
　　　　　　　２０２０（令和２）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　土曜日
北日本 4 県人口４年ぶり転出超過 １９年調査　東京一極集中影響か

24 チューリップ魅力紹介　砺波 鮮やか１万本　和の雰囲気　四季彩館で恒例企画展

24 砺波産切り花　首都圏にＰＲ　東京 来店客へプレゼント　チューリップ切り花をＰＲするフェア

25 書道芸術院展　北陸支局「書径舎」１５人が入賞・入選 第７３回書道芸術院展

25 今月顕彰の　金婚夫婦 【砺波市】石黒𠮷弘　菊美

31 ニュースファイル インフルで砺波北部小１学級閉鎖

32 患者情報持ち出し　インテック社員解雇 県内外の病院から患者ら個人情報の持ち出し

33 新型肺炎　緊急事態宣言　 県内３市　連絡会議　患者出た場合の対応確認

富山 1 観測史上初　県内６地点　富山、高岡　１月積雪ゼロ 平均気温も最高

2 ４年ぶり転出超過 県人口移動調査　社会動態８１３人減　２０代女性、特に多く

3 東京　ＨＯＴライン　城端・氷見線のＬＲＴ化 人口少ない地域でどう活用？

24 石崎養護教諭の研究に最優秀賞 砺波中学教育研究会の全体研修会

25 氷見ハトムギのチョコ　七尾・洋菓子店シェフ考案 バレンタイン期間限定　香ばしさと甘さ絶妙

25 除雪車に試乗、機能学ぶ 砺波北部小　県砺波土木センターのこども雪教室

25 恵方巻の幸福祈願　 南砺のスーパー、３日に販売

27 華やか　春呼ぶ１万本 砺波でチューリップ展

30 砺波北部小でインフル ４年生１クラスを学級閉鎖

31 病院マスク不足懸念　県内、新型肺炎で品薄長期化 仕入れ制限、追加注文できず　県美術館、マスクで接客

31 インテック男性社員を懲戒解雇 病院情報持ち出し

北陸中日 7 個人情報持ち出しでインテック懲戒解雇 病院情報持ち出し

15 春呼ぶ　チューリップ１万本 砺波・四季彩館　五輪などテーマに展示

15 砺波産チューリップ　東京の百貨店でＰＲ 切り花プレゼント　「となみチューリップフェアｉｎ恵比寿三越」

15 新型肺炎の対策で砺波市が連絡会議 庁内横断の連絡会議

読売 26 高校総体　 県勢２２選手　熱き舞台へ　全国高校総体のスキー大会

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　２日　日曜日
北日本 1 県内１月　観測全８地点　降雪ゼロ 平均気温　最高記録

5 広告 令和２年度　北日本となみ野茶会

10 県勢３校が決勝Ｔ進出 北信越高校新人大会・庄川清流杯北信越高校大会

13 仲間と集う 富山第一銀行となみ会　砺波市　佐伯美智子

15 これぞ富山の料理・酒　砺波　食の王国フェスタ 冬の味堪能　２２０人　ブリやゲンゲ鍋

16 力作　パパ・ママの絵 富山第一銀　小学生コンクール　３５９５点審査

16 委員長に田畑さん（高岡） 県彫刻家連盟総会

17 １１９選手　頂点目指しシャトル打ち合う バドミントンの南砺市ジュニアオープン大会

17 音楽に合わせトレーニング ソフトボール講習会　砺波市ソフトボール協会

17 バスケ高一カップ　小中学生ら交流 ８日　順位決定トーナメント

20 きょうの催し 県西部　合唱創造となみ「となみの合唱祭Ⅲ」　砺波伸縮自在金管楽坊第１５回演奏会

20 とやまｗｅｂｕｎランキング １月２５日～３１日 ④城端・氷見線のＬＲＴ化検討　ＪＲ西（２９日）

富山 2 社説 城端・氷見線のＬＲＴ化　まずは課題の整理が必要

11 コント 砺波・越中之助

11 地鳴り 義兄夫婦の法事　エピソード紹介　紫藤道子　８５歳(砺波市)

19 砺波の工芸品　中国へ　組子細工　越中三助焼 買い物番組で紹介　全土で週１回放映

19 宇宙や海賊題材に多彩なダンス披露 南砺で高校生発表

19 ケーキ作りで交流　障害者支援に理解 砺波市社会福祉協議会の「障がい理解講座とケーキ作り」

21 守備や投球の基本学ぶ 砺波でソフトボール講習会　砺波市ソフトボール協会

21 小中学生の防火ポスターを展示 県広域防災消防センター　

22 都内でチューリップＰＲ 砺波市長、フェア来場呼び掛け

北陸中日 1 富山の降雪　異常０～１㌢ １月末まで　全観測地点　最少

22 暖冬　野菜すくすく 明　出荷増で収益　家計に恩恵　暗　供給過多　値下がり懸念も

毎日 18 砺波・四季彩館　「早春」展　始まる チューリップ　１０品種５０００本　スイセン、ヒヤシンスなども５５０鉢

18 第３１回　読書感想画中央コンクール　県代表作品　中学校の部 自由読書　空へ　砺波市立庄西中１年　宮腰祥司さん

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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　３日　月曜日
北日本 15 仲間と集う 庄川町議友会　砺波市　松田吉孝

