から初

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 県税の納税猶予制度　　

24 県立高推薦　１・０１倍 過去２番目の低さ　１８校で定員割れ

朝日 21 全国切符へ　響け 北陸アンサンブルコンに県勢２０団体　福井・７日

毎日 18 林さん（高岡）に俊英賞 書道芸術院展　入選者決まる

18 県立高推薦入試志願状況 １．０１倍　初の追試験も

日本経済 12 ウイスキー、クラフト旋風 世界に個性派、ビールから波及　蒸留所急増、日本勢４倍

　５日　金曜日
北日本 19 学生服　無料クリーニング　砺波の店主　江尻さん実施 卒業式　新学期　きれいな制服で　きょうから来月１３日まで

19 吉田君ら最優秀　 交通安全標語　砺波市交通安全協会

21 合掌造りライトアップや紙芝居 がんへの理解啓発

富山 3 滑川市が初の特選 県広報コンクール　広報紙部門　入選３席　広報となみ１１月号

18 「となみんマスク」人気 チューリップ球根のキャラクター　砺波・福祉作業所が製作

18 砺波の流田さん　交通栄誉金章報告 砺波署　全日本交通安全協会の交通栄誉章「緑十字金章」

20 「学落ちない」クリスマスローズ　合格の花　咲く 砺波で出荷ピーク

21 がんに立ち向かう思い一つに　南砺・相倉など　１６カ所ライトアップ 方言紙芝居で理解　南砺・上平小児童に披露

24 わが列車　わが鉄路　㉙　城端線氷見線 時代を追い越せ①　「国鉄無料化論」の波紋　砺波発「奇抜な再建案」

北陸中日 1 がん医療に温かな輝き 南砺・相倉集落　

12 砺波・柳瀬の歴史や行事　ＤＶＤにまとめ住民に 砺波市柳瀬地区自治振興会

13 年末ジャンボ１等　かなえた！ 砺波の宝くじ売り場　祈願スタンプが人気

13 がんの正しい知識　紙芝居で 平、児童に富山弁で上演

13 交通指導員など長年尽力 流田さん緑十字金章　砺波から初

読売 16 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

16 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３５回春を呼ぶチューリップ展　

22 青少年読書感想文全国コン 県内３人にサントリー奨励賞　砺波市立出町小３年　松田理沙さん

日刊工業 23 富山県ものづくり大賞を決定 大賞　老子製作所と若鶴酒造
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　６日　土曜日
北日本 23 ひな人形　装飾豪華 石像彫刻美術館　一緒に記念撮影も

