
　　　　　　　２０２０（令和２）年３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　日曜日
北日本 1 新型肺炎　保護者支援へ助成金 首相会見　一斉休校に理解要請

19 行燈の審査基準説明 となみ夜高まつりの臨時裁許会

19 春を先取り　５０００本 チューリップ四季彩館　促成栽培１０品種展示

20 声の交差点 創作ひな飾りの写メ　犀川啓子　７８歳（砺波市）

20 みんなのＶＯＩＣＥ 態度変えてエヘヘえっへん　砺波市　４０代　女性ほか

20 仲間と集う 出町小同級会　（砺波市　則島達也）

21 今月顕彰の金婚夫婦 【砺波市】松井　仁　外美

富山 1 休職保護者に新助成金　新型肺炎　安倍首相が会見 緊急対策第２弾を策定　一斉休校で理解要請

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 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

19 くらしの日記 投稿文をノートに　紫藤道子　８５歳（砺波市）

24 春の花でアレンジメント 富山でふれあいフェア

24 わが家 中嶋秀明さん（４４）　真絵さん（４１）　泰孝ちゃん（２）

25 夜高まつり　市外客５割　砺波会議所青年部が初調査 経済効果２千万円以上

　２日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　２月の入選作 【三席】　「雪のエンゼル」松長信一　砺波市　　「同じ大きさ」浅谷彩乃　砺波市

19 収穫量の向上や担い手確保目指す 農事組合法人あさひ設立

21 名人戦　鷲塚さん（新湊）連覇 日本将棋連盟県大会　シニアは大島さん（高岡）

富山 7 地鳴り 質問は簡潔にお願いしたい　犀川寮明 ７２歳（砺波市）

12 蔵蕃そば　愛され３年　砺波・栴檀野　古民家を店に 地元産粉１００％　市のブランドに

13 農事組合法人　あさひを設立 砺波・東保

15 各校で新型肺炎対策 砺波工伝統　後輩「見送り」なし

16 スキー場営業日　過去最少　雪不足で県内 となみ夢の平は「ゼロ」

北陸中日 1 突然の要請　新型コロナ　広がる不安　できぬ検査 医師照会でも未実施

　３日　火曜日
北日本 1 休校開始　居場所を確保　新型肺炎受け県内 学童拡充　自主登校も　富山・射水・舟橋きょうから

19 かなざわ便り　地域社会に役立ちたい 野菜ソムリエコミュニティ石川（金沢）代表　和多利智絵さん(砺波市出身）

24 善意のともしび　 【砺波善銀】砺波市保育研究会ほか

27 感染の台湾人　富山に ２月中旬　日本各地旅行

富山 1 台湾の感染者　富山旅行　新型肺炎 先月１７～１９日、３０代男性　県「発症前、感染リスク低い」

2 ９市町の用水路に転落防止柵を整備 県の農水箇所付け７３億円　土木は８８億円

3 県総合戦略検討会　中山間に多用な農業を 「複業」込みで移住提案

12 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

21 地鳴り 心に染みる海の情景を撮りたい　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

21 コント 砺波・越中之助

24 新型肺炎対策の高校卒業式　卒業生、寂しさと期待 団長と先生がエール　砺波高　応援旗引き継ぎなく

29 臨時休校でも学校に　慌ただしい「最後の日」 新型肺炎　県立高、１２市町の小中

29 起訴内容を一部否認　富山地裁 砺波の男「乱暴の覚えない」

北陸中日 13 呉西圏域発展へ研究生アイデア ビジネス研　修了式

読売 26 終末期も地域と交流を ものがたり診療所　砺波に新施設

27 学童　対応追われ　新型肺炎休校 朝から開所、職員増

27 チューリップ公園に新園路 「スカイウォーク」今春利用開始

　４日　水曜日
北日本 13 声の交差点 元井豊蔵と螺旋水車　砺波市　武部幹夫(７９歳）

13 声の交差点 全国一斉休校に思う　砺波市　林正人(６３歳）

19 齋藤さんの木彫刻展示 日展特別会員の彫刻家　齋藤尤鶴さん　庄川水資料館ミニギャラリー

19 酒造文化を紹介 頼成で「道具展」　砺波民具展示室

21 優秀安全運転事業所を表彰 県警と自動車安全運転センター

富山 2 選挙人名簿登録　県内３月８８万９２０３人 県選管まとめ　（定時登録）

3 県議会一般質問 城端・氷見線のＬＲＴ化　「持続可能性」慎重に議論

21 地鳴り 手巻きたばこ楽しみにしたい　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

28 砺波の女性暴行　「合意と思った」 富山地裁公判で被告

読売 28 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

30 ガイド 季節を彩る花々～早春～
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　５日　木曜日
北日本 5 富山市議会本会議 県立中央病院の感染症病床２床　森市長「安心できない」

6 新型肺炎拡大　時短営業　動き広がる 県内商業施設　出勤難　人員不足に対応

14 県内美術館・博物館の催し（３／５～３／１１） 砺波市美術館

14 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

24 図書館サービス拡充 ＤＶＤ所蔵数を増加　中高年コーナー設置　砺波視聴覚協議会が分離

25 １４市町村で卒業式実施 県内小中学校　南砺は状況見て判断

富山 3 富山市議会代表質問 新型肺炎　計２０床で入院可能　県が反論　一般病床で１８床確保

15 地鳴り 一日も早く収まること願う　黒田和也　４３歳(砺波市)