17 美しい歌声響かせる となみの合唱祭Ⅲ　２日

19 森川さん（小矢部）Ａ組６連覇　本社で北日本女流アマ囲碁 Ｂ組　宮寺さん（黒部）　Ｃ組　畠山さん（滑川）初Ｖ

19 茶道裏千家淡交会　９月北陸信越大会 茶道裏千家淡交会高岡青年部　

19 フットサル　４チーム熱戦 Ｕ－１４砺波大会

富山 14 ９月の北信越大会成功へ意欲新た 裏千家高岡青年部

14 中国向けの茶器を確認 砺波出身・長久さん、窯元訪問

16 元プロ直伝　投球指導 サンダバ田畑監督、中学生に

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

　４日　火曜日
北日本 12 声の交差点 ＫＹＴで事故防ごう　 砺波市　上野菊治(７６歳）

14 県勢気合「頑張るぞ」 新潟　妙高　全国高校スキー開幕

21 県内各地　雪不足　催事の中止・延期相次ぐ 関係者「雪ないと寂しい」

22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小５年　小島啓夢君　

富山 22 教育研究最優秀賞　荒木教諭らたたえ 砺波・小学校教育研  

24 掛け声合わせ 南砺・髙瀬神社　節分祭

北陸中日 12 夢の平スキー場　スノーフェス中止 １１日開催予定

読売 12 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

毎日 18 山田さん（高岡）俊英賞 あすから　東京で書道芸術院展

　５日　水曜日
北日本 4 １億円産地づくり　園芸作物販売額　過去最高 １９年度　２２品目　計１３億円

12 全国高校スキー　第２日　 大回転　石井（砺波工）３７位　悪条件で積極的な滑り

15 仲間と集う 鷹栖第１２区さざ波会　砺波市　沖田信一

15 仲間と集う ペタンク、カローリング　太郎丸クラブ忘年会　砺波市　端保勇一

16 防火訴えるポスター７２点 県小中学生防火ポスター作品展

17 議会質問の在り方考える 砺波市議会の議員研修会

18 世界がんの日　がん知り　命考える 砺波３ヵ所　紙芝居やパネル討論

18 より良い授業実践者を表彰 砺波市小学校教育研究会

19 県立高推薦入試１．０２倍 富山東・南砺福野国際２．１７倍

富山 19 地鳴り 美空ひばりは人生の応援歌　北清俊一　６３歳(砺波市）

21 政策提案力向上へ質疑のあり方学ぶ 砺波市議会研修会

21 砺波の金岡さん随筆集を出版 砺波市表町の書道家金岡春雄さん

21 夢の平スノーフェス中止決定 砺波・五谷観光企業組合

22 チューリップ１０品種　バレンタインの彩り 砺波・四季彩館　「季節を彩る花々　早春」

23 １０日に県立高推薦入試 平均１．０２倍　史上２位の低さ　南砺福野・国際科　最高２．１７倍

26 ああ高岡や　㉝　 く　クルン高岡ひと来るん　

北陸中日 13 県立高推薦１．０２倍 出願、再編により４校減

読売 22 よみうり文芸 短歌　砺波市　井上房子　俳句　砺波市　源通ゆきみ

22 高校総体 男子距離　山崎１７位

22 県立高推薦　１．０２倍　　　　　 過去２番目の低さ　魚津工など定員割れ

　６日　木曜日
北日本 1 平野部で今冬初積雪 富山２㌢　高岡１㌢　砺波１０㌢

14 相談はこちら　６～１２日 就職に悩む若者のための巡回相談

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

23 ポイント還元　市民が制度学ぶ 市消費者グループ連が講座

24 担い手確保へ　市長と意見交換 砺波市農業委員会　「市長と語る会」

25 ドローンで庄川ＰＲ 観光協組と専門学校生

25 「花の大谷」一緒に彩ろう チューリップフェア　協賛金募集

25 地域性ある番組を エフエムとなみの放送番組審議会

33 庄川で住宅火災　家人男性けが 出火原因特定至らず　

富山 1 雪積もった 富山、砺波など　観測史上最も遅く　２～９㌢

3 汚泥処理センター　４月から民間委託 砺波地方衛生施設組合議会定例会

22 就農支援事業で市の後押し要請 ＪＡとなみ野　砺波市農業委員会の市長と語る会

23 空き缶回収金で施設に椅子寄贈 砺波北部小児童会
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23 山吹、高波が決勝進出 第１１回ロングラン親善ゲートボール大会第４日