23 マイナンバーカード　あすイオンに申請コーナー イオンモールとなみ

23 ４人連携　女性を救助 消防組合　感謝状贈る

24 お店の味を自宅で あすから料理販売　砺波・高岡１１飲食店

25 出町子供歌舞伎　中止 ２年連続　代替事業を検討

富山 25 地鳴り 先輩からのメッセージ　西川良子　６８歳（砺波市）

32 わが列車　わが鉄路　㉚　城端線氷見線 時代を追い越せ②　街の水平エレベーター　都市活性化の「触媒」に

32 出町子供歌舞伎が中止 砺波、２年連続　代替事業を検討

北陸中日 1 絶滅の野草　利賀で確認　 「チョウジソウ」ダム用地の険しい崖に　県内５３年ぶり　県中央植物園で保全

5 発言 バイデン政権　日米関係注目　石丸秀幸　６１　富山県砺波市

26 出町子供歌舞伎　２年連続で中止 砺波、代替催し検討

　７日　日曜日
北日本 13 初の発表会　心一つに きょう「となみのジュニア合唱団」

25 県内高齢者のワクチン　接種回数　高い目標 医療スタッフ確保課題　全員希望なら３３万人超

富山 11 地鳴り 環境に優しい交通網夢見る　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

16 きょう受け付け開設　 イオンとなみ　マイナンバーカードの申請受け付け

17 転落の女性救助　４人に感謝状 砺波地域消防組合消防本部

17 福野地域３事業所　クイズで交流会 となみＪＣも参加　「たびかわＭＥＥＴ」

22 わが列車　わが鉄路　㉛　城端線氷見線 時代を追い越せ③　「米国流」にヒント多い　高速道路とＬＲＴ併走

22 コロナワクチン　県内　集団接種 医師、看護師の確保　１０市町村　めど立たず

北陸中日 1 きょうの紙面 昔の暮らし　体感

12 車内広告　チューリップいっぱい 砺波市が９日から　京浜東北線でＰＲ

13 となみのジュニア合唱団　 本番ドキドキ　初の発表会　きょう、市文化会館

13 昔の暮らし　民具で学ぶ 散居村ミュージアム　砺波、南砺の児童

朝日 15 北陸　新時代 演鑑と劇団　両輪なのよ　上田良子さん　となみ演劇鑑賞会事務局長

 ８日　月曜日
北日本 1 せん定枝　官民で対策 砺波市

3 厚生部門功労表彰に４人 澤越豊（元県国保診療報酬審査委員会委員、砺波市）

14 全国高校スキー　第２日 第７０回全国高校スキー大会第２日　女子大回転

17 砺波　かんじきで冬の森散策 頼成の森　動物足跡や冬芽観察

17 前句の腕前競う 砺波喜楽会　新春前句大会

21 とやま×私×フォト 「大雪の中の雪だるま」　めぐみん（砺波市）

22 庄西が優勝　 砺波フットサル大会　中学生の部

25 屋敷林広がる砺波地方　せん定枝　官民で対策 野焼き回避へ工夫　粉砕機導入し堆肥化　高齢者宅で戸別回収

25 「日本三大散居」出雲　 受け入れ拡充の動き

富山 9 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

13 ＬＲＴ化　可能性探る 南砺で講座　本田富大教授ら講演

13 持ち帰り５００食完売 道の駅砺波でマルシェ

13 予想超える９９人　砺波で献血協力 となみセントラルＬＣ

14 ３年ぶりに開催　３０２人が競う 第１７回砺波市民体育大会スキー競技会

14 グラウジーズリーグ開幕 入善が１位通過　グラＵ１２が２連勝　

14 各チーム　選手のひと言 砺波・山下陽大

14 男子　高岡一　女子　龍谷Ｖ 県高校新人バスケットボール選手権最終日

15 女子大回転　清水３位 男子距離フリーで山﨑５位　第７０回全国高校スキー大会第２日　女子大回転

15 「体験が将来役立つ」　砺波・般若中で講演 田中精密工業の戸田さん

18 わが列車　わが鉄路　㉜　城端線氷見線 時代を追い越せ④　早すぎた「元祖ＬＲＴ」　笹津線・射水線に学ぶ

北陸中日 9 １１飲食店集結　プロの味　自宅でどうぞ 砺波「テイクアウトマルシェ」

9 雪十分　３年ぶりスキー競技会 砺波市民体育大会

9 スキー　全国高校大会第２日 女子大回転

9 県高校新人バスケットボール選手権大会 男子 女子

朝日 19 県勢５団体  全国へ 北陸アンサンブルコン 【中学校】庄西（打５）

19 砺波でチューリップ展 お先に春気分  「春を呼ぶチューリップ展」
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　９日　火曜日
北日本 4 １億円産地づくり 販売額最高１３億７０００万円 ２０年度 単収・単価アップ寄与

17 砺波市 コロナ対策４億７３０３万円 補正案 ４月 ポイント還元事業 

17 道路除雪計画に豪雪版も策定 来冬から

17 保育所・こども園 ＩＣＴ化 保育士の負担を軽減 

17 ワクチン接種で市長が国に苦言 方針変わり苦慮

26 固定資産税を５３０万円過大徴収 砺波  特例適用誤り

27 冷え込み 県内続く 昼すぎまで雪注意　午後６時までの２４時間降雪量　砺波１３㌢

富山 2 「１億円産地」の今年度販売額 過去最高１３億７０００万円  県園芸振興推進協

4 反転攻勢  北陸コカ・コーラボトリング 稲垣晴彦会長  社内でアナリスト養成 デジタル革命を推進

19 コント 砺波・明水百選

19 地鳴り 野球を通じて希望と元気を　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 砺波市のプレミアム商品券  新年度も５千セット販売 マイナカード申請で３千円分配布  夏野市長会見

20 豪雪時の対応 計画盛り込む 市道路除雪計画  豪雪時の対応編を新たに作成

20 子供歌舞伎中止「非常にショック」 代替事業に期待

23 男子複合・加藤、大回転・石井１８位 第７０回全国高校スキー大会第３日

23 令和２年度ソフトテニス富山県インドア選手権 女子

26 砺波市５２８万円過大徴収 固定資産税、軽減措置適用せず

北陸中日 1 １０㌔圏  搬出制限を解除 小矢部  鳥インフル

12 スマホ決済  ２０％ポイント還元 砺波市補正予算案、４月の１ヵ月間

12 豪雪時には契約外業者の協力も検討 砺波市長会見

24 砺波市  計５３０万円過大徴収 固定資産税、２１の法人個人

読売 24 高校総体 複合男子  加藤１８位  雄山 

25 固定資産税２１件 砺波市が過徴収 ６８０万円還付へ

朝日 23 ニュース短信 搬出制限区域を解除

毎日 20 第３２回読書感想画中央コンクール 県代表作品 高校の部  県立砺波高１年  藤川白麗さん  自由読書 

 １０日　水曜日
北日本 19 庄川小６年４５人　オンライン交流 がん患者　地域で支援　基礎知識・接し方学ぶ

19 「花のまち砺波」へぜひ 首都圏の駅・電車　市がチューリップＰＲ

20 福祉施設に扇風機寄付 カラオケボランティアグループ「こぶしの会」

24 「謡曲に親しもう」　１３日から公開講座 砺波市文化協　受講募集

26 「合格の花」出荷ピーク 砺波　クリスマスローズ　砺波市東保の松浦園芸

26 ひき逃げ容疑　砺波の男逮捕 富山西署　

富山 19 地鳴り 体力の衰えを食い止めたい　角栄一　６９歳（砺波市）

20 砺波・庄川小　がん克服　先輩に学ぶ 東大特任講師、河原さん授業

21 砺波の施設向けに空気清浄付き扇風機 カラオケボランティアグループ「こぶしの会」

21 ロビー展 高田幸子水彩画展　富山銀行庄川支店

21 ロビー展 手をつなぐとなみ野福祉作業所庄川の作品展　北陸銀行庄川支店

22 チューリップのまち発信 ＪＲ東・京浜東北線車内　砺波市が中づり広告

26 わが列車　わが鉄路　㉝　城端線氷見線 時代を追い越せ⑤　佐伯氏に学ぶ地方の心　富山県全体を「都」に

27 ひき逃げ容疑で砺波の２１歳男逮捕 富山西署　

北陸中日 13 がん　正しい知識持って 東大特任講師・河原さん　庄川小児童に授業

読売 24 よみうり文芸 俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

朝日 19 「合格の花」満開　ゲン担ぎは正解 砺波市東保の松浦園芸　クリスマスローズの出荷

１１日　木曜日
北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 砺波市文化祭第１７回砺波市美術協会会員展ほか