21 富山新聞文化センターだより　うけてる講座　こども書道教室 友達にほめられた　高嶋優羽さん　（砺波市砺波北部小４年）

21 おすすめ講座 【イオンモールとなみ教室】

22 市中央図書館でＤＶＤ貸し出し　（南砺市） 砺波視聴覚教育協議会を分離

23 嶋田さんが優勝 第２８回サンテンひだまり杯健康麻将交流大会

24 日本語の魅力　たっぷり４０冊 砺波図書館で企画展示「日本語　再発見！」

29 ７０歳男に懲役１０年求刑 富山地裁　砺波の性的暴行事件

北陸中日　 10 新型コロナ　県中央病院　感染症患者受け入れ 富山市長「態勢拡大を」

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

23 深掘りＴＯＹＡＭＡ　ＢＢＴ連動企画 ニートの背押す　就労体験　庄川の商工会「人手不足解消にも」

読売 26 庄川清流温泉　ミネラル豊富 砺波の観光組合など発表　ロゴ制作　魅力発信へ

　６日　金曜日
北日本 1 中韓から入国　厳格制限　首相が新型肺炎対策 発行済みビザ無効　９日から　検疫強化　２週間待機

1 感染厳戒　１５の試練　県立高校一般入試始まる マスク姿　５８７２人合格目指す

11 砺波の散居村舞台　映画「もみの家」　 少女の成長　優しく描く　主要キャスト　思い語る

23 ２１人巣立つ 砺波准看護学院の卒業式

23 店舗周辺きれいに スーパー　南砺などで

25 卒業児童に絵皿贈り２０年　砺波・松村さん 庄川挽物　鹿児島の母校に

25 県内小中学校の卒業式 全１５市町村で実施　１２日から順次

富山 18 すこやか育児 芳里聡美さん＝砺波市堀内  長女 綾音ちゃん　野村祐佳里さん＝砺波市苗加　長男　奏太ちゃん

23 氷見、城端線のＬＲＴ化　 県西部連携で検討を　（射水市議会）

24 砺波准看護 砺波准看護学院の卒業式　２年生２１人

25 母校の卒業生に庄川挽物の絵皿 砺波の松村さん仕上げ

26 統合校倍率高く「心配」　県立高入試始まる 不要不急の外出避け

北陸中日 13 卒業おめでとう　夢いっぱい　絵皿　 砺波の７４歳　松村さん　鹿児島の母校に２０年

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

毎日 24 ギャラリーだより 砺波市文化祭・第１６回砺波市美術協会会員展

　７日　土曜日
北日本 25 色鮮やか２８０点 県蘭まつり チューリップテレビ社長賞 山田一雄

富山 3 広告 あそびにおいでよ となみの街へ

13 地鳴り 無観客試合で競技の迫力知る 藤井昭通 　４７歳（砺波市）

13 地鳴り 平穏な日常に早く戻りたい 小倉慶子 ７５歳（砺波市）

26 写真撮って名所巡り 砺波 ５月にフォトロゲ開催

33 卒業式、規模縮小 県内 小学１７、１８日 中学１２、１３日

33 性的暴行 懲役８年判決 富山地鉄 裁判員裁判、７０歳男に

　８日　日曜日
北日本 11 仲間と集う 庄川地区いきいきサロン金剛寺福祉会　（砺波市　坂井尚義）

15 市美術協会会員展開幕 ６部門に意欲作９１点

15 横田さん（魚津）最高賞 南砺ふくみつ雪あかり写真コンテスト　

富山 1 新型コロナ　休校中　児童受け入れ７７％ 県庁所在市など　８４自治体調査　富山市など受け入れ　県内

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り コロナの意味　新聞で知る  佐野嘉江  ７５歳（砺波市）

20 横田さん（魚津）最高賞 南砺ふくみつ雪あかり写真コンテスト　

20 心象風景を表現　パステル画１９点 砺波で宮脇さん作品展　「パステル画展～想・心の風景～」

22 子育て世代に優しい住宅完成 砺波で見学会　木村産業の分譲住宅完成見学会

24 紙風船 卒業式の心強い言葉

北陸中日 5 発言 好天の休日　春に向けて作業　島田栄　７１歳（砺波市）

　９日　月曜日
北日本 1 中韓から入国　制限強化 新型コロナ対策　月末まで

1 検証　開業５年　北陸新幹線　 新高岡駅　観光の起点

19 声の交差点 愛唱歌伝える絵手紙　上野亮平　７７歳(砺波市)
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23 散居村の眺め楽しんで 展望広場　せん定　案内板修繕へ

23 防火への意識新た　 消防団員ら無火災祈る　高瀬神社で鎮火災

24 ６６年の歴史に幕 砺波市連合婦人会　一部は新団体設立

30 雪不足のまま最終盤　県内スキー場　大きな打撃 「死活問題」「こんなの初めて」　営業日数　軒並み激減

富山 7 地鳴り 自分の最期はどうなるのか　紫藤道子　８５歳(砺波市)

