
　　　　　　　２０２０（令和２）年４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

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し 副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

　１日　水曜日
北日本 1 県内２人目感染　新型コロナ 南砺の２０代看護師　１例目女性と富山で会食

5 東海北陸道　福光ー白川郷 ４車線化２０㌔　決定

19 声の交差点 ［一事一会」の異動　上野亮平　７７歳(砺波市)

19 仲間と集う 蝗(いなご)句会　定例句会・新年会　（砺波市　髙島順一）

22 市消防団にダニエルさん(独　出身) 防災スキル　砺波で発揮

23 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組

23 庄川峡桜まつり　イベントの一部 ５日に予定していたイベントの一部を中止

32 展示施設　相次ぎ休館 県内自治体　対策強化

32 ７年前の死亡事故　石川の男　在宅起訴　 運転過失致死罪

32 砺波市最高齢１０７歳 池田さとさん死去

富山 1 新型コロナ　県内２人目 南砺の２０代女性看護師　１人目の友人、２４日に食事

3 東海北陸道の４車線化 福光－白川郷ＩＣ認可

9 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

24 成長誓い教育の道へ　県教委が交付式 新採３２４人に辞令　新採教員の皆さん

25 砺波・庄東　コロナで売り上げ３割減 お食事処うえの閉店　キャンセル続出「心折れた」

28 加賀の３３歳男　在宅起訴 砺波のひき逃げ死亡事故

29 魚津水族館　１５日まで休館 高岡法科大は入学式中止

29 「通常開催難しい」 となみ夜高まつり

北陸中日 13 散居村撮影の絶好スポット 展望広場を　市　再整備へ

読売 25 ガイド 第１０回庄川峡桜まつり

25 ガイド 宮脇春美パステル画展～想・心の風景～

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  ２日　木曜日
北日本 1 県内感染　新たに ３人  新型コロナ 富山の２０代保育士ら　京産大卒業生と食事

5 ４月の普通交付税 富山県３２０億９１８４万円 市町村分１８９億６６５２万円

5 県の人口減進む ４８年ぶり １０３万人台

6 難局に打ち勝ち成長 コロナ影響 県内企業入社式 トップ激励「激変時代の主役に」

14 県内美術館・博物館の催し（４／２～４／８） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

14 朝市夕市　県内 砺波市

15 声の交差点 生きるための支援を　砺波市　林正人(６３歳）

15 仲間と集う 種田カローリングクラブ　（砺波市　朝倉宏尚）

22 地元食材使ったメニュー販売 となみ野おもてなしご膳

富山 3 県分は３２０億９千万円 ４月の普通交付税

4 時間短縮　換気で式典 オンライン入社式、在宅研修も

4 おたから買収センター 貴金属、ブランド品買い取り　金沢に専門店オープン

12 地鳴り 今後は西暦で受け答えを　戸田祐子　５７歳（砺波市）

23 困難負けず　首長決意 砺波市

北陸中日 1 北陸GW行事　中止相次ぐ チューリップフェアに続き「でか山」なども

11 庄川峡桜まつり　宴会自粛、一部催し中止 桜咲けども…静かな春

11 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 21 ガイド 砺波市文化祭第１６回砺波市美術協会会員展

17 ベルマークだより 預金でお買いもの　砺波北部小

　３日　金曜日
北日本 1 県内感染さらに３人　新型コロナ ５０代ケアマネ女性　富山で３次感染　２０代男性会社員も

5 新型コロナ　病床確保の検討加速 県　WG発足へ　感染拡大を警戒

7 テナント賃料減免 イオンモール　専門店支援

19 仲間と集う 般若中卒業生「３０会」　（砺波市　福澤仁）

21 ふるさと納税返礼　ガラス表札など追加 返礼品に製品や食品、サービスなど８品目を追加

21 須摩さんを委嘱 小矢部市　消費生活相談員　

23 コロナ対策　チューリップ公園　混雑懸念　閉鎖も検討 閉鎖を含めた入場制限を検討

23 展望園路　１８日完成 展望園路「チューリップスカイウォーク」

29 住宅と納屋全焼 砺波市新明　２日
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富山 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 地鳴り 孫の面倒を見てくれる妻　浦外喜夫 ７０歳(砺波市)

19 地鳴り 手紙を頂き心が安らぐ　紫藤道子　８５歳(砺波市)