16 全国高校スキー　最終日 距離男子リレー　南砺平１０位入賞

16 男子回転　石井（砺波工）入賞逃す １４位「悔しさしかない」

21 手書きミニコミ紙好評 市協力隊員　野々瀬さん（堺出身）　２ヵ月に１回　県外の視点で執筆

22 土偶　宙にスルスル　埋文センター製作 紙おもちゃ無料で配布

22 ゆず味噌ジェラートいかが 庄川町商工会　女性部が新商品

23 アランマーレ　勝利へ意気込み １４日ホーム戦ＰＲ

30 無料税務相談　県内４会場で １９日から

33 自治体ごとに違い 対象店舗や還元率　ポイント還元事業
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富山 21 とやま童話 第４７回富山県児童文学祭優秀賞　基地の仲間　文・吉田真寿美（砺波市）

22 ゆず味噌　ジェラートに 砺波・庄川町商工会女性部　１４日から販売

22 手書き会報が好評　砺波観光協会勤務　協力隊・野々瀬さん 「我逢人」四季の感動、エッセー風に　砺波市地域おこし協力隊員

24 男子距離リレー　南砺平１０位入賞 第７０回全国高校スキー大会最終日

24 無料の税務相談利用を 税理士会県支部協　佐伯会長来社

24 中山間地域活性化活動事例を説明 富山で県セミナー　「元気な中山間地域づくりセミナー」　やなぜ空き家ねっと

24 初誕生 竹田季世ちゃん　＝砺波市高波

25 砺波のホーム戦「勝つ」 １４日・三重戦　市役所で意気込み

28 わが列車　わが鉄路　㉞　城端線氷見線 時代を追い越せ⑥　路面を走るだけでない　ＬＲＴの本質を考える

北陸中日 12 空気清浄扇風機３台寄贈 砺波の３福祉施設にカラオケボランティア

12 無料工作キットで幼児も土偶作って 砺波、あすから配布　砺波市埋蔵文化財センター

13 催し ２０２１となみ夢の平スノーフェスティバル

読売 22 高校総体 男子リレー　南砺平１０位

23 電子決済利用　２０％分を還元 砺波市、４月

毎日 19 一足早い春感じて １４日まで砺波　チューリップ展　「第３５回春を呼ぶチューリップ展」

１２日　金曜日
北日本 1 砺波 大門そうめん作り最盛期 絹糸のように風に揺られ

6 推選作品８００点決まる  県小・中・高校生書き初め大会 コロナ対策 審査のみ  推薦の児童生徒　砺波市

13 となみ夢の平スノーフェス ゲレンデ滑り歓声  ３年ぶり開催 アトラクション多彩 

13 建国記念の日祝い吟詠奉納 砺波市松風会　出町神明宮

21 声の交差点 年金の日の落とし物　山田泰子　７３歳(砺波市)

富山 1 大門素麺  白いすだれ 砺波で製造最盛期  県内３月並み暖かさ

16 紙の土偶で遊んで 砺波市教委が製作  埋文センター きょうから配布

17 スノーモービルに歓声 砺波・夢の平スキー場  ３年ぶりフェス

17 松風会が詩吟奉納 砺波・出町神明宮

18 入善、グラＵ１２ 決勝 グラウジーズリーグ ２３日に射水で激突

21 とやま×私×フォト 「夕映えの剱岳」　今井春継（南砺市） 砺波総合病院から

22 わが列車　わが鉄路　㉟　城端線氷見線 中越鉄道の記憶①　合意形成の大切さ学ぶ  「難しい点」乗り越え

北陸中日 8 雇用マッチング 新ＨＰを作成へ 砺波商議所 

8 ファイト  砺波の一戦へ １４日、アランマーレ観戦ＰＲ

9 特産ユズ、みそ 甘いコラボ 庄川で１４日 ジェラート発売

１３日　土曜日
北日本 21 プリムラや桜  色とりどり 早春を彩る花まつり

22 小中全普通教室  電子黒板を設置 補正予算 臨時砺波市議会

22 キャッシュレス事業　還元２０％　上限２０００円 砺波市　４月に実施

22 ユニーク機器に笑顔 立ち乗り四輪車 音楽ゲーム 電子楽器 砺波工高  学びの成果  披露

22 ＣＯＳＭＯＳ書会  北日本書道展 入賞・入選 ２３７点並ぶ

23 出町子供歌舞伎 代替で踊りのみ上演 砺波子供歌舞伎曳山振興会

23 「引き続き予防を」　市長がメッセージ 新型コロナ感染症対策本部員会議

富山 27 ＰＣＲ検査費を助成 砺波市　介護、障害施設の職員

27 砺波、ワクチン接種　集団と個別併用検討 砺波市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

28 バレンタイン　花で演出　 砺波・県総合センター　「早春を彩る花まつり」

29 出町子供歌舞伎の代替公演　 ４月に「三番叟」検討

29 水野さん、堀田君　知事賞・最優秀賞 とやまの農山村写真展

北陸中日 12 かんじきでゲレンデ歩き 夢の平スノーフェス

12 議会だより　１２日 砺波市

13 花々告げる　春の足音 バレンタイン♡いっぱい　砺波

13 クリスマスローズで受験合格？ 砺波で出荷最盛期迎える　砺波市東保の松浦園芸

読売 22 「ほほえみの土偶」登り人形に 砺波市教育委員会　市埋蔵文化財センター

22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 大雪で大活躍　イラスト　土江田玲子（砺波市）

23 障害者雇用　１１機関で不足 昨年６月　県教委など法定率下回る

毎日 22 〝釣り鐘〟で育つ夢の味 高岡銅器×ウイスキー!?　鋳物メーカー　世界初の蒸留器
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１４日　日曜日
北日本 1 ワクチン接種巡り県内自治体 集団と個別併用７市町