23 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

25 富山情報ビジネス校と観光協組 庄川峡ＰＲ映像を制作

25 ＡＩ時代の働き方学ぶ 北陸銀行砺波支店の取引先の関係者でつくる北親会

29 住宅２階の洋間焼く　石油ストーブ火元か 砺波市庄川町三谷

北陸中日 11 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

読売 25 ガイド 朗読会　ボランティアグループ「らんぷの会」による朗読会

27 県人口　４年ぶり転出超過　社会動態 昨年８１３人減　技能実習生ら転入鈍化

　７日　金曜日
北日本 1 ２月でようやく雪景色 富山積雪　最大１５㌢　県内厳しい冷え込み　午前７時に砺波１８㌢　

1 立山や勝興寺で採火 東京パラ８月　聖火イベント　県内自治体　多彩に

5 県内公立５病院　黒字　１８年度決算 南砺中央　経費節減・患者増で初

6 組子細工レンタル開始 河島建具　都内展示会で採用

11 坂本欣弘監督（富山）インタビュー 映画「もみの家」２８日　県内先行上映　人の温かさか感じて

14 全国高校スキー　第４日 男子回転　石井（砺波工）２３位　２本目　力出し切れず

14 全中スキー　６日 男子大回転　

14 ４５人２４団体たたえる　元気とやまスポーツ大賞 奥田中バスケ部坂本氏ら受賞

17 仲間と集う 徳万３班なかよしの会　砺波市　村岡修一

17 仲間と集う 若神組十三日講　砺波市　中嶋一雄

17 仲間と集う 東海大同窓会富山支部「旬の寒ブリを食べる会」　砺波市　坂井勇雄

28 新型肺炎　県が相談窓口開設 帰国者・接触者が対象　「帰国者・接触者相談センター」を設置

29 県内平野部　暖冬一転　銀世界 「大変」「富山らしい」 砺波市は平野部で最も多い１８㌢

富山 1 上市で氷点下１０度　全観測地点で今季最低を記録 北陸道魚津－滑川間　凍結で通行止め

19 地鳴り 拉致の一日も早い解決願う　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

19 地鳴り 限られた時間の使い方考えたい　藤井昭通　４７歳（砺波市）

25 マイナンバーカード　あす合同受け付け イオンとなみで３市

27 男子大回転　長久が３７位 第５７回全国中学校スキー大会第２日

28 石井（砺波工）２３位　男子回転 第６９回全国高校スキー大会第４日

北陸中日 1 立春過ぎ　やっと冬　富山１５㌢ 国体間に合った　きょう最終判断　砺波市で一八㌢

25 ＴＯＫＹＯ　２０２０ 採火　輝く 富山カラー　パラ聖火　各自治体が趣向

読売 22 介護施設に椅子寄贈 砺波　児童、空き缶回収し購入

22 高校総体　砺波工・石井２３位 男子回転　全国高校スキー大会

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館・庄川美術館

23 Ｔｏｋｙｏ　２０２０ パラ採火　雄山山頂でも　各市町村で独自色

23 富山平野部　最も遅い積雪 スキー場は歓迎　「この調子で国体も」

毎日 17 第６５回青少年読書感想文全国コンクール入賞・入選者 富山県　高木聡汰　砺波南部小４年　川上真依　砺波高校２年

　８日　土曜日
北日本 25 特殊詐欺防ぎ感謝状 砺波市栄町のファミリーマート砺波市役所前店

34 県内氷点下 冷え込み今冬一番 スリップ事故１８２件 鉄道も運休

35 スキー国体 開催決定 天気も味方 一安心 ２１６８人宿泊「富富富」提供

富山 4 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

5 砺波支社を廃止 富山テレビ放送

23 地鳴り 仲間のおかげで大事なこと思う　佐野嘉江 ７５歳（砺波市）

23 地鳴り ルール変わり安心して受診 小倉慶子 ７５歳（砺波市）

26 詐欺被害未然防止コンビニに感謝状 砺波署

27 各市町村 趣向こらす 聖火リレー ８月１３～１５日採火

31 スリップ１８２件 転倒けが１７人 県内凍結、列車１０本運休

毎日 24 ドローン撮影で砺波の名所PR 学生ら動画披露

　９日　日曜日
北日本 15 上嶋梓（庄西)３位 全中スキー女子回転

21 スマホ使い確定申告を 税務署が体験会

23 北日本文学賞選奨作 １１日ラジオで朗読 エフエムとなみ

23 地域のあるべき姿 公開講座で考える 散村地域研究所

31 待ってた！白銀の週末 福光 イオックス・アローザ

富山 1 きょう昼前まで雪 最深積雪 砺波市４センチ

8.9 広告 消費税 砺波市
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21 スマホで確定申告 買い物客が体験 砺波税務署

21 マイナンバー申請 ３市合同受け付け イオンモールとなみ

22 氷見でハマナス杯バレー １位通過 海峰、五箇山、水橋 庄川男子、東魚津

23 女子回転 上嶋（庄西）が３位 第５７回全国中学校スキー大会最終日

北陸中日 11 全国中学校スキー大会 女子回転 ③上嶋梓紗（庄西） ㉔大谷優月（出町）㊵石附志野美

毎日 22 東京パラ １５市町村 趣向凝らし「採火」

１０日　月曜日
休刊日

１１日　火曜日
北日本 4 農業用水路の対策要望 農水省で石井知事　チューリップもＰＲ

18 ビーチボール　３９チーム熱戦 県シニアビーチボール大会

23 自慢の一句披露 砺波喜楽会の新春前句大会

25 今年は早めに遮光ネット チューリップ公園　開花調整

25 委員長に大澤さん（富山） 県洋画連盟の総会

26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波市庄川小５年　樋口藍さん　

富山 2 農業用水路の転落事故 安全対策の予算要請　石井知事が農相に

13 地鳴り やっぱり心配　コロナウイルス　浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

13 地鳴り 「出前講座」今後も続けて　犀川寮明　７２歳（砺波市）

21 暖冬で生育を抑制 砺波チューリップ公園　遮光ネット設置

21 料理で独身者交流　カップル３組誕生 砺波・五鹿屋公民館　「五鹿屋ｄｅ愛クッキング」

21 ３分団が優勝 砺波市高波地区冬季球技大会・第２０回キンボール大会

21 ５分団Ａと８分団ＢがＶ 第３１回砺波市太田地区球技大会ペタンク競技

21 はしご車１台体制 砺波地域消防組合議会の全員協議会

22 ハサップ制度化へ　飲食店が研修会 砺波食品衛生協会　食品衛生管理の国際基準「ＨＡＣＣＰ」

23 庄川男子、水橋３位 第２６回氷見ハマナス杯小学生バレーボール交流会最終日

北陸中日 14 一面の銀世界　待ってました 県内７スキー場

27 新型肺炎感染の疑いがある場合の対応 電話相談窓口

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

１２日　水曜日
北日本 1 ４水力発電所　大規模改修 県企業局　総額２５０億円　売電で回収　新年度予算案に設計費

3 ’２０秋　知事選 自民県連の推薦候補選考　米原氏「もう少し時間」

6 心落ち着け　筆に集中　 県小・中・高校生　書き初め大会　各郡市代表２０００人参加　

7 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

13 人生の最期考える 「人生会議」をテーマにした研修会　市と市医師会が開催

13 独身男女が料理で交流 五鹿屋公民館　「五鹿屋ｄｅ愛クッキング」

14 建国記念の日　神社に吟詠奉納　 砺波市松風会

15 ２１、２２日の無料税務相談会ＰＲ 北陸税理士会県支部

富山 2 知事選　２０２０ 県連推薦「もうしばらく時間」　米原常任顧問　保守分裂回避に全力

14 松風会が詩吟 砺波・出町神明宮　

16 中学からラグビーを　競技者増へ　県、４市協会スクラム Ｗ杯を追い風に　来月、富山で初の体験会

20 ああ高岡や　㊴　城端・氷見線はどうなる？　 ろ　路面電車がまた脱線

20 南砺、砺波、小矢部、金沢　お隣さん初の合同消防訓練 来月２０日、県境の災害に備え　

北陸中日 9 チューリップ冬眠　早めの遮光ネット 砺波、フェア控え

朝日 21 一足早い春、満喫 砺波市中村のチューリップ四季彩館

１３日　木曜日
北日本 1 城端・氷見線　ＬＲＴ化　県に検討班　 高岡・砺波市からも職員

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

21 介護保険料　軽減を拡大 砺波地方　一部世帯

21 広告 令和２年度　北日本となみ野茶会

29 イノシシ１頭陰性 砺波市内で捕獲したイノシシ

富山 3 「ＬＲＴ化検討班」に改組　 ＪＲ城端・氷見線の提案受け　

13 コント 砺波・たぬき

13 地鳴り 花入れは心の安らぎの入れ物　篠原秀幸　４２歳（高岡市）

16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１月句会

21 年間通し保険料軽減措置を実施 砺波地方介護保険組合議会
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22 砺波市長、あす台湾　チューリップ展出席 フェア招待状手渡す