19 地鳴り 努力する人の姿に重なる　藤井昭通 ４７歳（砺波市）

20 砺波・チューリップ公園 閉園の前倒し検討

20 スカイウォーク　１８日に完成 １４０㍍スロープとデッキ

20 みまもり訪問や曲げガラス表札 ふるさと納税返礼品８点

20 空き家の活用　地元にお任せ 砺波・柳瀬地区　５日に新法人設立　管理や仲介、移住促進　「自主運営の組織目指す」

20 市消費生活相談員　須摩さんに委嘱書 小矢部市消費生活相談員の委嘱書交付式　

20 交通指導員ら委嘱 砺波署

27 砺波で住宅全焼 砺波市新明　２日

北陸中日 13 チューリップ公園閉鎖検討 開花期間中　新型コロナで砺波市

13 大花壇の眺望楽しんで 新園路完成　１８日開放

13 テレワーク端末　職員用５台導入 砺波市

読売 18 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

19 砺波では２棟焼く 砺波市新明　２日

20 ガイド 第１０回庄川峡桜まつり

　４日　土曜日
北日本 4 県立学校 例年通り再開 新型コロナ 健康管理や換気徹底

5 チューリップフェア中止 経済損失２０億円程度 夏野砺波市長

24 チューリップ育てて 砺波の県花卉球根農協 フェア中止 全国へ１万鉢

25 市職員に布マスク 新型コロナウイルス対策

31 ニュースファイル 納屋１階が火元か

33 とやまの桜２０２０ 庄川水記念公園

富山 3 入学式、厳戒で実施 県教委 ７日から県立高再開

3 砺波チューリップ公園 開花時期の閉園検討

11 イオンモールとなみ 新スタジオ開設

21 地鳴り 「凛として」の意味を調べる 佐野嘉江 ７５歳（砺波市）

22 「となみんマスク」職員に 砺波市

22 チューリップ全国に贈る 県花卉球根組合 フェア中止受け

24 緊急時の対応確認 砺波署

読売 19 ガイド 第１０回庄川峡桜まつり

20 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 緑、紫、青　選んで背負う　（砺波市・中田律子）

21 小中学校６日始業へ 全市町村 富山の１校は１４日から

21 県立高 例年通りに 県教育委員会

　５日　日曜日
北日本 1 富山市　新たに２人感染　県内計１０人 ライブハウス経営者　新型コロナ　焼き肉店店員も

12 声の交差点 感謝・感激・感動を　砺波市　沖田信一（７１歳）

17 藤森兼明さん創作の軌跡 庄川美術館で洋画展開幕

17 チューリップ公園　今年もきれいに 住民ら３００人で清掃　　

18 イノシシ侵入防げ 東山見地区　丘陵一帯に電気柵

24 南砺の川に男性遺体 南砺市小来栖の梨谷川　４日

富山 1 コロナ　県内感染者１０人 ライブハウス経営者、焼き肉店員　富山市、クラスター警戒

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 完全に高齢者の仲間入りか　春川正人 ７３歳（砺波市）

18 霊苑周辺に電気柵　 砺波・東山見　住民がイノシシ対策

18 三重の２人　県内で撮影　動画サイトで配信 ネットで花見　楽しんで

21 フェア中止でも美しく 砺波チューリップ公園　３００人が清掃

21 わが家 高野克範さん（３８）　千晶さん（３８）　晃徳君（６）　浩徳ちゃん（３）

北陸中日 14 砺波市ふるさと納税返礼品 ガラス表札など８点追加

22 桜だより（４日） 砺波　庄川水記念公園

読売 23 南砺の川で７９歳死亡 南砺市小来栖の梨谷川　４日

　６日　月曜日
北日本 1 店名公表　相談１２２件　 県内　新型コロナ感染１週間で１０人　濃厚接触は１３０人超

25 住民の力で空き家管理 柳瀬地区　任意団体を法人化

25 皇室献上に向け種もみ清める 庄川の斎圃場　「献穀斎圃種子清祓」
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富山 1 富山で人工呼吸器不足　コロナピーク時 「医療崩壊」の恐れ　９府県　重症対応難しく