8 第５９回ファーストバンク小学生図画コンクール審査発表 入賞　砺波市立　砺波北部小学校　（６年）　澤田実空ほか

14-15 第７回　県ものづくり大賞　あす表彰式　富山　 斬新な発想　市場開拓　大賞　老子製作所　若鶴酒造

17 多彩な力作９５点　日本画や工芸など６部門 市美術協会会員展開幕　砺波市文化祭の第１７回市美術協会会員展

17 災害時に備え受電設備設置 砺波市東野尻自治振興会

17 ダイアンさん笑い誘う落語 人権のつどい　高岡・砺波人権啓発活動地域ネットワーク協議会、射水市

17 きょうもにっこり 保育士　砂田直美さん

23 みんなのＶＯＩＣＥ 「チョコの季節」　砺波市　５０代　男性

27 コロナワクチン　県民の声 接種　分かれる判断　受ける　重症化リスク回避　まだ受けない　副反応や効果不安

富山 2 県内旅行会社　コロナ禍で険しい旅路 縮む市場　拠点集約　合理化、効率化進め反転期す

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

15 地鳴り 折れた枝の処分は大変　犀川寮明　７３歳（砺波市）

16 気分は「鬼滅」　ミニＳＬ人気　春を呼ぶチューリップ展にぎわう コロナ禍も人出前年超え　きょうまで　砺波・四季彩館

16 雪の斜面滑り歓声 県砺波自然の家でなかよし冬の集い

18 新年度会長に南氏 県商工会議所青年部連合会　臨時総会

19 日本リーグ　アランマーレ 大阪に雪辱、４勝目　２９－２５

20 県ものづくり大賞　あす表彰式 釣り鐘鋳造技術で蒸留器　大賞　老子製作所（高岡市）・若鶴酒造（砺波市）

20 広告 ＺＥＭＯＮ　第７回　富山県ものづくり大賞受賞　若鶴酒造株式会社

22 わが列車　わが鉄路　㊱　城端線氷見線 中越鉄道の記憶②　「人望の大矢」が社長に　「政治」「技術」もそろう

北陸中日 14 中日農業賞・伊藤さん　「花で明るくなれば」 砺波、チューリップ出荷　センティア

15 そり滑り、雪像作り　児童が雪遊び交流 県砺波青少年自然の家　「なかよし冬の集い」

毎日 22 砺波の魅力　手書きで 野々瀬さんがミニコミ紙　地域おこし隊　「我逢人」

22 ゲレンデで大はしゃぎ‼ 砺波で３年ぶりにスノーフェス　「２０２１となみ夢の平スノーフェスティバル」

１５日　月曜日
新聞休刊日

１６日　火曜日
北日本 6 老子製作所・若鶴酒造 表彰 県ものづくり大賞　老子製作所と若鶴酒造

16 ハンドボール  日本リーグ アランマーレ惜敗  プレーオフ進出消える

21 散居村の魅力広くＰＲ  出町中１年生が手作りグッズ  図書館で配布  調査結果も展示

22 特別会計予算２．３％増 砺波地方介護保険組合議会　２月定例会本会議

22 化学ポンプ車更新 砺波地域消防組合議会　２月定例会本会議

23 第２期ビジョン承認 呉西圏域懇談会  「とやま呉西圏域」の都市圏ビジョン

富山 1 大雪であすから通行止め可能性 中日本高速道路

2 国保事業貢献 ４氏たたえる 県庁で表彰式  今年度県厚生部門功労表彰（国民健康保険事業）

3 ３年後コロナ禍から回復  呉西圏域ビジョン懇談会 製造品出荷額などの目標値  第２期案を承認

18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１月誌上句会

22 ７分団Ａと１分団Ｂ優勝 第３３回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

22 新春ことほぐ一服堪能 裏千家淡交会高岡青年部　初茶会

22 シルクスクリーンで独創的な世界表現 砺波市美術館で講座

23 新年度、保険料引き上げ 砺波介護組合　条例改正案を可決　２月定例会

23 南砺東分署に重機と重機搬送車を配備 砺波消防組合議会　２月定例会

24 「県内企業のリーダーに」　県ものづくり大賞表彰式 「高岡銅器の伝統技術による世界初の鋳造製ウイスキー蒸留器ポットスチル」

24 日本リーグ　アランマーレ 三重に苦杯８敗目　１７－２０　第４５回日本ハンドボールリーグ女子

28 わが列車　わが鉄路　㊲　城端線氷見線 中越鉄道の記憶③　なぜ「悲劇の主人公」に　延伸で意見分かれ

30 １８日にかけ大雪警戒 県内、高速道通行止め可能性

読売 14 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

30 ゆず香るジェラート　砺波・庄川町商工会 特産ゆず味噌で考案

 １７日　水曜日
北日本 1 輸出拡大へ県内３品目  コメ・清涼飲料水・みそ 農水省  全国２３品目選定  トナミ醤油

1 きょうから大雪の恐れ 県内  平野部で５０㌢予想  最大風速  砺波１２㍍

15 万機公論　 砺波市防災士連絡協議会長  長谷川智章  災害時は「近助」も大切

19 障害者支援へ  清掃指導 砺波の団体  事業所と連携  雇用確保目指す

20 茶道裏千家淡交会  ６月に北信越大会 茶道裏千家淡交会高岡青年部

21 確定申告スタート 県内  コロナ対策万全期す

28 輸出拡大へ県内３品目  「生産拡大に弾み」 関係者  海外発信に意欲  トナミ醤油