24 「春にまっとっちゃ」 県西部６市、大宮駅に広告

北陸中日 5 発言 春を告げる光景　あちこちに　島田栄　７１歳（砺波市）

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

１４日　金曜日
北日本 17 仲間と集う 華の会 砺波市・新屋敷公民館（砺波市 黒田美紀子）

19 閉じこもり予防策考える 砺波市地域包括支援センター ほっとなみ地域ネットワーク会議

20 れんが製かまど 産業観光の目玉に 若鶴酒造「令和蔵」 来月２３日オープン

21 豊富なミネラルで健康に 庄川温泉 研究チーム 泉質調査

28 五輪聖火リレー 県内市町村の通過時刻決定 砺波市１３：３０～１４：０３

富山 2 ネット栽培普及へ意欲 チューリップ球根で知事 女性議員の集い

3 エシカル消費促進 富山でイベント 来月８日

19 地鳴り 偏見持たず来日に感謝 角栄一 ６８歳（砺波市）

19 地鳴り 供養に対する考え方新たに 西川良子 ６７歳（砺波市）

22 酒蔵観光で施設建設 若鶴酒造 体験型、来月オープン

22 暖冬でキャンプ人気 南砺・閑乗寺公園 利用者、昨季の２倍

23 庄川温泉 ロゴ完成 ミネラル豊富、美肌表現 ブランド化へ町商工会、観光協組

北陸中日 13 白銀の風 とやま・なんと国体２０２０ 大回転 水口選手V狙う 県勢５７人出場 男子リレーも期待

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

１５日　土曜日
北日本 5 台北便が孤軍奮闘　富山空港　唯一の国際線に 路線開拓　増す重要性

5 ３６個人・団体表彰 県農水奨励賞・農業振興賞

18，19 とやま＊なんと国体２０２０　あす開幕 熱い冬　さあ出番　県勢５７人意気込む

21 仲間と集う いなみ倶楽部　（砺波市　藤井成正）

23 古代米　給食に使って 「紫黒米」３０㌔を市教委に寄付

23 機構工夫した〝自作自動車〟 砺波工高発表会

24 玄土社一陽書会　きょうから習作展 本社砺波支社

25 チューリップ　台北彩る 県産１万５０００個　砺波市長がＰＲ

25 タブレットで確定申告 高原兄さん　速さを体験

25 全中スキー３位　上嶋さん（庄西）報告 全国中学校スキー大会の女子スラローム

富山 23 地鳴り 事前の準備　暖冬で生きず　藤井昭通　４７歳（砺波市）

25 草刈り機エンジン搭載の自動車披露 砺波工高成果発表会　課題研究発表会

25 プリムラ　春を演出 砺波・県花総合センター花まつり

26，27 第75回　国民体育大会　冬季大会スキー競技会 とやま＊なんと国体２０２０　白銀の　世界をかける　風になれ　がんばれ！富山県選手

27 全中スキー３位　市役所で喜び伝え 砺波市庄西中・上嶋さん　全国中学校スキー大会のアルペン女子回転

27 「特殊詐欺に注意」職員ら呼び掛け 富山銀行砺波支店

28 ＴＯＫＹＯ　２０２０ 五輪聖火リレー　各市町村１５～３０分　リレー予定時刻を発表

28 チューリップ交流を継続 台北で１万５６００本　輸出球根で砺波エリア

１６日　日曜日
北日本 1 とやまなんと国体２０２０ 雪の祭典　きょう開幕　本番へ選手が公式練習

3 社説 台湾にチューリップ　砺波ブランド広めたい

4 全国自治体アンケート 県内　１４市町村「改善必要」　仮設トイレ・冷暖房も急務

6 第５８回　ファースト・バンク　小学生図画コンクール　審査発表 特別賞　富山県教育会賞　砺波市立　庄東小学校　満保知花

17 特殊詐欺に注意を 銀行来店者へチラシ　砺波署が富山銀行砺波支店でチラシを配る

19 散居村の暮らし体験 砺波で静岡大生　住民と餅つき交流　３泊４日　方言や食文化学ぶ

22 とやまｗｅｂｕｎランキング 　８～１４日 ②砺波支社を廃止　富山テレビ放送（７日）

富山 1 とやま＊なんと国体２０２０ 令和初の冬季大会　４千人が闘志　懸命の雪入れ　きょう開幕

2 社説 越境の合同訓練　交流こそ広域連携の基盤

11 地鳴り いただいた歌集を宝物に　小倉慶子　７５歳(砺波市)

19 静岡大生が餅つき 砺波でゼミ　砺波市定住体験施設「佐々木邸」で餅つきを体験

22 県西部誘客へ観光ＰＲ ６市連携、大宮駅でキャラバン　

23 全国自治体調査 避難所、改善必要９５％　「プライバシー課題」半数

北陸中日 12 とやま遺産 チューリップ四季彩館　一年中　花咲き　人集う

25 災害時避難所の改善 県内１４市町村「必要」　自治体調査　全国では９５％
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１７日　月曜日
北日本 1 とやまなんと国体２０２０ スキー国体開幕　全国から１８００人　県内２０年振り　３日間熱戦

16，17 感謝の思い　滑って伝える 「とやま・なんと国体２０２０」の開会式

21 親子でそば打ち体験 増山　地産地消に理解　「増山城　蔵蕃そば」

21 古布リメーク　膝掛けを贈る 憶念寺に地元住民　砺波市狐島のいきいきサロン「よろまいけ」

22 かわいらしいイラスト２０点 吉田さん作品展　砺波市のイラストレーター、吉田光里さんのイラスト展「ＰＯＰ!!」

富山 7 地鳴り 困っている人見たら声掛け　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

10，11 とやま＊なんと国体２０２０ 熱闘いよいよ　舞台整う　富山の文化でもてなし

14 膝掛けを寺に贈る 砺波・狐島の高齢者グループ

15 男子・侍南（高岡）　女子堀川ＷＩＮＧＳ（富山）　Ｖ 第６回はばたけ小学生バレーボール大会

１８日　火曜日
北日本 1 とやまなんと国体２０２０ 県勢  入賞ラッシュ　距離成年男子Ａ　宇田２位　広瀬３位ほか

16,17 とやまなんと国体２０２０ 距離県勢　パワフル

21 ウェブ広報誌で鋳物蒸留器紹介 高岡市デザイン・工芸センターのウェブ広報誌「ニュースレター」第５号

富山 1 とやま＊なんと国体２０２０ 県勢３選手表彰台　Ａ宇田２位、廣瀬３位Ｂ清水３位

3 県内の１０橋１トンネル　緊急措置段階に 北陸地方整備局　道路メンテナンス年報北陸版

14,15 とやま＊なんと国体２０２０ 宇田「最低限」の２位　「応援うれしかった」

22 豊作願い詩吟奉納 南砺・高瀬神社　越中一宮高瀬神社の祈念祭

23 親子でエゴマ絞り　そば打ちを体験 砺波・増山地区

北陸中日 14 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ 県勢好発進　南砺の児童　選手に声援　県勢の成績