15 空き家減らし地区活性 砺波で「やなぜねっと」設立　砺波市柳瀬地区

15 砺波でごみゼロ運動 第１６回砺波市民ごみゼロ運動　５日　１８地区

15 田上、榊さん優勝 栴檀野ＧＧクラブ第２１回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会

16 献穀田、生育を祈願　 「富富富」種子清祓い　砺波・庄川町

北陸中日 10 「雄神誌」地区に配布 砺波の振興会　歴史や名所まとめる

11 献穀田　厳かに神事 砺波　松田さん、祖父の代以来

22 桜だより（５日） 砺波　庄川水記念公園

25 イノシシ撃退へ電気柵 砺波　市民団体が設置　砺波市東山見地区

　７日　火曜日
北日本 1 きょう緊急事態宣言　新型コロナで首相 東京　神奈川　埼玉　千葉　大阪　兵庫　福岡　７都府県　１ヵ月程度

6 若鶴酒造　酒の醸造アルコール加工　消毒代替品を生産 医療機関に販売　「砺波野スピリッツ７７」

17 ごみ３９６０㌔収集 砺波市ごみゼロ運動　５日

17 交通指導員・交通安全活動推進委員委嘱 【砺波署】

19 新型コロナ　影響拡大　 熱気球イベント中止　「チューリップバルーン」

23 ニュースファイル 平で遺体発見の男性は心臓破裂

富山 1 きょう 緊急事態宣言　 東京、大阪など７都府県　新型コロナで首相　来月６日まで

5 高濃度アルコールを製造 若鶴酒造　医療機関、ドラッグストアに供給

17 コント 砺波・越中之助

22 砺波のバルーン　そばの催し中止 「チューリップバルーン２０２０」「せんだん山水仙そば祭り」

24 事件・事故 梨谷川の遺体は心臓破裂

北陸中日 12 コロナ影響　中止相次ぐ 砺波の熱気球と水仙そば祭り

読売 23 ガイド 季節を彩る花々～春～　チューリップ四季彩館

23 ガイド 雑誌リサイクル　市立砺波図書館

24 南砺市民病院　ドクターカー始動 自宅での看取りにも　出動範囲は南砺市と砺波市庄川町

日本経済 30 若鶴酒造　 飲料用エタノール　消毒液成分に近く　アルコール度数７７％

　８日　水曜日
北日本 1 首相　緊急事態宣言 「接触７～８割減に」　新型コロナ　７都府県　来月６日まで

17 仲間と集う 庄東っ子パワーダンス祝勝会　（砺波市　吉澤めぐみ）

19 きょうもにっこり 砺波市の「やなぜ空き家ねっと」　代表理事　長谷川徹さん

21 イベント中止相次ぐ 新屋敷芝桜まつり　砺波

富山 1 首相　緊急事態を宣言 新型コロナ　接触７～８割減要請　７都府県が対象　「地方へ移動控えて」

2 東京　ＨＯＴライン 県アンテナ店　臨時休館　緊急事態宣言「いよいよ」

21 地鳴り 渋沢栄一氏とどこか重なる　北清俊一　６３歳(砺波市）

23 キャンプで花見　人気 砺波・上和田緑地　混雑なし、利用増

24 天位に宮本さん(射水) 県歌人連盟　春の短歌大会　大会賞　地位　山森和子(砺波市)他

24 新屋敷芝桜まつり中止 「第６回新屋敷芝桜まつり」

25 県内　希望胸に入学式 砺波・出町中

北陸中日 12 チューリップ寄贈　共感の輪 県花卉球根組合　運動に出資者次々と

13 イノシシ撃退へ電気柵 砺波・東山見地区住民ら設置　「青山にこにこクラブ」

読売 23 ガイド 藤森兼明の洋画　松村外次郎記念庄川美術館

24 よみうり文芸 短歌　下保憲一（砺波市）

  ９日　木曜日
北日本 1 新型コロナ　高岡の３０代男性感染 福井に２度　車で出張　県内　計１４人

1 ８市町　新たに休校決定 臨時休校　１０～２４日　砺波市

14 県内美術館・博物館の催し（４／９～４／１５） 松村外次郎記念庄川美術館

14 情報かわらばん となみ野

14 朝市夕市　県内 砺波市

19 仲間と集う 三郎丸第４生産組合　（砺波市　佐藤章一）

21 えんじゃら節稽古始め 南般若民謡教室　児童　継承に意欲

23 チューリップ公園閉鎖 開花状況画像公開　無料開放を変更

23 プランター鉢植え即売 １１、１２日　四季彩館

27 ニュースファイル 屋根点検中に転落し重傷　砺波市東中

富山 1 新型コロナ　県内１３市町村　休校 富山など決定　黒部継続、滑川検討中　砺波市　１０～２４日　

14 コント 砺波・富之助

14 地鳴り 皆で協力して乗り越えよう　藤井昭通　４７歳（砺波市）

22 南砺の県道福光福岡線　拡幅へ検討委設立 主要地方道福光福岡線整備検討委員会の設立総会
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23 チューリップ　半値で売ります 砺波・フェア入れ替え用　

25 えんじゃら節　もっと上達 砺波・南般若　児童ら稽古始め

26 事件・事故 脚立から転落、手首骨折　砺波市東中

29 チューリップ公園閉園 津沢夜高あんどん祭中止

北陸中日 11 チューリップ公園　閉鎖 砺波市、１１日から　「密集避けられず」

11 フェア補充用の花　廉価販売 砺波市花と緑と文化の財団

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館 砺波市庄川美術館

24 県内８市町が小中休校 富山や魚津、計１３市町村に

24 桜だより（８日） 砺波　庄川水記念公園

読売 19 ガイド 季節を彩る花々～春～　チューリップ四季彩館

21 新型コロナ　小中休校　１３市町村に ２週間程度　黒部、滑川は授業継続　　砺波市(１０日から２４日まで)