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富山 1 輸出支援  県内５産地 農水省選定  野上氏「育成図る」  トナミ醤油

5 確定申告  整理券で行列減 富山県内で開始

19 地鳴り 旧図書館解体「お疲れさま」　松本えみ子　５５歳（砺波市）

19 地鳴り トキメキは持っていたい　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

20 利賀ダム安全施工  藤井組が最優秀賞 国土交通省利賀ダム工事事務所安全対策協議会の安全施工研究発表会

20 天王地さん優勝 第５回交流プラザ杯健康麻将交流大会

21 清掃業務の指導者養成  障害者雇用拡大目指す 福祉作業所職員に研修

21 コロナ禍も休まず活動 砺波「スパイラル広場」２０年  砺波市東野尻地区のボランティアグループ「すこやか」

22 ３人２団体４校たたえ 県の２０２０年度元気とやまスポーツ大賞贈呈式 

23 事件・事故 ガラス壊した疑い男逮捕  砺波署

26 わが列車　わが鉄路　㊳　城端線氷見線 中越鉄道の記憶④　冷静的確なリーダー像 加越線で立体交差実現

北陸中日 1 県内  警報級大雪も 高速  通行止めの可能性

12 砺波で感じた驚き  手書きで 協力隊の野々瀬さん  ミニコミ誌が人気

１８日　木曜日
北日本 1 県内大雪  交通混乱 新潟への陸・鉄路寸断  きょうも警戒

5 民意と歩む  県議会にタブレット  県内４市議会  既に活用  不得手議員の支援課題

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 第３２回玄土社一陽書会習作展

12 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

19 ２０６０年目標人口４万人を維持 砺波市総合計画審議会

20 せん定枝処理機導入  小矢部市 市民の負担軽減へ

21 新タワー模型お目見え 市役所  チューリップフェアＰＲ  第７０回となみチューリップフェア

21 全１３５講座  詳しく紹介 本社カルチャー教室冊子発行 

別刷2 第１７回 わたしの新聞コンクール 家族ｄｅ新聞スクラップ

別刷6 第１７回 わたしの新聞コンクール 全体の講評  新聞通じた出合い大切  県小学校長会長  白江勉氏

別刷6 第１７回 わたしの新聞コンクール 〈新聞について思うこと〉   新聞と曽祖母  砺波高１年  中橋和奏さん

別刷6 第１７回 わたしの新聞コンクール 新聞感想文

富山 15 地鳴り いただいた命をこれからも大切に　紫藤道子　８６歳（砺波市）

15 コント 砺波・越中之助

15 地鳴り お茶の世界を自分で楽しむ　西川良子　６８歳（砺波市）

15 地鳴り サウナ後の水風呂が難関　藤井昭通　４８歳（砺波市）

24 「生活に満足」割合増加 砺波  総合計画審で報告

24 デジタル化推進本部で計画策定 砺波市行政改革市民会議

24 砺波市役所  新チューリップタワー「出現」 細部再現の模型展示

24 空き缶回収で施設に椅子寄贈 砺波北部小児童会

30 わが列車　わが鉄路　㊴　城端線氷見線 中越鉄道の記憶⑤　「先を読む」のは難しい 並行区間なぜ誕生？

30 野鳥死骸から鳥インフル 小矢部、簡易検査は陰性

31 大雪  交通網再び混乱 列車運休、高速道通行止め

31 県立高３校も休校 富山西、北部、高岡工芸  

北陸中日 1 「警報級きょう  なお警戒を」 大雪  富山市３８㌢  高岡４１㌢  鉄道運休  高速通行止め

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館  庄川美術館

読売 25 大雪  各地で交通乱れ ピーク続く  富山の小中臨時休校  最大積雪量  砺波市で３０㌢

１９日　金曜日
北日本 17 声の交差点 「異国の丘」歌い我慢　砺波市　上野亮平（７８歳)

17 とやま×私×フォト 「迷子のトナカイさん」　松田悟樹（砺波市）

19 「夢に向かって努力を」 車いすバスケ宮島選手　万葉小で講演

19 ３番組に意見や提言 エフエムとなみ放送番組審議会

20 新図書館　私たちの宝　砺波　ボランティア第２弾 花・木の世話　本棚整理　小中高生が助っ人参加

21 前田さんに感謝状 用水転落　お年寄り救助　砺波地域消防組合消防本部

27 大雪　もう　うんざり　県内 きょう冬型弱まる

富山 3 城端・氷見線ＬＲＴ化 事業費調査に着手

23 くらしの日記 助け合い　紫藤道子　８６歳（砺波市狐島）

24 県西部の救急隊員　活動の知識深める 高岡・砺波研究会　高岡医療圏と砺波医療圏の合同救急症例研究会

24 スリーティ運輸　砺波市と災害協定 マスクや消毒液提供

25 転落の男性救助　前田さんに感謝状 砺波地域消防組合消防本部

25 車いすバスケ日本代表　宮島さん「夢あきらめないで」 高岡・万葉小で講演
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25 新年度の国保税率　９年連続据え置き 砺波市国民健康保険運営協議会