読売 26 チューリップ開花へ　　遮光ネットで生育 砺波、フェア前に

27 新型肺炎　県、緊急対策１１３０万円 感染拡大防止へ　新型コロナウイルスに関する相談窓口

毎日 20 新型肺炎の相談５３９件 県や富山市　知事「万全の体制を」　新型肺炎の電話相談窓口

１９日　水曜日
北日本 1 とやまなんと国体２０２０ 水口（南砺市役所）優勝　県勢　大会第１号

4 東海北陸自動車道　早期４車線化要望 国交副大臣に知事

5 ＬＲＴ化検討で調査費 城端線・氷見線

15 つなぐ 万機公論　県警生活安全企画課長　大久保俊伸

16,17 とやまなんと国体２０２０ 水口攻めた　恩返しＶ　１８日の県勢成績

20 森の姿　写真で伝える 林業技術者懇談会長賞　余川智美さん（砺波農林振興センター）

21 高原さんの歌　聴いて踊って 砺波市砺波北部小学校創校５０周年記念の３世代交流会

21 焼却炉大規模改修　１７億７８５７万円を計上 砺波広域圏事務組合議会２月定例会

21 １００歳おめでとう １８日 澁谷ハルエさん（砺波市鷹栖、１８日生まれ）

22 砺波市新年度予算案　新タワー　来春お目見え ２１年チューリップフェアに照準　一般会計２．３％減

22 屋敷林の枝回収実験 野焼き疑い　通報や苦情　高齢者宅から焼却場へ

22 屋敷林の本数１７年ぶり調査 市内全域で屋敷林の本数や樹種を把握する実態調査

22 「今後の方向性に踏み込む編成」 夏野市長

22 フェア７０回に姉妹都市作品展 オランダ・リッセ市との姉妹都市締結３０年を記念した友好交流展

22 予算ワンポイント 幅広い分野で展開

23 公園新園路の愛称決定 チューリップスカイウォーク

26 きょうの催し 県西部　木立初句会　大人のかわいい服展　古布リメイクｂｙ村田悦美

29 平野部で積雪　雪かきに汗 魚津１６㌢　富山15㌢　砺波で12㌢

富山 1 とやま＊なんと国体２０２０ 水口　大回転Ｖ　今大会県勢１号　昨年覇者・高瀬は９位

2 ４車線化「５～１０年で」 東海北陸道　知事が国交副大臣に要望

15 地鳴り 男性が花を買って帰る姿を　松本えみ子　５５歳（砺波市）

22 百歳 澁谷ハルエさん　（砺波市鷹栖　１８日生まれ）

23 屋敷林　１７年ぶり調査　砺波市　新年度当初予算案 保全対策資料に活用　高齢者宅の枝葉回収も支援

23 施設完成で３年ぶり減 一般会計２２２億８００万円

23 愛称「スカイウォーク」 チューリップ公園連絡デッキ

23 来年にリッセ市との交流展開催 オランダ・リッセ市との姉妹都市締結３０年チューリップ友好交流展（仮称）

23 今月からクリーンセンター炉を改修 砺波広域圏事務組合議会の２月定例会

24,25 とやま＊なんと国体２０２０ 水口攻めの滑り「１００点」　地元駆け　入賞ラッシュ

北陸中日 1 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ 水口Ｖ　県勢初　大回転成年男子Ｃ

12 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ 県勢　入賞ラッシュ

13 子育て、観光　充実期す 砺波市当初予算案　過去３番目規模

13 １７年ぶり屋敷林実態調査へ 剪定枝回収実証実験も
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読売 27 散居村の景観保全へ　砺波市予算案２２２億円 ２０２０年度当初予算案を発表