21 チューリップ公園閉鎖 砺波　１１日から来月１０日

朝日 17 新型コロナ　小中学校　１３市町村が臨時休校 砺波市　１０～２４日　

１０日　金曜日
北日本 26 氷河期世代支援へ職員募集 砺波市

富山 19 地鳴り 楽しみを奪うコロナが憎い 浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

20 横断歩道渡り方学ぶ 砺波東部小 新１年生 交通安全教室

23 チューリップ５０万本満開 砺波市高波 あすまつり開幕

北陸中日 5 発言 桜咲き 早くもツバメ訪れる  島田栄 富山県砺波市

7 消毒液に近い成分 砺波野スピリット 若鶴酒造 １３日発売

１１日　土曜日
北日本 1 東京・神奈川・埼玉　６業種・施設に休業要請 新型コロナ　都は協力金支給

1 県内　市中感染拡大か 富山・朝日　新たに２人

6 富山けいざい　短信 砺波にドラッグコスモス　砺波市中神に「ドラッグコスモス中神店」

19 交通ルール守ります 全職員２７人の誓約書提出　利賀ダム事務所

19 交通ルール守ります 新１年生８６人　道路渡り方学ぶ　砺波東部小

19 個性あふれる墨彩画や金工 名取川さん個展　砺波市表町のギャラリーみかん堂

20 実用書や雑誌リサイクル 砺波図書館が販売

21 医療用マスク１万枚を寄付 市に三恵ネット

21 となみ夜高まつり中止 砺波夜高振興会総会

25 第３４回危険業務従事者叙勲　県内２５人 暮らしの安心守る　瑞宝双光章　元砺波広域圏事務組合消防監　藤澤正行

27 ニュースファイル 内山鑿泉工業を指名停止

富山 1 朝日の１０代女性、富山の５０代女性　県内　新たに２人感染 計２３人　経路不明の患者増

21 地鳴り いとこから便りが届く　佐野嘉江 ７５歳（砺波市）

22 交通事故防止　砺波署に宣誓書 国土交通省利賀ダム工事事務所

23 善意のマスク１万枚 三恵ネット、砺波市に寄付

23 砺波工業が優秀賞 国土強靭化大賞　「第６回ジャパン・レジリエンス・アワード」の優秀賞

23 古雑誌１冊　英字紙一束　１０円 砺波図書館で販売　砺波図書館の雑誌リサイクル

24 給食の地元野菜４割に となみ野食材出荷組織連絡会　今年度目標、特産タマネギ増

25 県内２５氏　功績たたえ 危険業務従事者叙勲　２９日発令　瑞宝双光章　消防功労　藤澤正行　元砺波広域圏事務組合消防監

29 となみ夜高が中止 感染リスク高いと判断　「となみ夜高まつり」の中止

北陸中日 12 三恵ネットがマスク１万枚を砺波市に 中国産の医療用マスクを寄贈

13 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章　消防功労　元砺波広域圏事務組合消防　藤沢正行

読売 20 ガイド 藤森兼明の洋画　松村外次郎記念庄川美術館

20 ガイド 氷見長徳絵画展　となみ散居村ミュージアム情報館

22 ひろば　イラスト 満開のさくら　土江田玲子（砺波市）

22 危険業務 ２５人に叙勲 「第３４回危険業務従事者叙勲」　瑞宝双光章　藤沢正行　砺波広域圏事務組合消防監

朝日 22 展覧会 藤森兼明の洋画　松村外次郎記念庄川美術館

23 県内２５人が受章 危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章　【消防】　藤沢正行

毎日 22 県内から２５人受章 危険業務従事者叙勲　瑞宝双光章　藤沢正行　元砺波広域圏事務組合消防監

日本経済 28 危険業務従事者　叙勲受章者 瑞宝双光章　消防功労　元砺波広域圏事務組合消防監　藤沢正行

１２日　日曜日
北日本 1 富山市民病院　院内感染 看護師と７０代入院患者　新型コロナ　外来診療　再開延期　県内計３０人

3 社説 チューリップフェア中止　苦渋バネに節目の年へ

15 砺波の春は…やっぱりチューリップ　見て　描いて　咲かせて　楽しんで 四季彩館　中止のフェア用　プランター販売　きょうまで　市価の半額

15 砺波の春は…やっぱりチューリップ　見て　描いて　咲かせて　楽しんで 高波まつり　畑に５０万本　見頃

16 仲間と集う 宮村１班　(砺波市　山本晃一)
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17 テークアウトで食事を となみ衛星通信テレビ　サイト作り店支援

富山 1 富山市民病院で院内感染 ７０代入院患者と看護師　患者ら１３人に発熱など症状　新型コロナ　県内計３０人

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

4 災害ごみ処理計画策定５２％ 県と１４市町策定

7 地鳴り 山菜採りはまだ早かった　犀川寮明　７２歳（砺波市）

12 地鳴り 何げない言葉をもらえる友達　山田敏江　７７歳(砺波市）

21 チューリップの絨毯　華やか　砺波・高波５０万本 コロナ対策で催事中止　散策や撮影楽しむ

21 フェア用の花　格安 砺波・四季彩館　中止受け、ポット完売

21 展覧会 馬場美智子さんの古布アート「ほっとひといき展」　砺波市文化会館

北陸中日 10 チューリップ　お得に販売 フェア中止、きょうまで

10 砺波・夜高まつりも 「となみ夜高まつり」中止を決める　砺波夜高振興会総会

20 桜だより（１１日） 砺波　庄川水記念公園

１３日　月曜日
新聞休刊日

１４日　火曜日
北日本 1 市民病院　感染計１７人 新型コロナ　富山市　クラスター認定

21 チューリップで砺波彩れ 砺波市花と緑と文化の財団　地区に配布

23 庄川観光祭　全行事中止 開始以来初　庄川観光祭実行委員会総会

富山 1 市民病院でクラスター 新型コロナ　新たに１４人感染　富山市　国に対策班派遣要請

20 コント 砺波・たぬき

22 砺波北部小実行委　市教委が感謝状 ピアノなど寄付　砺波北部小創校５０周年記念

24 弦楽器、尺八　癒やしの音 砺波・藤津神社　春祭り奉納演奏

25 日本酒醸造用で消毒液 砺波・若鶴酒造、３０分で完売　「砺波野スピリット７７」

25 ７月に会長杯大会 砺波市カローリング協会総会

26 庄川観光祭　初の中止 砺波市庄川観光祭実行委員会

読売 25 ガイド 季節を彩る花々～春～　チューリップ四季彩館

25 ガイド 宮脇春美パステル画展～想・心の風景～

１５日　水曜日
北日本 1 富山市民病院　新たに４人 新型コロナ　クラスター拡大恐れ　院内計２１人　初の重症化も

5 県の対策協議会ＷＧ 県内は感染拡大局面　病床３００床確保目指す

6 新技術・新製品賞　鋳造蒸留器が優秀賞 老子製作所と若鶴酒造開発

17 声の交差点 新採教員辞令に思う　砺波市　村中正敏(８９歳）

19 ピアノなど寄付　感謝状を贈呈 砺波北部小学校創校５０周年

19 庄川の豊漁と安全願う 川開きでヤマメ放流　砺波市漁業協同組合

19 春の頼成の森　満喫　自然観察や散策　 砺波市の県民公園頼成の森　「守り人と歩く頼成の森」

20 砺波工業が優秀賞 国土「強靭化大賞」　「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」の優秀賞