26 林業の課題考える 富山で発表会　県の林業普及指導職員活動成果発表会

31 大雪ピーク過ぎる 県内　朝日７０㌢、富山５６㌢　公共交通に影響

北陸中日 13 砺波の前田さん　消防感謝状 用水転落の男性「必死で助けた」　砺波地域消防組合

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

25 路面凍結　スリップ注意 午後には晴れる見込み

２０日　土曜日
北日本 13 やさしい日本画  －なぜ？を見つける５つのヒント ２５日から県美術館  五つの視点で魅力探る 　齋藤清策

21 救急現場の課題を共有 高岡・砺波  隊員ら事例発表  高岡、砺波の両医療圏の合同救急症例研究会

21 玄土社一陽書会  きょうから習作展 玄土社一陽書会の第３２回習作展

22 営業所や倉庫  災害時に活用 市とスリーティ 運輸  協定

22 焼却炉改修  １基が完了 砺波広域圏事務組合議会２月定例会

30 まるで水墨画 庄川峡  雪化粧

31 小矢部  鳥インフル終息 注意喚起を継続  砺波市

富山 25 レシピ公募の総菜人気 イオンとなみ  市健康センター協力

25 ごみ最終処分場  新年度に基本設計 砺波広域圏事務組合議会の２月定例会

30 鳥インフル終息宣言 小矢部の養鶏場  移動制限解除

北陸中日 1 小矢部  鳥インフル 県が終息宣言

13 チューリップタワー  一足早く模型が登場 砺波市役所

13 市民考案  野菜レシピ好評 イオンとなみ  商品化

読売 22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 転んでも楽しい思い出　イラスト　土江田玲子（砺波市）

23 小矢部鳥インフル　終息 防止策、野鳥監視は継続

毎日 22 鳥インフル  県が「終息」 移動制限解除

２１日　日曜日
北日本 1 大雪のち春一番  昨年より４日遅く 八尾  最高気温１３．４度 最大瞬間風速  砺波１６㍍

5 ＷＥＢ  富山県西部  企業説明会 とやま呉西圏域  就業マッチング支援事業

15 おひなさま人形  愛らしく作る 砺波市出町児童センターのおひなさま作り

15 庄川美術館で水きらら・人・花展 版画や洋画  力作４１店

15 アルミ缶回収の収益で椅子贈る デイ施設に北部小  砺波市砺波北部小学校児童会ふれあい委員会

15 健康づくりや地区の歴史学ぶ ＪＡとなみ野東野尻青年部

22 とやまｗｅｂｕｎランキング ①１８日朝まで降雪最大５０㌢  県内、平地も大雪の恐れ

23 とやま×私×フォト 「希望の輝き」　ヤッちゃん（砺波市）

24 繊維製品  学生が考案  手袋・農作業服・帽子・かばん… 富山大と砺波の企業連携 産学官連携事業「とやまデザイン・トライアル」

富山 1 北陸で春一番 氷見で最大瞬間風速２２㍍　砺波市で１６・０㍍

16 農業者２０人が地元の歴史学ぶ 砺波・東野尻で講座　ＪＡとなみ野東野尻青年部の出前講座

16 特殊詐欺防止へ啓発チラシ配布 砺波・出町防犯組合

17 児童がひな人形作り 砺波・出町　砺波市出町児童センターの「おひな様を作ろう」

22 わが列車　わが鉄路　㊵　城端線氷見線 中越鉄道の記憶⑥　１００年後の鉄道をつくる　禍根を残すのでなく

北陸中日 15 癒やしの石像とひな人形 庄川の彫刻美術館に展示　水本一太郎石像彫刻美術館

読売 24 災害時の支援　砺波市が協定 小矢部市の運輸会社と　スリーティ運輸

25 ゆったり砺波　手書き発信 地域おこし隊が冊子　第７号　手書きの会報「我逢人」

毎日 22 散居村の風景ＰＲ 砺波・出町中生　しおりなど制作

２２日　月曜日
北日本 17 本の内容　１枚に凝縮　砺波図書館 親子らポップ作り　絵やあらすじ　手書き

23 声の交差点 吹雪の日の思い出　砺波市　前山紀子（７５歳)

富山 9 地鳴り 新しい図書館　楽しみたくさん　石黒陽子　８４歳（砺波市）

9 地鳴り 春が近いと教えてくれる　高岡桂子　７１歳（砺波市）

9 コント 砺波・富之助

11 くらしの日記 来年に期待　 犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

12 本の魅力をＰＯＰで　「お助け隊」が学ぶ 砺波図書館が講習　「ＰＯＰ(ポップ)作り講習会」

12 発明クラブ閉講式　児童１１人に修了式 砺波　砺波市少年少女発明クラブ

13 東山見、出町がＶ 砺波市民体育大会カローリング競技会

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助
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２３日　火曜日
北日本 5 ワクチン接種券一斉配布　ワンチーム本部が臨時会合 住民混乱防止へ全市町村　県　積極的情報発信