12 １年の無火災祈願 南砺・高瀬神社

13 砺波連合婦人会が解散　 会員減歯止めかからず　６６年の歴史　自治振興会で活動継続

13 カワヅザクラ　ピンクの花見頃 砺波の石野さん方　砺波市大窪

北陸中日 10 地域　未来派 医療と福祉　高齢者に　砺波市・ものがたり診療所　所長　佐藤伸彦さん（６１）

10 鎮火祭　火災ない一年願う 南砺・高瀬神社でも

11 ７０年　砺波市連合婦人会が幕 閉会総会　別組織　新設し活動　今井会長「一区切りに」

読売 24 ガイド 児童ミニ企画展示「あしたのおてんきなんだろな？」　砺波市文化祭第１６回砺波市美術協会会員展

１０日　火曜日
北日本 10 仲間と集う 若神組十三日講　（砺波市　中嶋一雄）

21 １００歳おめでとう　９日 藤井花子さん（砺波市庄川町古上野、９日生まれ）

22 市町村議会　 庁舎整備２１年度に方針　砺波　新型コロナで支援制度

22 市町村議会　 陸自ヘリ訓練　農閑期年数回　ヘリポート運用

富山 1 東海北陸道２０㌔　４車線化　新年度着手 福光ー白川郷ＩＣ　事業費１６２０億円　国交省方針、財投を活用

21 市町村議会　（９日） 耐震化／建て替え／新築移転　砺波市庁舎　２１年度決定　夏野市長方針　新年度に研究会

21 市町村議会　（９日） 教委、本庁舎へ集約

24 走行市町村決まる 聖火リレー　志の輔さんは射水

26 修学旅行２学期に延期 県内の９市町村の中学

読売 24 Ｔｏｋｙｏ　２０２０ 走行市町村決まる　聖火　志の輔さんは射水　ボッチャ・藤井さんは魚津　

１１日　水曜日
北日本 1 行事自粛延長を要請　新型コロナ　終息見通せず １０日間程度　首相表明　経済・観光さらなる打撃

5 東海北陸道　福光ー白川郷 ４車線化　新年度着手

15 仲間と集う すずらん会　（砺波市　田中和子）

23 砺波　庄川水記念公園　再整備へ 美術館　資料館　廃止踏まえ機能見直し

23 チューリップフェア実施へ 市長「しっかり準備」

24 カワヅザクラ見頃 砺波市大窪の民家　石野重幸さん方の庭

富山 1 東海北陸道福光ー白川郷ＩＣ トンネル区間　優先整備　国交省、２０㌔４車線化着手

4 富山から５８団体　 健康経営優良法人　砺波工業

26 庄川水記念公園を再整備　 砺波市　検討委で地元と協議　「彫刻の森」、サイン看板

28 東大４５人合格　県内１０人増 前期入試　最難関の理Ⅲに２人　富山中部　７年連続トップ　

31 夏冬休み　短縮検討 砺波市、授業日数不足で

31 庄川遊覧船のインバウンド ３月　７～９割落ち込み　台北便欠航が影響

31 チューリップフェアは開催 砺波市長

北陸中日 12 東海北陸道　城端ＳＡ－五箇山ＩＣー白川郷ＩＣ 新たに４車線化　１５年以内で完成へ

13 空き店情報　起業にぜひ 砺波の若手グループ　ＨＰで物件紹介

読売 28 よみうり文芸 短歌　山田裕子（砺波市）

１２日　木曜日
北日本 18 県内美術館・博物館の催し（３／１２～３／１８） 砺波市美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 朝市夕市　県内 砺波市

21 つなぐ　ひとズームアップ　とやま×首都圏 コストサイエンス社長・ＣＥＯ　小倉朗氏　ビッグデータ使い事業提案

22 わが家のアイドル 安念希唯ちゃん　１０カ月　砺波市太田

23 イノシシ対策に溝ぶた効果あり 砺波市議会産業建設委員会

24 ２限目　社会の時間 レンズの世界　ここはどこ？

25 県警人事 交通部長に長森氏　警備部長は前田氏

富山 13 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

23 地鳴り 亡き母の話を聞かず後悔　北清 俊一　６３歳(砺波市）

26 県警人事 交通部長に長森氏　警備部長に前田氏

26 空き店舗で起業を　情報バンク開設 砺波会議所と若手商店主

北陸中日 12 県警　１１署長が異動 県警人事

13 新型コロナ…好調から一転 庄川遊覧船の利用客が急減

13 美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

24 深堀りＴＯＹＡＭＡ　日常的な防災・減災意識を 北陸のライフライン被害に警鐘

読売 28 交通部長に長森氏 県警人事　１１署長が交代

朝日 23 １５署中１１署長が交代 県警第１次異動１０７人

毎日 26 県警１１署長交代 新任８人　１０７人が第１次異動
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１３日　金曜日
北日本 5 来週にも県へ割り振り 医療用マスク 指定５病院中心に