21 新型コロナ拡大で臨時休校　参考書売れてます 県内書店　保護者ら学習遅れ心配

25 ニュースファイル 魚津のイノシシ豚熱陽性　砺波、滑川両市で捕獲された計２頭は陰性

富山 1 市民病院　７０代患者重症 富山市　新型コロナ・クラスター　新たに４人、計２１人

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

21 地鳴り 新型コロナ　影響に驚く　浦外喜夫　７０歳（砺波市）

23 育苗ハウスでコマツナ ＪＡとなみ野　複合経営で所得向上

23 秋に愛知・安城と美術、文芸で交流 砺波市文化協会

23 ロビー展 沼田昭進さん「ひょうたん作品展」　北陸銀行庄川支店

25 ヤマメ４００匹放流　砺波・庄川 川開き、豊漁祈願

26 鋳物製ウイスキー　蒸留器が優秀賞 高岡・老子製作所など

28 魚津のイノシシ、豚熱陽性 砺波市、滑川市で捕獲された２頭は陰性

北陸中日 12 庄川観光祭が中止 砺波市の庄川観光祭実行委員会

12 庄川川開き　豊漁祈る 砺波市漁協　神事やヤマメ放流

24 桜だより（１４日） 砺波　庄川水記念公園

毎日 18 消毒用アルコール販売 砺波の酒造「必要な人に届けば」　若鶴酒造　「砺波野スピリット７７」

１６日　木曜日
北日本 5 県感染症対策協　まん延備え５００床用意 重症３病院　軽症はホテル

5 あすテレビ会議 石井知事と県内１５市町村長

6 高アルコール酒続々　 消毒液代替　若鶴酒造など　生産量・高い酒税課題

12 県内美術館・博物館の催し（４／１６～４／２２） 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

12 情報かわらばん となみ野
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12 朝市夕市　県内 砺波市

19 チューリップ　花摘み 球根農家が作業開始　

19 庄川河川敷でごみ拾い となみセントラルライオンズクラブなど

20 テークアウトメニュー紹介　コロナに負けるな　苦境の店支援 砺波商議所青年部　商品情報サイト創設　幅広い業種　消費者に提供

富山 1 富山市　新たに６人感染 新型コロナ　県内６１人　２０～８０代の男女　濃厚接触の保育士含む

3 入院病床　５００床確保めど 新型コロナウイルス感染症対策協議会　県内の病院が確保する病床数の大枠

16 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

18 文芸喫茶 短歌　海潮砺波歌会３月例会　川柳　となみ野川柳会３月句会

21 １７店で「となみ野ご膳」 観光協、ブランド食材満載

21 庄川河川敷で清掃活動 砺波、セントラルＬＣや連合

22 フォト　花見　⓯ 上和田緑地キャンプ場（砺波）　湖畔に桜並木

23 初誕生 野村勇太ちゃん＝砺波市苗加　（卓弘さん　祐佳里さん）

24 事件・事故 釣り銭盗んだ疑いで逮捕

24 事件・事故 窃盗疑い、砺波の男再逮捕

北陸中日 1 感染者数拡大なら 県、最大５００病床確保

5 発言 地域の息聞こえる記事　期待　上野亮平　７７(砺波市）

7 若鶴酒造エタノール　問い合わせ殺到 消毒可能な「スピリット７７」

11 老子製作所の鋳造製蒸留器　中小企業の優秀賞 中小企業優秀新技術・新製品賞一般部門の優秀賞

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　砺波市庄川美術館

22 桜だより（１５日） 砺波　庄川水記念公園

読売 22 ガイド 藤森兼明の洋画　松村外次郎記念庄川美術館

22 ガイド 季節を彩る花々～春～　チューリップ四季彩館

25 「蔓延期見据えた対応を」 県対策協　５００病床確保急ぐ

朝日 17 最大で５００病床確保へ 県対策協、感染拡大見据え

１７日　金曜日
北日本 1 全国に緊急事態宣言 新型コロナ　７都府県から拡大　首相表明　来月６日まで

17 仲間と集う 若神組十三日講　(砺波市　中嶋一雄)

18 わが家のアイドル 中川凛ちゃん　１歳　砺波市鍋島

19 書や水滴個性豊か 時女さん個展　砺波市庄川水資料館ミニギャラリー

19 自衛官募集へ　相談員を委嘱 砺波市と自衛隊富山地方協力本部

20 防災　楽しんで学ぼう すごろく作成し配布　黒部　すがの印刷

20 県内の８製造者　責任者１０人優等賞 金沢国税局　酒類鑑評会　◇吟醸の部　立山酒造　若鶴酒造　◇金沢酵母吟醸の部　立山酒造

富山 1 全国に緊急事態宣言 首相、感染歯止め　新型コロナ　来月６日まで

9 酒類鑑評会　２６業者に優等賞 金沢国税局　◇吟醸　立山酒造　若鶴酒造　◇金沢酵母吟醸　立山酒造

19 地鳴り 新型ウイルス　心の問題に注意　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

20 ミニ茅の輪で病除け 砺波の神具店　しめ縄材料で制作

20 砺波・夢の平　スイセン華やぐ　３０万本が見頃 来月上旬まで順次開花　そば祭りは中止

20 春季表彰者を発表 砺波市消防団

21 自衛官相談員を委嘱 砺波市と自衛隊富山地方協力本部

27 休みたくても休めず　富山大和、ファボーレ休業で周辺店 「店開け役割果たす」

27 アパ３ホテル応募 高岡、砺波、魚津　感染者受け入れ

北陸中日 7 酒類鑑評会表彰　３０業者３３人優等賞 金沢国税局　【吟醸の部】立山酒造　若鶴酒造　【金沢酵母吟醸の部】立山酒造

20 桜だより（１６日） 砺波　庄川水記念公園

１８日　土曜日
北日本 1 県内新たに１１人感染 新型コロナ　障害者施設職員ら　老健施設入所者も

21 砺波市消防表彰 知事表彰他

22 雷鳥軍団　飲食店を応援 持ち帰り　ウェブで紹介

23 テレビ会議で感染防げ　 来月にも運用　本庁舎など５ヵ所結ぶ

23 ５５施設　休館・利用自粛要請 １８日から５月６日まで

23 市内飲食店でも　助成券　利用可能 砺波市・砺波総合病院職員互助会

23 休館する県営施設一覧 県西部体育センター他

28 イオンモール休館 きょうから　高岡・となみ　食品など一部営業

29 広告 ２０２０　となみチューリップフェア　開催中止のお知らせ

富山 1 連休　県外移動自粛を 休業要請見送り　石井知事「医療は危機的状況」

3 きょうから臨時休館 来月６日まで　県の文化・体育施設

4 移動スーパー事業進出 アルビス「とくし丸」と連携

19 広告 ２０２０となみチューリップフェア開催中止のお知らせ
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20 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