5 冷凍庫設置　１７施設公表 県の優先接種

5 ４月の砺波市議選　 説明会に２１陣営　砺波市議選の立候補予定者事務説明会

7 ジャパニーズウイスキー定義　原材料・製造を規定 若鶴酒造「基準順守」

22 砺波　転入者　新築に１０７万円 人口増へ住宅取得支援　２０２１年度予算案

22 姉妹都市オランダリッセ市と交流会 第７０回となみチューリップフェア　

22 「人口対策　大転換」 夏野市長

22 予算　ワンポイント 「持続可能なまち」実現を

22 剪定枝を無料回収 １１月「屋敷林保全月間」に

22 折れ枝処理を支援 １月大雪

富山 20 ２１陣営が出席　女性４人出馬へ 砺波市議選の立候補予定者説明会

21 住宅取得で１０７(とな)万３(み)千円助成　砺波市　当初予算案 市営住宅に「お試し移住」

21 一般会計２２２億９６００万円　 前年度並み

21 １１月は屋敷林保全月間 全２１地区で枝葉無料回収

21 高道グラウンドで折れ枝を緊急回収 来月２７、２８日

21 広報情報課など新設 新年度組織改編

22 ３６チーム熱戦展開 万葉旗ジュニア野球　来月６日開幕

23 紙風船 近所の力も住みよさ

24 地鳴り 山口百恵の映像　懐かしく感無量　北清俊一　６４歳（砺波市）

26 小矢部の野鳥、高病原性 鳥インフル、県内初確認

北陸中日 5 発言 逝去の半藤さん　ありがとう　上野亮平　７８　富山県砺波市

13 徘徊高齢者保護ＱＲ付きシール 朝日町、砺波市　４月から配布　読み取ると　介護者にメール

13 人口増対策など積極予算 砺波市　一般会計、合併後３番目

13 市議選説明会　２１陣営が出席 砺波市議選　立候補予定者への説明会

13 移住促進へ家賃など支援 若者、子育て世帯に

読売 28 砺波市２２２億円　移住支援を強化 ２０２１年度当初予算案

29 鳥インフル検出　野鳥は高病原性 県　危機管理連絡会議

29 砺波市議選の説明会に２１陣営 砺波市議選の立候補予定者説明会

日本経済 27 ウエーブ富山 射水市、ペイペイ還元打ち切り　地元大企業に配慮?　量販店なども対象　裏目に

２４日　水曜日
北日本 11 ２０２０年度　北日本新聞スポーツ記録賞 ２９人　標準記録突破　けが克服し　目標達成　嶋田拓真　男子やり投げ

14 わが家のアイドル 澁谷依菜ちゃん　１歳　砺波市鷹栖

15 子育ての記念にして 元気道場　エコー写真帳作る

15 体を正しく使おう 児童がトレーニング学ぶ　砺波市新富町のストレッチスタジオＺｅｒｏソフネス

25 風車 「なかよし冬の集い親子編」　県砺波青少年自然の家

富山 17 胎児のエコー写真　大切に となみ元気道場　きょうアルバム配布　夫婦で子育ての喜びを

19 グラＵ１２　初の栄冠　グラウジーズリーグ 入善に４３－２２　バスケットボール・ＧＲＯＵＳＥＳ　ＬＥＡＧＵＥ　最終日

北陸中日 11 スリル満喫　そりコース 砺波で親子雪遊び　「なかよし冬の集い親子編」　県砺波青少年自然の家

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２５日　木曜日
北日本 13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 第２３回となみ野民遊会おさらい会

14 とやま四季彩々 水墨画のような庄川峡

14 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

24 タブレット授業　小中４月開始へ 砺波市の本年度第２回総合教育会議

富山 21 富山文芸　２月賞 歌壇

24 ２学期以降に修学旅行 砺波市　１０月に教育大綱改定　　砺波市総合教育会議

25 障害者雇用に配慮を 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

30 わが列車　わが鉄路　㊶　城端線氷見線 本音で語る①　誰が話をまとめるのか　「空き家問題」と似ている

北陸中日 4 第８０回　中日農業賞 農のミライ　切り開く　優秀賞　温泉水で育む地場野菜　富山県砺波市　柴田泰利さん

13 胎児エコー写真　貼って 砺波　子育て応援へアルバム配布

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館  庄川美術館

読売 26 よみうり文芸 俳句　【秀逸】源通ゆきみ（砺波市）

毎日 24 県内から３人出品 東京　現代女流書１００人展開幕　前衛書部　平岡千香子
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２６日　金曜日
北日本 6 イチゴ狩り　自宅で満喫 西部トラベル　３密避けオンライン　砺波市内のイチゴ農園とコラボ