5 となみ政経懇話会総会・３月例会 １３日（金）午後４時 TONAMI翔凛館

23 声の交差点 若い女性の活躍願う 砺波市 山田敏江(７７歳）

27 感謝胸に学びや巣立つ 南砺・砺波・小矢部 中学校で卒業式

27 現道交通量７割 バイパスに転換 国道３５９号

27 「令和蔵」が完成 若鶴酒造 産業観光の拠点 酒・食・土地の魅力発信

27 ３市で新型コロナ対策会議 保証料助成など中小企業を支援

32 中学修学旅行 秋に延期 新型コロナ警戒 県内１０市町村が決定

富山 2 砺波東バイパス 開通後の交通量２倍

21 体験交流施設お披露目 砺波・若鶴酒造 １６日にプレ開業

22 「困難にも前向きに」 砺波、南砺、小矢部で中学卒業式

24 中小企業の保証料補助 砺波市

25 砺波ひき逃げ死 書類送検 加賀の３３歳男「気付かず」 ７年前の事件

北陸中日 7 若鶴酒造 １６日にプレオープン 酒と食 体験の「令和蔵」

12 入院態勢 万全に 知事が県立中央病院視察

12 卒業式 工夫して送別 砺波など３市の中学 県内皮切り

12 砺波市が独自で融資制度を拡充 利子の２分の１を補給

13 越中春秋 群雄割拠 砺波市はスーパー激戦地

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

27 マスクして卒業式 ３市の市立中学校計１６校で卒業式

27 砺波７年前交通死　運転過失致死容疑 書類送検

日本経済 35 若鶴酒造、富山に物販・飲食施設 富山県で初の酒税免税店

１４日　土曜日
北日本 1 新型コロナ特措法　成立 緊急事態　首相が判断　私権制限に懸念

1 富山・氷見・舟橋　震度４ 能登震源Ｍ５．５　県内２人けが　砺波震度３

17 １２１日間で８５９市区町村 県内　ランナー１７８人　東京五輪の聖火リレー

29 風景などテーマの絵画３７点 北日本新聞砺波支社カルチャー教室　「たのしい絵画教室」

29 雄神の歩み　振り返る冊子 砺波市の雄神地区自治振興会

30 新図書館近くにバス停設置検討 砺波市議会民生病院委員会　１０月の市営バス路線のダイヤ改正

31 となみ政経懇話会　総会・３月例会　公認会計士・税理士・行政書士　城所弘明氏 演題　戦国武将から学ぶ！事業承継の着眼点　信頼関係づくりが大切

富山 1 輪島震度５強　 富山、氷見、舟橋　震度４　県内２人軽傷

2 東京　ＨＯＴライン 東海北陸道の全線４車線化へ　飛騨トンネルが最終関門

2 福光ー白川郷の20㌔了承 東海北陸道４車線化　国交省諮問機関の部会

7 コロナ特措法　成立 首相が「緊急事態」判断　国民の私権制限懸念

14 地鳴り 大変な時期にクラス会開く　犀川寮明　７２歳（砺波市）

16 北陸新幹線　５ｔｈ　特集　北陸新幹線開業５周年－Ｓｉｎｃｅ　Ｍａｒｃｈ　１４，２０１５－ 観光客・移住者増　追い風に乗り　地域の輝きさらに磨く　夏野修（砺波市長）

32 新図書館前にバス停 今秋　市営バスの２路線　民生病院常任委員会

北陸中日 1 輪島で震度５強　 県内震度４　２人軽傷　震度３　砺波市庄川町

12 旧道通行車両の７割　砺波東バイパス移行 北陸地整局が発表

読売 26 ガイド 児童ミニ企画展示「あしたのおてんきなんだろな？」

毎日 26 事件・事故 砺波のひき逃げ事件で石川県の男を書類送検

１５日　日曜日
北日本 3 停電時電気使えない避難所　７割「予算不足」理由 県内１４市町村も

18 広告 ＫＡＥＴＳＵＮＯＵ　ＢＵＳ　７０ＴＨ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　砺波地区から　金沢への通勤・通学は加越能バスが大変便利です。

21 全国から集めたひな飾り 旧料亭「くりす亭」で公開

富山 7 地鳴り 仏壇に毎日話し掛ける　水溜靖子  ８２歳（砺波市）

21 雄神地区の歴史　冊子に 砺波　自治振興会、５００部作成

21 豪華　能舞台にひな飾り 砺波・旧料亭で一般公開　砺波市中央町の旧料亭「くりす亭」

23 初誕生 山田翔慎ちゃん＝砺波市庄川町青島　（伸哉さん　秋奈さん）

１６日　月曜日
新聞休刊日

１７日　火曜日
北日本 5 国支給マスク１万７７００枚 県立中央など５病院配布

5 患者受け入れ 県内８４床確保　新型コロナウイルス感染症の拡大防止

6 プラ製ストロー提供終了　砺波・高岡 イオンモール 紙製へ切り替え進む

15 空から　わが町　砺波市頼成 農業盛んな田園地帯　勇壮な伝統の獅子舞

29 救助資機材搭載ポンプ車を導入 砺波市消防団中部方面隊

30 赤畠さん（庄西中３）作品　山手線車内に展示 ＪＡ共済全国小・中学生交通安全ポスターコンクール警察庁長官賞
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31 お手製マスク４００枚 谷井さん　品不足受け　栴檀山地区に贈る