24 会長に大楠さん 砺波市女性団体連絡協議会

26 助成券、飲食店で利用 砺波市職員に２千円分発行

26 テレビ会議　今月中に導入 砺波市　新型コロナウイルス感染防止対策

26 砺波は５７施設 市の公共施設５７カ所を１８日から５月６日まで休館

31 イオンモール休館 きょうから、高岡・となみ

北陸中日 12 公共施設　休館相次ぐ 県立図書館など　砺波市も５１ヵ所

12 商業施設も休業決める イオンモール　専門店街など

13 出勤者３分の１減　砺波市が取り組み 窓口に仕切り板設置も

読売 23 ガイド 季節を彩る花々～春～　チューリップ四季彩館

23 ガイド 氷見長徳絵画展　となみ散居村ミュージアム情報館

24 休業　県内で広がる 大和富山　きょうから

24 庄川河川敷でゴミ清掃 砺波市職員ら　不法投棄抑止へ

１９日　日曜日
北日本 13 プリンセスチューリップ 笑顔満開 新型コロナで今年のフェア中止 来年開催へ４人PR

13 虫歯予防に役立てて 東となみRC・フッ素推進ネット　マーシ園に歯ブラシ

13 会長に大楠さん 市女性団体連絡協

15 光戻るまで 新型コロナに負けない チューリップ支援感謝 砺波市大門 県花卉球根農協 藤岡昭宏さん（５４）

15 家で育てる楽しさ知って 砺波市球根農家 石田智久（５４）

15 消毒液代替品を増産 若鶴酒造 品不足で規制緩和

富山 19 南砺・マーシ園に歯ブラシなど寄贈 東となみRC

22 砺波の華 お披露目 ２０代目プリンセスチューリップ 「来年のフェア盛り上げる」

24 砺波・若鶴酒造 高濃度アルコール求め列 殺到 閑散 異様な週末

北陸中日 14 飲食店持ち帰りに助成券使途を拡大 砺波市職員互助会

14 庄川清掃 ごみ１０５キロ回収 砺波 LCなどの４０人参加

15 満開の笑顔で頑張ります 砺波 プリンセスチューリップに４人

読売 23 手消毒 高濃度の酒もOK 国が代用容認 砺波・若鶴酒造が発売

２０日　月曜日
北日本 1 新型コロナ　県内小中学校　臨時休校 １学期の行事　延期や中止　修学旅行／運動会／１４歳の挑戦

13 疫病除けに茅の輪お守り 五郎丸神明宮春祭り　３０個手作り奉納

13 ３０万本がお出迎え　夢の平ゲレンデ スイセン満開間近

14 仲間と集う 庄下小　２８卒辰巳会　(砺波市　吉森奈美子)

23 風車 県民生涯学習カレッジ映像センター課　特設ホームページを公開

富山 9 地鳴り きょうだいの思いやりに感謝　小倉慶子　７５歳（砺波市）

２１日　火曜日
北日本 1 新型コロナ拡大　老健施設でクラスター 県内新たに１９人　計１１４人

19 和洋楽器で奉納演奏　 弦楽器やオカリナ製作　藤津神社９月祭礼活性化

富山 1 老健施設１８人感染 富山でクラスター　富山リハビリテーションホーム　県、医療チーム編成

2 自宅でふるさと学習を 特設ＨＰで映像２０６作品　生涯学習カレッジ

19 地鳴り 家の枝垂れ桜　ライトアップ　黒田和也　４３歳(砺波市)

19 地鳴り 伝統の祭り　来年は開催を　北清俊一　６３歳(砺波市）

23 兵庫の名店からレシピ　「直伝」巻きずし　連日完売 砺波の居酒屋「虎徹」　「価格手ごろ、飽きない味」

北陸中日 1 県、２３日にも休業要請 新型コロナ　協力金支給も検討

朝日 21 ‟救世酒„消毒液代わり 砺波・若鶴酒造　高濃度７７％　「感染予防　役立てて」

２２日　水曜日
北日本 1 入所者ら感染９人増　富山クラスターの老健施設 看護師含め計３１人

5 感染者病床確保に懸命　県と県内病院 新型コロナ急拡大　１週間で満床も

13 「地名と風土」１４号　五箇山など県内特集 日本地名研究所

富山 1 １千億円超の融資枠　県が創設 コロナ影響の事業者支援　過去最大、リーマン上回る

19 地鳴り マスク姿で誰も気付かず　浦外喜夫　７０歳（砺波市）

19 地鳴り マスク不足で手作りした人　 佐野嘉江  ７５歳（砺波市）

20 きときと人 客の好気心満たす　道の駅庄川駅長　東亮輔さん(４４)　砺波市示野

21 鷹栖保育所を民営化 ２２年度　認定こども園へ法人募集　砺波市議会全協

21 議員定数、報酬とも維持 砺波市議会全員協議会

21 窓口に仕切り板 新型コロナウイルス感染防止　市民課、税務課などの窓口５８カ所

北陸中日 12 チューリップ手摘み 砺波、南砺

13 女性団体連絡協　会長に大楠さん　 砺波市女性団体連絡協議会
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読売 23 新型コロナ　くらしの掲示板 商業施設の対応　「イオンモールとなみ」(砺波市)の専門店街は当面の間、休館