２０日　木曜日
北日本 1 とやまなんと国体２０２０　最終日 県勢　距離リレー初優勝　成年男子

6 白川郷や高山へ新高速バス路線 加越能・イルカ交通など３社

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

18～20 とやまなんと国体２０２０ 成年男子県選抜　最強　３走広瀬逆転　山下快走

25 ひな人形作り交流 砺波市出町地区老人クラブ

25 昨年度の優秀句　渡辺さん最優秀 砺波市の木立句会の初句会

26 下水道事業見直し　住民へ説明努力を 砺波市議会上下水道対策特別委員会

32 ４月から本社砺波支社カルチャー教室 クラフトアートの新講座　

34 とやまなんと国体２０２０ 雪不足　熱意で克服　地元大会関係者

35 とやまなんと国体２０２０ ワンチーム輝く栄冠　成年男子リレー県選抜

富山 1 とやま＊なんと国体２０２０ リレー富山　成年男子　初Ｖ　女子７位、少年男子９位

4 「ＬＲＴ化　早期協議を」 城端・氷見線でＪＲ西社長

18,19 とやま＊なんと国体２０２０ 「最強とやま」独走Ｖ　成年男子リレー　総合力の高さ見せ

20 文芸喫茶　短歌 海潮砺波歌会１月例会

22 富山新聞文化センター イオンモールとなみ　新スタジオ２１日オープン

28 あすから４０講座開設 イオンとなみ　新スタジオ

28 下水道整備計画見直しで提言書 砺波市議会特別委

28 初誕生 芳里奏多ちゃん＝砺波市堀内　（朋憲さん　聡美さん）

30 とやま＊なんと国体２０２０ 雪不足なんの　県民総出

32 とやま＊なんと国体２０２０ 女子　貫禄の連続入賞　世代超え結束

32 北陸道に劇物散乱 砺波、一時通行止め　「苛性ソーダ」が散乱

33 とやま＊なんと国体２０２０ 成年男子　悲願の優勝　感謝つなぎ激走

北陸中日 1 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ 県勢　距離リレー初Ｖ　成年男子

11 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

12 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ 天皇杯　有終８位　女子リレー７位に入賞

27 白銀の風　とやま・なんと国体２０２０ ベテラン・若手　夢つなぐ　県勢　男子距離リレーＶ　最年少広瀬が一気に独走

２１日　金曜日
北日本 1 夢の平スキー場 営業せず終了 砺波市五谷観光企業組合が営業終了を判断

4 健全経営へ意見交わす 砺波医療圏調整会議

5 高校生３３人に認定証 ものづくりマイスター

11 県出身５人 富山で来月８日コンサート トロンボーン魅力伝える

19 仲間と集う 井波高野球部ＯＢ忘年会松田組　（砺波市　川端由美子）

21 冬のアスパラ増産に力 ＪＡとなみ野 ハウスで促成栽培研究

21 小説の世界 朗読で楽しむ 音訳ボランティアグループ「らんぷの会」

21 牛や豚に感謝 酪農家ら慰霊 砺波市畜産組合

22 標語コンクール 最優秀賞者表彰 交通安全対策会議

22 ボール遊び楽しい 高校球児が園児指導

31 暖冬 営業できず終了 となみ夢の平スキー場 厳しい経営に逆風

富山 13 地鳴り 花粉症の季節 対策効果に期待 藤井昭道 ４７歳（砺波市）

13 地鳴り 遺影の姿はその人の歴史 春川正人 ７２歳（砺波市）

20 お年寄りと園児 ひな飾り作り交流 砺波・出町こども園

21 給食用に古代米 砺波・柏さん寄付 砺波市狐島 農業 柏久義さん（８２）

22 横断歩行者に優しい運転を 砺波で交通安全会議

22 営業日数ゼロで今シーズン終了 砺波・夢の平スキー場

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

29 砺波地域医療構想を議論 ４医療圏 病床削減など再検証

朝日 21 図書館整備に１．５億円を計上 砺波市２２２億円

２２日　土曜日
北日本 1 新型肺炎　千葉の感染者　富山を旅行 １６～１８日　６市町巡る

23 声の交差点 トイレ事情に格差　田辺一郎　６８歳(砺波市)

25 きょうから「水きらら・人・花展」 庄川美術館

25 水難救助車両を更新 砺波地域消防組合議会

25 庁舎の排出古紙を収入に 砺波市行政改革市民会議
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富山 1 千葉の感染者　富山に滞在 石井知事　不要不急の出張自粛を

15 地鳴り 自然の力強さと菩提寺を堪能　黒田和也　４３歳(砺波市)

21 くらしの日記 夜明け前のラジオ　犀川寮明　７２歳（砺波市）

27 水害対応で救助車両 砺波地域消防組合の２月定例会

27 小中タブレット端末　２３年度内に１人１台 砺波市、新年度ＬＡＮ整備　砺波市議会全員協議会

27 利賀ダム安全施工　岡部が最優秀賞 国交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

27 庁内にＡＩ　５Ｇの研究会 砺波市行革市民会議

30 イオンとなみに新スタジオ開設 趣味、教養磨く４０講座　ガラス張り、ダンス用の床

32 ああ高岡や　㊾　古御城の歴史に学ぼう ま　街を飛び交うカラスたち

毎日 18 冬のアスパラ増産を ＪＡとなみ野　農家が「促成」研究

２３日　日曜日
北日本 1 県内旅行の感染女性　濃厚接触者は５人 新型肺炎　検査結果きょう判明

3 社説 ５Ｇの活用　地域の知恵が問われる

15 みんなのＶＯＩＣＥ 「私の花粉症対策」  砺波市 ４０代 男性 会社員 クリスマス３日前の機械屋さん

17 きょうもにっこり そば店を運営する「蔵蕃」社長　坂本勲夫さん（砺波市）

18 新１年生のつどい　児童が劇披露 小学校楽しいよ

24 きょうの催し 県西部　座☆お気軽寄席出町座　第２２回となみ野民遊会おさらい会　春一番「民謡初ざらい」

24 とやまｗｅｂｕｎランキング 　１５～２１日 ④砺波－小杉ＩＣ間通行止め　北陸道（１９日）

26 拡大懸念　周知急げ　県西部６市と魚津市 対策本部設置　市民の安全優先

27 観光地「大きな打撃」 感染者　県内で濃厚接触　立ち寄り先「県の指示待つ」

富山 1 県内で濃厚接触５人　 新型肺炎　宿泊スタッフと運転手　検査結果きょう判明

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 地鳴り 本紙の運勢　毎朝の楽しみ　犀川寮明　７２歳（砺波市）

19 藤井さんのトロンボーン演奏が魅了 庄川でコンサート　砺波市庄川地区自治振興会の「庄川の春を呼ぶコンサート」

24 ３連休　観光地恐々 キャンセル、変更　風評被害を懸念

25 緊迫「いよいよ富山」　新型肺炎 イベント対策　射水市、参加者把握へ名簿

北陸中日 1 千葉の７０代感染者 １６～１８日　県内に観光滞在　濃厚接触の５人検査

29 感染者滞在　詳細伏せる 新型肺炎　風評被害恐れ

読売 29 新型肺炎　感染者　県内を周遊 千葉の７０代　濃厚接触の５人検査

毎日 18 新型肺炎　確認前に県内観光 千葉の女性　濃厚接触者５人

２４日　月曜日
北日本 1 新型肺炎　濃厚接触　県内新たに１人 感染者と飛行機同乗　きょう結果判明

3 社説 災害時の避難所　「雑魚寝」生活改善急げ

17 声の交差点 県知事選に選択肢を　藤井哲夫　７６歳(砺波市)