36 県内 冬 舞い戻る　 平野部に雪　

富山 4 チューリップフェア  フレーム切手発売 日本郵便北陸支社　「となみチューリップフェア２０２０」のオリジナルフレーム切手

17 地鳴り 全ての物事はつながっている　嶋村了吉 ５６歳（砺波市）

17 地鳴り 素人考えで判断を反省　藤井昭通　４７歳（砺波市）

23 広告 高校合格　おめでとう　充実した高校生活を送ろう

28 砺波市　総合計画策定で市民アンケート 総務文教常任委員会

28 障害者基幹相談支援センター　小矢部、南砺、砺波　共同で新設 ５月、県砺波総合庁舎に　小矢部市議会民生文教常任委員会

28 新年度９千㌧　生産目標に ＪＡとなみ野たまねぎ出荷組合総会

29 マスク４００枚手作り　砺波・栴檀山のボランティア 依頼に応え、全住民へ配布

29 救助資機材搭載車を配備 砺波市消防団中部方面隊

29 交通安全ポスター大賞に赤畠さん ＪＡ共済全国小・中学生交通安全ポスターコンクール警察庁長官賞

30 県立高で合格発表　６３６４人　喜びの春 甲子園目指す　高岡ボーイズ

31 来月１２日にリーグ戦開幕 砺波地区寿野球連盟総会

31 大石会長を再任 砺波市野球連盟総会

32 ヨーグルトで免疫力高めて となみ乳業、園児に贈る　「まると牛乳」で知られるとなみ乳業協業組合

34 マスク１万７７００枚　県内５病院に配布 県、国の放出分

北陸中日 13 手作りマスク　地元に 新型コロナ　砺波の谷井さん贈る　

13 砺波市全小中　２４日が登校日 砺波市教育委員会臨時会　

読売 27 国保有マスク　５病院に配布 県内５か所の感染症指定医療機関に配布

１８日　水曜日
北日本 21 声の交差点 学校再開は英断だ　藤井哲夫　７６歳(砺波市)

23 ＪＲ中づり”ジャック„ 京浜東北根岸線　砺波チューリップＰＲ

23 自衛隊入隊　５人を激励 砺波市出身者５人　夏野修市長から激励

25 北日本政経懇話会　総会・３月例会　 大相撲解説者で元小結　舞の海　秀平氏　

富山 4 若鶴酒造、３年連続　ベストウイスキー 英国の品評会で選出　「ワールド・ウイスキー・アワード」

21 コント 砺波・越中之助

24 チューリップ　コロナ不況　砺波、高岡の切り花 式典や送別会中止　販売額３～５割減

24 自衛隊入隊を激励 砺波市の自衛隊入隊予定者激励会

26 チューリップのまち　首都圏で砺波ＰＲ 砺波市の「となみ首都圏プロモーション事業」

29 春の曳山　コロナの影　 出町歌舞伎、岩瀬中止　他地区も対応苦慮

29 コレラ流行以来　疫病で１６１年ぶり 出町歌舞伎、西町は来年も当番

北陸中日 5 発言 感染情報　早く正しく伝えて　貝渕文夫　７１歳（砺波市）

12 県が５医療機関に医療用マスク配布 新型コロナ感染症指定

13 砺波チューリップ　首都圏でアピール 駅や電車内に広告

読売 28 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

朝日 28 展覧会 企画展「宮脇春美パステル画展～想・心の風景～」

日本経済 43 富山県、５病院にマスク１．７万枚 感染症指定医療機関に提供

１９日　木曜日
北日本 1 県内住宅地 下げ止まり 新型コロナ 懸念材料

10 県内公示地価 富山市が上昇率上位独占

10 県内公示地価一覧 砺波市

18 県内美術館・博物館の催し（３／１９～３／２５） 砺波市美術館

19 情報かわらばん となみ野

19 朝市夕市　県内 砺波市

25 安らぎ感じる郷土の風景画 ギャラリーみかん堂

27 県立図書館長に杉原氏 砺波高校長に今堀俊彦南砺福野高校長が就任

27 入善・小矢部署で課統合 県警・第２次定期人事異動 砺波警察署

富山 2 コロナが花商戦直撃 家庭の需要さらに開拓を

4 富山市の上昇地点増加 一極集中と二極化進む

4 商業地 ２８年連続下落 富山、舟橋上昇 ５市２町で下落幅拡大

14 地鳴り 人との接触避け名人芸楽しむ 安カ川仁省 ６９歳（砺波市）

22 県警 春の組織改編 人材育成室を新設

22 県教委人事 富山中部校長に本江氏

23 パークゴルフ場開業 愛好者プレー楽しむ 砺波・庄川

北陸中日 10 県内公示地価一覧 砺波市

14 富山中部高に本江氏 県立高校長 異動固まる

14 出町子供歌舞伎感染防止へ中止 砺波、戦後３度目

15 美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館
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読売 32 県内の公示地価 砺波市

32 入善、小矢部署で課統合 第２次人事異動

朝日 別１ ２０２０年公示地価 砺波市

別２ 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 23 北陸３県の公示地価 砺波市

２０日　金曜日
北日本 21 仲間と集う 子育てボランティア柳瀬っ子 砺波市・柳瀬ふれあいセンター（２月）（田嶋順子）

25 料理課程３人卒業 総合カレッジＳＥＯ

26 チューリップフェア開催 月内に結論 市議会本会議と市議会全員協議会で

26 論戦を振り返って 議員間討議　一層活発に

27 避難行動分かりやすく 市など シート作り配布へ

27 着物の晒でマスク 呉服店 寿々屋 売り上げ市に寄付

35 夏休み短縮検討 南砺・砺波・入善の３市町 コロナ休校 授業時間確保

富山 21 南砺市社福協にタオルなど寄贈 砺波法人会女性部会

22 除雪減で各地区に機械維持費を支援 議案２７件を可決

24 首都圏でチューリップ 砺波市が「花の街」ＰＲ

26 となみチューリップフェア ３０日に開催判断 新型コロナ

26 「はじめしゃちょー」高林さん（県西部森林組合）ら 五輪聖火ランナー

26 砺波の７０歳被告が控訴 砺波市東保 南正伸被告（７０）

北陸中日 12 水害の避難計画 砺波市が１枚に シート作成、全戸配布

12 議会だより １９日 砺波市

読売 26 サンシュユ かれんに咲く 砺波

26 雄神村の歴史 学ぶ１冊 自治振興会 ３年かけ作成 「若い世代に伝えたい」

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

２１日　土曜日
北日本 21 仲間と集う 雄神誌　編集委員会　（砺波市　坂井勇雄）

23 砺波地域消防組合と小矢部・南砺市 金沢で訓練　連携確認　金沢市との初めての合同消防訓練

23 かな・近代詩題材４０点 佐々木月光さん遺墨展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室の書道講師