23 新型コロナ　くらしの掲示板 観光施設などの対応　砺波チューリップ公園は５月１０日まで閉園

24 砺波ＰＲ　華やかに プリンセスチューリップに４人

朝日 20 北陸３県の清酒　優等賞が決まる 金沢国税局　鑑評会　【吟醸の部】立山酒造　若鶴酒造　【金沢酵母吟醸の部】立山酒造

２３日　木曜日
北日本 1 県　１０１業種に休業要請 新型コロナ　協力金　最大５０万円　きょうから来月６日

11 天位に八尾さん(黒部) 入選　砺波市　玄葉志穂

23 朝市夕市　県内 砺波市

23 チューリップスカイウォーク 命名の２人に認定証　来月１１日から利用開始

30 制服の抗菌加工無料 砺波・南砺・魚津・黒部　小学生対象

30 県小学校長会　会長に白江氏 中学は金谷氏

富山 1 １０１業種に休業要請　県　きょうから来月６日 協力金　５０万円、２０万円　時短の飲食は半額

22 天位に八尾さん(黒部) 入選　砺波市　玄葉志穂

25 地鳴り コロナ忘れる至福のひととき　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

25 コント 砺波・富之助

27 小中校長会長が環境充実へ意欲 新任３氏が来社　

27 南砺、砺波市でも制服を抗菌加工 ヤングドライ

28 庄川　水利の歴史紹介 古地図、写真でひもとく　砺波・ふるさと学習会

29 スカイウォークを命名 堀田、坂下さんに認定証

29 紙風船 「フェアロス」でも

北陸中日 1 県　１０１業種に休業要請 中小５０万円　個人２０万円　協力金

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２２日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

13 チューリップスカイウォーク ２人に命名者認定証　砺波市

読売 24 「スカイウォーク」命名感謝 認定証書交付　チューリップ公園

２４日　金曜日
北日本 1 富山赤十字病院の患者感染 新型コロナ　クラスター施設から入院

23 ニュースファイル 砺波の住宅でぼや　砺波市増山

富山 1 富大　困窮学生に５万円 新型コロナ対策　支給対象は１４００人　休業要請でバイト収入減

24 レジ袋の収益寄付 三喜有、砺波市に１５万円　スーパー「サンキュー」を経営する三喜有

26 フォト　彩時記　❺ チューリップ畑（砺波市）　広がる　赤や紫の絨毯

26 返礼の花鉢を発送 県花卉球根農協　支援募金２９８万円に

30 タオルや畳焼く 砺波市増山

北陸中日 1 富山・神明小の５人感染 市、クラスター認識避ける

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２３日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

13 満開スイセン　花文字 ‟映え„ 夢の平スキー場

２５日　土曜日
北日本 12 軒並み中止「我慢の時」 新型コロナで県美術界

19 テークアウト魅力知って となみJC 砺波・南砺の３００食 無料提供

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 (２４日午後７時現在、県発表）  砺波市　０人

13 オランダ友好交流協と源通さん 夢花壇 最優秀賞決まる

２６日　日曜日
北日本 1 老健クラスター　５０人に 入所の８０代男性死亡　県内死者４人目

15 市内の９店タッグ 「コロナに勝つ丼」販売

18 とやまｗｅｂｕｎランキング １８～２４日 ②プリンセスチューリップ発表　砺波の魅力発信（１８日）

19 みんなのＶＯＩＣＥ 　 「大型連休どうする」　砺波市　５０代　女性　パートタイマー　冬のひまわり

19 声の交差点 善意のチューリップ　野口康子　６３歳(福岡市)

20 三喜有は市に１５万円　 レジ袋の売り上げの一部を寄付　スーパーを経営する三喜有

富山 1 運行本数削減を検討 富山地鉄、本線と立山線　新型コロナ　外出自粛で乗客減

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

19 地鳴り 日本地図で「旅行」楽しむ　紫藤道子　８５歳(砺波市)

21 「勝つ丼」スタンプ集めて　砺波の飲食９店 独自の新メニュー提供　消毒液などプレゼント

21 富山の味　パック寿司に 砺波・道の駅庄川　休業中の職人起用

21 ロビー展 遊の会・パステル画作品展　北陸銀行砺波支店

北陸中日 12 道の駅で「すし握ります」 休業中の高岡「すし芳」　庄川で販売

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２５日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人
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２７日　月曜日
北日本 1 新型コロナ　老健施設　死者３人目 ９０代女性　県内計５人に

2 けさの人 県小学校長会長に就任した砺波市出町小学校長　白江勉さん

15 電気柵しっかり通電 般若地区　防草シート敷き省力化

15 コロナ苦境支援　市に要望書提出 砺波市商店街連盟

21 声の交差点 「螢川」の思い出　米沢義昭　８０歳(砺波市)

24 遺族「起訴信じている」　えびす集団食中毒９年 富山検察審が不起訴不当議決　地検再捜査に最後の望み

富山 1 コロナ　県内死者５人目 老健施設入所９０代女性　富山　クラスター、５２人に拡大

6 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

12 コロナ太り解消へ連携 県西部６市　運動、健診でポイント

12 「私たちの夢花壇」　源通さん最優秀賞 砺波市花と緑と文化の財団

13 ＶＲ活用の教育提案　中学生らオンラインコンテスト 庄西中放送部(砺波)が最優秀

13 電気柵に防草シート 砺波・般若地区　住民一丸

北陸中日 8 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２６日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 21 ユッケ食中毒９年 再捜査　揺れる遺族