17 ニュース先読み　２4日（月）～３月１日（日） ２８日　富山、砺波、射水、滑川の各市議会開会

19 美しいハーモニー響く 「庄川の春を呼ぶコンサート」　砺波市庄川地域の東山見、青島、雄神、種田の自治振興会が開催

19 放課後児童ク　　開設２０年祝う 砺波市鷹栖小学校区放課後児童クラブ「たかの子ホーム」　

20 プログラミングできた！　砺波　空き店舗で教室 砺波工高生指導　児童　電気カー動かす　

20 患者の支援考える 県作業療法学会

20 １５６人と２０１団体表彰 県善銀と県親切運動本部

26 デポルターレの扉　⑳ 第３章　挑戦のエナジー　４　百歳体操　介護予防　地域も元気

富山 1 濃厚接触の５人陰性　新型肺炎 新たに１人　きょう検査　感染女性と機内接触

9 地鳴り 七段飾りのおひなさま見て　小倉慶子 ７５歳（砺波市）

9 地鳴り ふるさとは遠きにありて　紫藤道子　８５歳(砺波市)

9 イラスト 田を散策　雉が来た　島田紘子（砺波市）

16 鷹栖小の放課後児童ク２０周年祝う 砺波市鷹栖小校区放課後児童クラブ「たかの子ホーム」

17 空き店舗を利用　プログラム教室 砺波の若手店主が企画　中心市街地創造研究会

17 種田、高波がＶ 砺波市民体育大会カローリング競技会

17 患者の自律と自立支援考える 砺波で県作業療法学会

19 ４０チーム白熱プレー 万葉旗ジュニア野球　来月７日開幕

20 和の文化、次代へつなぐ　北陸１４団体競演 白山で「石川の太鼓」　越中八幡（砺波）伝統の音

23 県内ぴりぴりムード　新型肺炎 会場入り口　体温測定　イベント中止も続々

北陸中日 1 県内濃厚接触５人は陰性　新型肺炎 クルーズ船　下船者に県民３人

読売 23 新型肺炎　濃厚接触　５人陰性 千葉の７０代と　クルーズ下船　県内３人
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２５日　火曜日
北日本 4 １９年度ふるさと納税 増額見込む自治体４５％　富山　県・７市町「増える」

11 バドＵ１６代表合宿に県西部の中学生参加 バドミントンＵ－１６日本代表の強化合宿

13 速く強く正確に　超える力　東京パラまで半年 県関係有力候補　車いすバスケ　宮島徹也（砺波市）

15 民謡の練習成果披露 砺波市の民謡団体「となみ野民遊会」

15 地域拠点の施設完成祝う 砺波市苗加の東野尻振興会館が完成

16 鳥獣被害防止へ結束 東山見地区自治振興会　クラブ設立総会に４０人

16 文部科学省後援第３９５回全珠連検定試験合格者 珠算　準２段　暗算

富山 1 新型肺炎　感染女性と飛行機同乗 県内濃厚接触１人陰性

2 社説 チューリップ輸出　台湾交流の継続を弾みに

6 富山新聞文化センター イオンモールとなみ　新スタジオ開設

9 地鳴り 紙おむつ捨て　明らかに確信犯　戸田祐子　５７歳（砺波市）

17 旧園舎、集会所に改修 砺波　東野尻振興会館が完成

17 福岡ビクトリーがＶ 第１８回栴檀野室内ゲートボール大会

18 万葉旗ジュニア野球　来月７日に開幕 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会

19 １位通過　グラウジーズリーグ開幕 富山新聞ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＧＲＯＵＳＥＳ　ＬＥＡＧＵＥ　各チーム　選手ひと言