23 春感じさせるビーズなど並ぶ 作品展「春　楽Ｌａら」　砺波市出町中央の喫茶店ｃｈａ萃

25 県美術連合会　会長に西藤さん（日本画　高岡） 副会長　青山・阿波加・前川さん

富山 7 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

30 富山新聞文化センター　イオンとなみスタジオ 投資信託の基礎学ぶ　「大人のマネー基礎講座　失敗したくない！投資信託の選び方のポイント」

30 児童が車を点検 富山トヨタ砺波店のドリームフェスタ

32 砺波、南砺、小矢部、金沢　「お隣さん」越境訓練 初の合同消火活動　１８隊参加、災害に備え　金沢で実施

北陸中日 5 発言 暖かな季節到来　喜べぬ理由　上野亮平　７７(砺波市）

11 砺波市美術協会展　６部門に力作９１点 砺波市美術協会会員展　砺波市美術館

11 散居村など題材　パステル画 射水の画家宮脇さん、砺波で個展　となみ散居村ミュージアム

毎日 20 本紙連載「石碑みてある記」　調査の結果一冊に 筆者・上田北山さん出版

２２日　日曜日
北日本 15 仲間と集う 若神組十三日講　（砺波市　藤井成正）

15 声の交差点 カイニョと「もみの家」　柏樹直樹　８４歳(砺波市)

17 空き店舗の情報提供　若手経営者らＨＰ開設 創業希望者とマッチング　砺波市　中心市街地創造研究会

17 雪割草かれん 庄川で１５０点展示　庄川雪割草展　砺波市の道の駅庄川

17 田畑監督ら語り合う 富山トヨタ　砺波店でフェスタ　「ドリームフェスタ」

富山 2 砺波のキャンペーン隊がＰＲ　京都・大坂で　 「となみチューリップフェア２０２０」と「２０２０立山黒部・雪の大谷フェスティバル」のＰＲキャンペーン隊

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

18 ホタルイカのピザ好評　 砺波・道の駅庄川

18 災害時の動き方確認 砺波市　記入表作成、全戸に配布　「マイ・タイムラインシート」

19 ＢＣリーグ　富山ＧＲＮサンダーバーズ 「１００％の力、引き出す」　田畑監督、砺波でトーク　富山トヨタ砺波店

22 事件・事故 暴行疑いで７９歳男逮捕　砺波市千代

読売 26 手作りマスク　住民に配布へ 新型コロナ　４００枚　高齢者守る　栴檀山地区自治振興会

28 ガイド 水きらら・人・花展　松村外次郎記念庄川美術館

28 ガイド 季節を彩る花々～早春～　チューリップ四季彩館

２３日　月曜日
北日本 19 タオルや切手　社福協に寄贈 砺波法人会女性部会　

27 ニュースファイル 砺波の工事現場でダストボックス焼く　砺波市大辻

富山 5 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

7 月曜川柳　乱反射 浦外喜夫（砺波）

14 遊歩道に春の息吹 砺波・頼成の森　親子が観察会

17 休校中　図書館が人気　「コロナに負けず知の力を」 外出控えじっくり読書　県内　貸出冊数２～５割増
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18 事件・事故 砺波の工事現場でぼや　砺波市大辻

読売 18 聖火リレー詳細ルート ６月３日（富山県）～７月２４日（東京都）

２４日　火曜日
北日本 17 １個人２団体に高額寄付感謝状 小矢部市　

19 チンドン規模縮小　コンクール無観客 ディズニーパレード中止　　滑川ほたるいか海上観光　自粛　来月１５日まで延長

26 ＬＲＴ化へ来月学習会 路面電車と都市の未来を考える会・高岡

27 ニュースファイル 庄川の堤防のり面滑落車の男性重傷

富山 14 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

22 高額寄付者に感謝状 小矢部市　

25 チューリップ切手　砺波市に贈りＰＲ 日本郵便北陸支社　「２０２０となみチューリップフェア」オリジナルフレーム切手

25 酒粕ソフト人気 砺波・若鶴酒造　令和蔵が開業

26 事件・事故 河川敷に車転落、男性重傷

北陸中日 2 若鶴酒造が３年連続「ベストウイスキー」 世界的コンテスト　「ワールド・ウイスキー・アワード」

24 松川べり　桜ほころぶ 県内開花宣言　記録的早さに?