日刊工業 28 新型コロナ　緊急事態宣言 コロナ不活化効果　確認進む　品薄の消毒液　増産に勢い

２８日　火曜日
北日本 11 春の褒章 県内から５人１団体　藍綬　保護司　岡部豐さん（７２）　砺波市石丸

12 北日本文芸 歌壇　 俳壇　柳壇

21 神「瀬織津姫」木像を奉納 放生津八幡宮　収納の建屋完成

22 静寂の中　チューリップ競演　２１万本　７分咲き 砺波　閉鎖の公園大花壇

23 こんなのあるんだ！４７ＣＬＵＢ　よんななクラブ 苗加屋　純米吟醸　琳青

27 声の交差点 楽しんだ紙上の桜　砺波市　武部幹夫(７９歳）

富山 1 砺波チューリップ公園　来年待ってる １００万本　静かに見頃

5 連休中に電話相談 砺波信金

19 地鳴り 山菜採りで楽しい時間　戸田祐子　５７歳（砺波市）

22 フォト　彩時記　❾ 開花順調　今年はネット鑑賞　チューリップ公園（砺波市）　

24 その道一筋　地域に寄与 県内から１団体５氏　◆藍綬◆　岡部豐氏（７２）　砺波市石丸

26 えびす集団食中毒　時効まで１年 富山地検が再捜査　遺族見守る

北陸中日 1 きょうの紙面 けなげに美しく

12 春の褒章　地域に尽くし 県内５人１団体が受章　砺波保護区保護司会副会長　岡部豊さん(７２)＝藍綬

13 大花壇など報道公開 閉鎖の砺波チューリップ公園

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２７日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 23 来年まってるよ チューリップ公園

朝日 15 ５人と１団体　県内から受章 春の褒章　紺綬褒章

15 心和ませて 砺波・フェア中止

日本経済 36 春の褒章受章者 藍綬　岡部豊　７２　保護司

２９日　水曜日
北日本 1 県立学校休校　来月末まで 県教委　コロナ拡大で延長　小中　６市町延長　砺波　５月７日～３１日

7 アルコール度数下げ量産 消毒液代替品　医療現場へ　若鶴酒造　規制緩和で対応

17 春の叙勲　県関係受章者 瑞宝小綬章　元高岡高校長　小野田裕司さん(７２)　砺波市　他２名

19 弁当販売で防護具寄付へ 砺波市飲食店組合

21 越中　味わい特集 株式会社　御菓蔵

25 声の交差点 「とくし丸」に拍手　砺波市　平岡隆(６８歳）

26 時短営業で協力金増額 市　居酒屋・料理店などに

富山 1 県立学校　休校　来月末まで再延長　 児童生徒の安全最優先　知事「予断許さぬ状況」　６市町３１日、滑川２０日まで

5 砺波野スピリット　 消毒用アルコール６６度　若鶴酒造、生産３．７倍に

13 春の叙勲　郷土発展に情熱注ぐ 県内から５０人　瑞宝小綬章　小野田裕司氏　他２名

19 地鳴り 倶利伽羅散策　新しい発見　黒田和也　４３歳(砺波市)

20 病院に医療用シールド 砺波・飲食店組合　弁当の売上金で

20 砺波・若林自治振興会が１千枚 西中、狐島、下中の３自治会に備蓄用のマスク計１千枚を配布

21 居酒屋の協力金上乗せ 砺波市が独自に支援制度

21 砺波会議所会頭ら夏野市長へ要望書 中小企業支援で

21 茎１本に花５輪 氷見で不思議なチューリップ

21 コロナに負けないぞ　お持ち帰りグルメ A５松阪牛　家庭で　肉バーグ&焼肉弁当　焼肉たかちゃん

23 芝桜　２万株満開 砺波・岸渡川沿い　新屋敷自治会と新屋敷岸渡川倶楽部
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北陸中日 1 県立高休校　５月末まで延長 新型コロナ　高岡など小中校も　砺波市　５月３１日まで

5 ミニコント 砺波・晴之助

12 春の叙勲　喜びの声 県内在住者は５０人　旭日双光章　林豊輝さん(７５）＝砺波市　他２名

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２８日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

23 オンライン申請　５市町１日開始 一律１０万円給付金　「特別定額給付金」　砺波　五月一日から

読売 24 春の叙勲　５０人輝く 旭日双光章　林豊輝７５　砺波市　他２名

25 新型コロナ　県立休校　来月末まで ６市町も延長　砺波　５月３１日まで

朝日 15 県立校が休校延長　 ５月末まで　富山市は「検討中」　砺波市　５月末まで

15 春の叙勲受章　県内から５０人 瑞宝小綬章　小野田裕司　７２　砺波　他２名

毎日 20 県内５０人受章　春の叙勲 瑞宝小綬章　小野田裕司　７２　砺波　他２名

３０日　木曜日
北日本 1 新型コロナ１カ月 県内の主な経過

1 GW本格スタート 閑散 県内行楽地

2 けさの人 砺波市女性団体連絡協議会長に就いた 大楠匡子さん

14 朝市夕市　県内 砺波市

16 災害時の避難用配布 砺波市若林地区自治振興会

富山 14 ７４人が献血協力 となみセントラルＬＣ

15 本の貸し出し好評 砺波図書館 予約で５４人１２０冊

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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