18 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

28 障害者雇用に理解 溪明会がセミナー　障害者雇用セミナー

29 第７０回チューリップフェア　新グッズで盛り上げよう バッジ　マスク　紙袋　きょう発売

36 屋敷林　１７年間で　１万本減　砺波市調査 台風で倒木　手入れ負担

36 東京五輪聖火リレー　感染対策公表　 県実行委　市町村　遅れ挽回　気引き締め　「ここからがスタート」

富山 3 教育や祭りに支援を 自民県連　下村政調会長に要望

19 コント 砺波・たぬき

20 砺波民具展示室　牛の模型　初展示 小矢部・和田さん寄贈

21 となみチューリップフェア　７０回記念　新商品続々 市観光協　きょう販売　ピンバッジ、マスク、紙バッグ

21 砺波市と中野８区が景観まちづくり協定 樹木剪定など助成　「景観まちづくりに関する協定」

22 高校生３０人に認定証 県教委の「とやま高校生ものづくりマイスター」認定式

26 わが列車　わが鉄路　㊷　城端線氷見線 本音で語る②　男性だけのものでない　固定観念を壊す時代

北陸中日 15 牛で農具の使い方　知って 小矢部の和田さん　木製模型手作り　砺波民具展示室に寄贈

15 記念ピンバッジ、マスクや紙袋 チューリップフェア新商品　第七十回記念

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

２７日　土曜日
北日本 1 「次世代に夢の種まき」 四政経懇　特別例会　新田知事が予算説明

4 北國銀行人事 (３月１２日、県関係分)

5 議長  五十嵐氏の方向 自民  ５期４人で最年長

5 砺波市議選　１０人を推薦 自民党県連

13 北日本俳壇の集い ■佳作　野村邦翠　二俣れい子

23 中野第８区景観協モデル地域に指定 「散居景観モデル地域」

24 県内酒蔵の新酒　富山駅で飲み比べ 「とやま駅ナカ酒ＢＡＲ(さかば)」 

24 松田さん(出町小３)　最優秀デザイン 県庁前公園花時計　花壇デザインの審査結果

30 富山中部探究科２．５０倍 県立高入試出願締め切り

31 野鳥の鳥インフル　緊急調査異常なし 小矢部の発見現場周辺

富山 2 現職、新人１０氏推薦 砺波市議選で自民県連

23 地鳴り 無症状感染者いないか心配　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

24 自殺対策の図書集め 砺波図書館「不安和らげて」　企画展示「見つめ直す『いのち』と『こころ』」

26 志願者　過去最少５８４２人　県立高一般入試 倍率１．０７倍　わずかに前年超え

26 台北のチューリップ展　３年連続で砺波エリア 輸出の球根見ごろ　台湾・台北市の士林官邸公園

26 砺波　越中庄川荘　あす閉館 富山労済「引受先探す」

27 事件・事故 携帯電話で脅迫疑い男逮捕

30 わが列車　わが鉄路　㊸　城端線氷見線 本音で語る③　「乗ると楽しい」が大事　韓国から心強い仲間

31 田知本遥さん辞退 県内聖火リレー　日程合わず　県発表の聖火ランナー

北陸中日 14 県立高全日制　倍率１．０７倍 志願者８６人減、最少更新　富山中部　探求科学科が最高

27 小矢部野鳥死骸　周辺に異常なし 鳥インフル調査

読売 24 チューリップ柄　新商品 砺波市観光協会　マスクや紙バッグ

24 県立高全日制１．０７倍 志願者数最少　２２校３１学科で定員割れ

24 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 様々な形や色　気分上げる　イラスト　土江田玲子（砺波市）

朝日 27 県立高全日制１．０７倍 一般入試　来月９・１０日

毎日 26 県立高　全日制倍率１．０７倍 県教委　一般入試の志願者状況

２８日　日曜日
北日本 3 支局発 自治体レポート  ９⃣朝日町 地域おこし協力隊  将来に不安  定着５割  農業に特化 支援手厚く

3 社説 屋敷林の剪定枝回収  砺波モデル確立目指せ

13 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

17 きょうもにっこり 砺波市地域おこし協力隊  野々瀬真子さん

17 砂田さん最優秀賞 木立句会が初句会 

17 議会日程 砺波市

27 声の交差点 ラグビー西選手応援　 砺波市　北島嘉孝(４９歳）

28 写真展と映像上映 砺波の出町子供歌舞伎  代替事業を発表

29 境界の彼方  データ編 合併特例債  新６市  限度まで活用

富山 2 懸念尽きぬ休廃業後  砺波「庄川荘」きょう閉館 県内宿泊施設  業界不況「売却先ないかも」 コロナ禍  市況見通せず

2 大手旅行会社  県内拠点を閉鎖 ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト
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12 となみ野で起業  学生が計画作成 富大で講義 「Ｅ・Ｓ・Ｉ・Ｐ  ｉｎ  Ｔｏｎａｍｉｎｏ」

12 キャッシュレス決済、勉強会で学ぶ 砺波市商店街連盟

13 春の花鑑賞、体験も楽しむ 富山  ファボーレでフェア  「花とみどり・ふれあいフェア」

13 野村、本谷さんの桜、緑の功績たたえ 砺波地区会が祝賀  公益財団法人日本さくらの会の「さくら功労者」の表彰

13 鳥インフルの注意喚起を継続 砺波市  高病原性鳥インフルエンザ連絡会議

15 「三番叟」上演断念 出町子供歌舞伎曳山祭の代替

15 写真、映像展を開催 チューリップフェア期間中

18 わが列車　わが鉄路　㊹　城端線氷見線 本音で語る④　愛着あるが、よく揺れる  快適な「稼げる路線」に

19 人気施設  一気に予約 県民向け宿泊割  初の週末 家族連れ、早速利用

19 旅行代理店も活況 当選者の半分が旅行代理店を利用

北陸中日 14 出町子供歌舞伎  代替上演も断念 写真、映像展を開催

14 豪雪で折れた枝を来月から戸別回収 砺波市が前倒し

15 卒業祝う チューリップ花束 砺波、出荷最盛期  県花卉球根農協

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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