２５日　水曜日
北日本 1 東京五輪　１年延期  新型コロナで史上初 来夏までに開催　首相提案　ＩＯＣ承認

12 「藤森兼明の洋画」展　 来月４日から庄川美術館　若き日伝える新収蔵品

12 日常と心模様つづる 寿木さん（砺波出身）初のエッセー集

17 仲間と集う 本願寺井波別院賽銭講雪月花会　（砺波市　松田吉孝）

20 ８５歳　川嶋さん（福光）初個展　 砺波で来月　入賞作など１０点　がんに負けず趣味の写真

20 チューリップフェア切手贈る 市長に日本郵便北陸支社　２０２０となみチューリップフェアの「フレーム切手」

21 ５、１０月に庄川温泉郷杯 砺波市パークゴルフ協会総会

21 夏・冬休みの授業　中学校４日間　小学校２日間 砺波市　新型コロナウィルス感染症対策本部会議

22 砺波市人事　４月１日付 企画総務部長に畑氏

27 主な国公立・私立大の県内合格者　本紙調べ 富山大現役　富山が最多４８人

33 ニュースファイル 酒気帯び運転疑い男逮捕　２４日　砺波市東石丸の市道　

33 ニュースファイル ２月の県内水質事故１件　庄川の小牧ダムで油膜を確認

33 ニュースファイル 豚熱の陽性イノシシ２頭

富山 14 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

25 「学校は楽しい」 砺波の小中学生　２５日ぶり登校

27 砺波市人事　４月１日付 企画総務部長　畑氏　商工農林部長　島田氏　建設水道部長　老松氏　市教委事務局長　構氏

27 高岡、射水、氷見と相互協力合意に調印 砺波商工会議所青年部

27 ４～１１月に月例大会 砺波市パークゴルフ協会総会　井上会長再任

28 砺波市、小中学校の夏冬休み短縮決定 県内各地でコロナ対策

28 事件・事故 酒気帯び運転疑いで逮捕　２４日　砺波市東石丸の市道

北陸中日 12 夏・冬休み利用で授業日数不足補う 砺波市教委報告　砺波市新型コロナウィルス感染症対策本部員会議

12 砺波市異動３４５件 退職増で大型化

朝日 27 砺波市人事 ４月１日付

２６日　木曜日
北日本 14 県内美術館・博物館の催し（３／２６～４／１） 砺波市美術館

15 情報かわらばん となみ野

15 朝市夕市　県内 砺波市

17 声の交差点 朝乃山　立ち合い磨け　 砺波市　武部幹夫(７９歳）

22 青色パト車導入　地域の安全確保 砺波市般若自治振興会

23 ４商議所青年部　相互協力調印 北信越ブロック砺波大会

23 新年度は黒字維持 南砺市民・中央病院　改革プラン奏効

25 新任校長は７１人　富山中部　本江氏　富山商　東瀬氏　高岡商　髙橋氏 県教委人事　校長・課長級以上　小中学校５１人　県立学校２０人

33 東京パラ出場目指す県勢 「成長のチャンスに」

33 ニュースファイル 森建設を指名停止

富山 2 北陸新幹線　敦賀を望んで　⑨　枝線の未来 赤字路線押しつけ　けん制　ＪＲは切り離し希望？

21 富山文芸　３月賞 俳壇　能村研三選　三位　源通ゆきみ（砺波市）　歌壇　小池光選　佳作　山森和子（砺波市）

23 防犯組合の青パト　地域見守りへ出発 砺波市般若地区防犯組合

23 ロビー展 清水捨造作品展　北陸銀行庄川支店

24 県教委人事 新校長に７１人登用　国吉　寺田氏　西の杜　中舘氏

北陸中日 10 新校長に７１人　 県教委異動

読売 28 新任校長７１人　 女性は１９人

朝日 22 新任校長は７１人　 県教委人事　女性は１９人

毎日 18 県教委　校長級１６１人異動 「新」は７１人、５４歳以下２２人
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２７日　金曜日
北日本 1 ４万６０００人宿泊取り消し 県内ホテル・旅館 ２～４月 新型コロナ影響