北陸中日 5 発言 戦後の記憶　走馬灯のように　上野亮平 ７７ (砺波市）

12 チューリップスカイウォーク　フェア新園路　愛称決まる 「２０２０となみチューリップフェア」の新しい園路

13 東野尻振興会館が幼稚園改修し完成 砺波、関係者祝う

13 県室内テニス大会選手権大会 ダブルス　一般女子

２６日　水曜日
北日本 1 一般病院も患者受け入れ 政府方針受け県が調整　感染者増に備え　

1 県・富山市の窓口　相談激増 ４日で３３０件

24 連携プレー　人命救う 富山消防署が感謝状　心肺停止の男性蘇生

25 製造業者を見学 砺波工業高校電気科の２年生

25 議会日程 砺波市

26 全国珠算学校連盟検定合格者 第１９７回段位暗算検定試験　第２６９回段位珠算検定試験　第３２２回３～１級珠算検定試験

32 富山中部探究科２．４８倍 県立高入試出願締め切り

富山 1 魚津市　行事取りやめ 市主催、来月１５日まで

2 社説 砺波の屋敷林調査　散居景観保全の基礎資料に

27 コント 砺波・越中之助

29 イノシシ対策に電気柵 砺波・東山見　にこにこクラブ設立

29 新年度の国保税率　８年連続据え置き 砺波市国民健康保険運営協議会

29 ロビー展 手をつなぐとなみ野福祉作業所庄川作品展　北陸銀行庄川支店

31 県立高一般入試　平均倍率１．０７倍　過去最低 初の志願者６千人割れ

北陸中日 7 第７９回　中日農業賞 新たな農へ　積極果敢　農林水産大臣賞　伊藤仁嗣さん（砺波市）

11 北陸新幹線５周年記念 ５年以上熟成ウイスキー　砺波・若鶴酒造　発売

15 県立高全日制　 １．０７倍　志願者過去最少

読売 28 よみうり文芸 短歌　下保憲一（砺波市）　海潮砺波歌会

28 県立高全日制１．０７倍 ２４校３５学科で定員割れ

朝日 31 全日制は平均１．０７倍 県立高入試　９９年度以降で最低

２７日　木曜日
北日本 1 新型肺炎　来月１５日まで行事自粛 政府要請　スポーツや文化

4 県西部６市　重点５事業　「とやま呉西圏域」懇談会 次期ビジョン骨子案で設定

5 未来創生へ官民一丸 四政経懇特別例会　各界トップら確認

12 情報かわらばん となみ野

12 朝市夕市　県内 砺波市

15 佐佐木幸綱さん歌集　北日本文芸歌壇選者　「テオが来た日」を読んで 「男歌」に自然体の風格

25 心に残るもてなし　観光関係者考える 接客マナー研修会　砺波市観光協会が開催

26 善意の贈り物　食べて・使って 手縫い雑巾寄付　砺波市母子寡婦福祉連合会　

33 ニュースファイル 国道で３台絡む事故１人重傷

34 イノシシ３頭豚熱 小矢部で初確認

35 チューリップフェア　ほたるいか海上観光　　春の県内観光直撃か 新型肺炎で市町村担当者　中止・延期　相次ぎ検討

35 ４市町村対策本部会議　感染防止策　検討 高岡、砺波、朝日、舟橋の４市町村

富山 1 新型肺炎で政府　行事自粛を要請 スポーツや文化　来月１５日まで

1 知事「対策に万全期す」 県議会２月定例会

9 ページ



2 第２期呉西ビジョン策定 ２１年度から５年間　新年度、６市長が合意

13 地鳴り 月曜川柳の投稿に感心  佐野嘉江  ７５歳（砺波市）

13 地鳴り ウイルス対策　冷静な行動を　藤井昭道 ４７歳（砺波市）

25 豪ベックさん親子　剣道で日本学ぶ 砺波　素直で熱心、上達早く

25 酒造り道具３０点 砺波・庄東小で展示

27 企業を見学　進路の参考に 砺波工高　

27 手縫い雑巾２９０枚贈る 砺波母子寡婦福祉連合会が砺波善意銀行に

28 事件・事故 砺波で車３台衝突、１人重傷　砺波市矢木の国道３５９号

北陸中日 11 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

12 砺波市主催の行事　原則中止か延期に　 来月１５日まで

読売 29 新型肺炎　春の観光暗雲 県緊急会議　市町村から懸念相次ぐ

毎日 22 県内イベント中止相次ぐ 新型肺炎感染拡大　政府要請受け

２８日　金曜日
北日本 3 入院病床確保 １６都府県のみ 富山や青森・鳥取

6 北陸コカ 新ライン使いプレミアファンタ

15 北日本文芸 入賞作品

23 料理学んだ成果披露 「高校生１日レストラン」 総合カレッジSEO

25 終末期 地域で交流 砺波「ものがたりの街」が新施設 住宅や診療所など６棟

26 とやま元気っ子 庄東っ子パワー(砺波市） リズムダンス全国V２

33 砺波で住宅火災 北村善一郎さん方から出火

33 訂正 となみチューリップフェアについて「中止や延期を検討している」との内容は誤り

富山 19 地鳴り 世界経済に影響 早い終息願う　北清俊一 ６３歳（砺波市）

19 コント 砺波・たぬき

20 終末期の患者を支援 砺波市太田「福祉の街」１１月に開業

21 北川さんが優勝 第６回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

23 命の大切さ知って きょう上映「もみの家」坂本監督

23 初誕生 岡田逢生ちゃん＝砺波市三郎丸　（寿希也さん　香奈子さん）

24 事件・事故 砺波の会社と代表書類送検

24 事件・事故 無銭飲食疑いで男逮捕 砺波署

27 突然「休校」に大慌て 県内教育現場、困惑

27 保護者、高校入試心配 砺波市庄川町示野の主婦

27 砺波の住宅から出火 空き家か

27 ほたるいか 総合カレッジSEO 高校生による「１日レストラン」

北陸中日 15 医療、交流 安らぎの「街」に 砺波・ものがたり診療所 ホスピスなど新拠点着工

15 下敷き死亡事故で森建設を書類送検 砺波労基署

読売 26 プレミアム商品券 低調 非課税世帯 申請４割 使用あすまで

26 USO放送 砺波・越中之助

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 15 読書感想画 中央コンクール 奨励賞 中学校の部 宮腰祥司（砺波市立庄西中１年）

日本経済 38 北陸コカ、無菌ラインで生産開始 ファンタプレミアグレープ

２９日　土曜日
北日本 1 新型肺炎対策 休校　県内２、３日から　富山市１３日まで　県と１４市町村　２４日まで

5 城端・氷見線ＬＲＴ化　ＪＲの費用負担　前提 知事が認識　運営の協力も

5 委員長に山本氏 県議会　予算特別委員会　副委員長　瘧師富士夫

23 強盗対応訓練で行員が手順確認 砺波署　北銀庄川支店　

24 散居景観継承へ要件緩和 自治会・世帯参加促進　屋敷林　高さや本数

24 チューリップフェア 予定通り開幕へ準備

25 富山の風景こだわる 「もみの家」舞台あいさつ

31 急転　困惑　大わらわ　新型肺炎　休校　　 県内教員「どう説明」

31 未履修分　対応定まらず 部活は停止

31 住宅や蔵全焼 砺波　けが人なし　砺波市柳瀬

富山 1 新型肺炎　富山市　休校期間短縮 ３～１３日　市長「保護者対応できず」

3 ＪＲの負担「議論の出発点」 城端・氷見線ＬＲＴ化　利用促進も課題に

3 １件を先議で可決 予算特別委員会　副委員長　瘧師富士夫

24 ３月イベント一覧 【２６日】第１１回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

27 砺波市　散居モデル　要件緩和 地域ぐるみで景観保全　屋敷林の高さ、本数減らす
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30 富山の魅力　盛りだくさん 映画「もみの家」舞台あいさつ

30 砺波住宅全焼火災　火元は１階廊下か 砺波市柳瀬

北陸中日 1 新型肺炎対応　県内小中高　休校決まる ３月中　富山市は１３日まで

12 県産チューリップ　台北彩る 砺波市長ら　高品質の球根アピール

12 議会だより 【砺波市】

12 砺波市連合婦人会　来月８日に解散へ 三月八日に総会

読売 25 全市町村で休校へ　新型肺炎 生徒らの健康最優先　県教委

25 知事「ＣＯ₂ゼロへ準備」 代表質問で答弁　民間にも呼びかけへ

朝日 23 県内３３３校　臨時休校へ 来月２～６日から　教師・保護者ら戸惑いの声

毎日 20 新型肺炎拡大　県内小中高　臨時休校へ 高校入試は実施　文科省要請受け

20 事件・事故 砺波で民家全焼　砺波市柳瀬

日本経済 37 「とやま牛」でジャーキー ＧＲＮ、ハイボールつまみに

採録期間：索引は昭和４７年から、スクラップは昭和４９年から。

＊閲覧を希望される方は２階カウンターでご案内しています。

＊砺波市に関する新聞記事のスクラップを保存してあります。

採録新聞：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
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