1 「自助努力は限界」 観光団体　県に緊急要望

6 ３年ぶり黒字転換 １９年１２月期 北陸コカ・コーラボトリング

19 声の交差点 八乙女山で庄川展望　 直江裕二　８３歳（南砺市）

19 仲間と集う 栴檀山小卒「一八会」 小さなお祝い会（砺波市 池田勲）

19 仲間と集う 砺中・砺高 第９２回同窓会福野支部総会（南砺市 吉田信一）

富山 5 天候不順で減収減益 北陸コカ１９年１２月期

15 地鳴り 水曜クイズに妻が当選　犀川寮明　７２歳（砺波市）

15 地鳴り ７０周年の式典 １年後に延期　北清俊一　６３歳（砺波市）

25 北川さんが優勝 第１１回となみ散居村チューリップ杯健康麻将交流大会

26 消防本部次長に佐々木、松、野村氏 砺波地域消防組合

28 国公立大医学部に５０人 富山中部 最多２４人

28 森建設を指名停止 砺波市

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館 庄川美術館

２８日　土曜日
北日本 1 知事「東京行き 自粛を」　新型コロナ拡大 今週末　感染防止　県民に要請　都内3日連続４０人台

12 北日本文芸 歌壇　 詩壇　俳壇

25 活動成果４１点展示 わくわく写真教室　北日本新聞砺波支社カルチャー教室

26 ５土地改良区統合目指す　 南砺市土地改良区統合整備推進協議会の設立総会

26 善銀に募金預託 スーパーのサンキューを展開する三喜有の社員会

28,29 県教委人事 女性教頭３５．６％　過去５年最高　新任は１０８人

富山 1 東京への移動自粛 石井知事、県民に要請

12 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

15 地鳴り 農作物自給率　アップ図る必要　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

23 イベント ２０２０となみチューリップフェア　４月２２日～５月５日・砺波（後援）

24,25 県教委教職員人事 新教頭に１０８人　女性４７人、計１４６人で最多

26 １１月に能越道フェス 砺波会議所　８市特産品を販売

26 南砺市・５土地改良区 ２２年統合へ協議会

26 チューリップ華やぐ　 砺波・四季彩館　「季節を彩る花々～春～」

27 飲食コーナー改装 砺波・庄川水記念公園　あす桜まつり

北陸中日 1 東京方面　県も自粛要請 知事「感染出ぬよう努力」

14 越中春秋 自粛ムードの春

15 桃色チューリップ　春を演出 砺波・四季彩館で季節展示　「季節を彩る花々～春」

18,19 県教職員異動１５７５件 前年度比１７８件増

28 桜開花　静かに楽しむ 富山地方気象台　早さ史上２位タイ

28 桜だより（２７日） 砺波　庄川水記念公園

読売 27 新型コロナ　東京など移動自粛を 知事呼びかけ　転入者　健康確認求める

26 新任教頭に１０８人 女性は４７人　県教職員、県教委事務職員らの人事異動を発表

２９日　日曜日
北日本 19 仲間と集う トヨペットＯＢ会　（砺波市　黒田美紀子）

21 おせっかいの会　砺波 油田の自治会館活用 児童　学び・遊ぶ場に　新型コロナ対策　外出控える子預かり　

22 紙上卒業式 夢を持ち目標に　砺波高校　卒業生　１９７人

26 ２０２０年　地域に貢献するとやまのプロをご紹介します！！ 電話応対指導のプロ　接遇講師　経田博子

富山 2 東京だより 環境配慮の６品仲間入り　日本橋とやま館

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

20 成年後見や遺言書学ぶ 相続・認知症講座に２０人　富山新聞文化センターの特別講座

26 駅、空港、富山も人少なく 東京行き、感染心配　「富山は安心」

読売 21 ガイド 第１０回庄川峡桜まつり

22 ワイドリポート 道の駅　地域の拠点に　防災強化　非常用設備も　海外へ発信　多言語対応

３０日　月曜日
北日本 1 令和初の花見　暗雲 新型コロナ影響　催しも中止・縮小

2 けさの人 「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール警察庁長官賞を受賞した　澤田彩夏さん　人にやさしく行動したい　

17 コヒガン満開　ヨウコウ八分　ソメイヨシノ… ９種４００本　次々と見頃　庄川峡桜まつり開幕

19 ２０２０春　チャレンジ3⃣ チューリップ生産者　　水野豊範さん　球根栽培「絶やさない」

19 徳田さん（砺波）最優秀 自民政策コンテスト　第８回公募提案型政策コンテスト

富山 14 気象の仕組み紹介　児童書、絵本３０冊 砺波図書館　児童向けの企画展示「あしたのおてんきなんだろうな？」

15 庄川峡でお花見 砺波・水記念公園　桜まつり開幕

北陸中日 10 華やぐ庄川峡　楽しんで 水記念公園一帯　桜まつり始まる

11 土地改良区統合へ　南砺に推進協発足 南砺市土地改良区統合整備推進協議会の設立総会
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20 桜だより（２９日） 砺波　庄川水記念公園

読売 20 ガイド 季節を彩る花々～春～

20 ガイド 児童ミニ企画展「あしたのおてんきなんだろな？」

21 優勝杯　１３チーム争う 「第２４回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会」の開会式

３１日　火曜日
北日本 1 新型コロナ 県内初確認 富山の２０代女性 京産大祝賀会で感染か

1 チューリップフェア中止　 チンドンコンクールも 

4 医師偏在を解消へ  県計画策定 派遣管理のセンター新設

17 仲間と集う 富山大学工学部(化学)３８会新年会  （砺波市　武部幹夫）

19 新年度に水防計画 庄川水害予防組合の議員協議会と本会議

19 春彩る５００鉢 チューリップ四季彩館  季節展「季節を彩る花々～春～」

28 となみチューリップフェア中止 「苦渋の決断」農家無念 飲食・宿泊 打撃避けられず

28 ついに富山にも　 県民　不安と緊張　「人ごとではない」

富山 1 県内で初の感染者　新型コロナ 富山市の２０代女性　京産大の卒業生

1 チューリップフェア中止　　 チンドンコンクールも  「砺波市花と緑と文化の財団」理事会で中止を決める

2 水防計画を策定へ 庄川水害予防組合議会・議員協議会

22 新規就農者　独自に育成 JAとなみ野　子会社で２年間研修　営農組合、法人へ紹介

23 県産生乳を１００％使用 砺波・まると牛乳　ヨーグルト発売

26 紙風船 今こそ「地消地産」を

北陸中日 12 中止「残念で悔しい」 チューリップフェア関係者　

26 チューリップフェア中止　 砺波、公園は開放

読売 27 チューリップフェア６９回目で初の中止　 公園は無料開放

朝日 27 チューリップ公園　フェア中止を発表　 砺波　閉鎖はせず

毎日 20 チューリップフェア中止　 新型コロナ拡大　砺波市で初

20 空き店舗情報ＨＰで 砺波　中心市街地創造研が開設

日本経済 43 砺波のチューリップフェア中止 新型コロナウイルス拡大を受けて

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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