
　　　　　　　２０２１（令和３）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　木曜日
北日本 1 高齢者ワクチン接種券 上市 立山 舟橋 ３町村 １２日から発送  残る市町は２６日以降

2 来社  ３１日  砺波支社

2 北日本新聞社人事 １日

5 高岡市民病院  国指定外れ 県のがん診療拠点に

5 ３校１図書館１団体が受賞 ２０２１年度の子どもの読書活動優秀実践校・図書館・団体の文部科学大臣表彰  砺波市庄川図書館

12 官公庁・団体・企業人事　１日 富山労働局  北陸銀行

12 県教委  新規採用教職員

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 となみ野 県洋画連盟砺波地区チャリティー小品展ほか

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

22 東京パラ聖火イベント 県内地域色豊かに採火　全市町村 ８月１２～１５日

25 庄西中が金賞 市長に報告 全日本アンサンブルコンテスト

25 支局長が変わりました １日

27 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組

34 チューリップ新品種 乙女のドレス  炎のダンス 初のフリンジ咲き 県が国に登録出願

35 富山第一ホテル営業終了 感謝に包まれ別れ  メッセージや手紙５００枚

35 風車 チューリップ四季彩館 　「季節を彩る花々～春～」

富山 1 １２日に接種券発送開始 県  立山、上市、舟橋から

19 富山新聞文化センターだより 新設講座  イオンモールとなみスタジオ

20 砺波の「オアシス」  健康状態を無料測定 ２周年感謝祭始まる

21 今年も昼市でにぎわい  砺波チューリップ公園 ツインタワー下に２４店舗  ３日、飲食店や雑貨店

21 「最高の演奏できた」 砺波・庄西中  全日本の金賞報告

21 イオンモールに電子看板 砺波市  デジタルサイネージ(電子看板)

21 高岡でＳＤＧ sフォーラム ボランティア団体「アレッセ高岡」

22 新採教職員３５４人に辞令 県教委が交付式、力強く宣誓　教育の道　歩む決意

24 地鳴り ご縁に感謝して満足のお彼岸に　中嶋春美　６８歳（砺波市）

24 地鳴り 静かな甲子園  新鮮で楽しい　藤井昭通　４８歳（砺波市）

25 ＰＡＲＡＬＹＭＰＩＣ  ＴＯＲＣＨ  ＲＥＬＡＹ ＴＯＫＹＯ  ２０２０ 東京パラ聖火  ８８０超自治体で採火 富山は全１５市町村で

26 県育成のチューリップ新品種 ２２日から予約販売

26 フェアで受け付け 「となみチューリップフェア」

北陸中日 7 人事 北陸銀行（４月１日）

12 砺波野に早い桜  急ぐ感染防止策 宴会自粛、テークアウト販売

12 新採教職員  辞令に決意 三十一日

13 中部日本個人・重奏コン最高賞 砺波・庄西中  喜び報告

13 砺波市  きょう還元開始 ペイペイ決済でポイント２０％

24 桜だより（３１日） 砺波　庄川水記念公園

読売 24 富山第一ホテル  ４０年で幕 「思い出ありがとう」

25 ワクチン接種券  ３町村１２日発送 高齢者向け  １２市町村は２６日から

朝日 23 全国ミニバスケ  男子は１勝２敗 全国ミニバスケットボール大会

毎日 22 ワクチン  今月中に１万８５００人分 県内  高齢者向け、施設優先で

　２日　金曜日
北日本 5 酒類　県内１７産地追加 農水省の輸出拡大戦略　若鶴酒造　トナミ醤油

5 来社 １日　砺波支社

19 雪で倒壊のピザ窯復活 古民家ゲストハウスすどまりとなみ

富山 1 庄川峡　花盛り 水記念公園１８種の桜

2 県分は３４２億７千万円 ４月の普通交付税　砺波市　１２億２９０８万円　地方特例交付金　２０７３万円

2 本社来訪 １日　砺波総局

16 すこやか育児 舘ひまりさん　吉川素世ちゃん

18 花摘み２年ぶり歓声 砺波・東般若保育園　チューリップ満開早く

20 県内自治体　新年度スタート 砺波市

21 酒輸出支援に１７産地 県内、政府が販路拡大後押し
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北陸中日 1 チューリップ　県が２品種開発 砺波「フェア」で展示

13 ９月産業フェアや第２弾商品券発行 砺波商工会議所総会

13 スマホで便利生活　高齢者向けに教室 ＪＡとなみ野

朝日 19 ベルマークだより 砺波東部小　出町小

　３日　土曜日
北日本 2 来社　 ２日　砺波支社

19 古民家で焼き菓子店　砺波　移住の渡辺さん 地産ユズ・タマネギ使う

19 マンホールカード作成 ７０回　チューリップフェア記念

19 きょうもにっこり 砺波市企画政策課主任　高野克範さん

19 ワクチン接種　予約電話開設 新型コロナワクチン接種の予約コールセンター

20 風景や花　洋画で表現 チャリティー小品展　県洋画連盟砺波地区

20 交通指導員委嘱 砺波署

24 砺波産イチゴでジャム きょう・あす　富山で販売　農業法人がブランド

富山 3 「英知集めて組織強化」　 新令和会と「融和を」　選挙イヤー必勝へ決意

3 本社来訪 ２日　砺波総局

22 ２６人に委嘱状交付 砺波市交通指導員

23 マンホールで盛り上げ 砺波市　キャラクターのふた設置　７０回記念　カード初発行

23 ワクチン接種でコールセンター 新型コロナウイルスのワクチン接種

23 １日で５００万円分還元 キャッシュレス決済事業

23 チューリップフェアをＰＲ 返礼品に１００品種５千鉢　県花卉球根農協がＣＦ

23 チューリップフェアをＰＲ 見どころを紹介　ラジオたかおか　プリンセスが出演

23 油田１組が優勝 第１２回油田カローリングクラブ競技大会

北陸中日 5 発言 エネ政策　未来志向の議論を　石丸秀幸　６１　富山県砺波市

24 桜だより（２日） 砺波　庄川水記念公園

読売 20 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 収穫　今から楽しみ　イラスト　土江田玲子（砺波市）

　４日　日曜日
北日本 1 衆院選勝利へ結束を確認 自民３区支部女性部

19 コロナに気配り　満開の桜楽しむ　県内各地で花見イベント １８種４００本ずらり　庄川水記念公園

20 庄川美術館　スパークリング展 洋画家６９人が意欲作

20 天位に堀田さん（砺波） ふちゅう曲水の宴　青少年一席は島田君

21 青空の下プレー 少年野球砺波地区大会 太陽スポーツ・ＴＳＴとなみ杯砺波地区大会

21 バドミントン　２０９人が競う チューリップ杯オープンバドミントン選手権大会

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 春の装い、眺望絶佳 チューリップフェア　７０回目の開催　新タワーがお目見え

12 広告 砺波市　３００品種３００万本のチューリップがお出迎え

12 広告 チューリップ四季彩館　満開のチューリップをお楽しみください♪

25 マルシェ２４店にぎわう チューリップ公園　忍者体験も人気  砺波

25 キャッシュレス決済還元始まる 砺波市

26 庄川峡桜まつり開幕 第１１回庄川峡桜まつり

26 初誕生 順田大晴ちゃん　＝砺波市大辻

27 橘氏の衆院選勝利へ結束確認 自民党富山県３区選挙区支部女性部の総会

北陸中日 1 県内高齢者のワクチン　４月供給わずか５．５％ 誰から接種　自治体苦心　入所者優先■年齢順■先着順なら予約集中も

12 砺波移住促進へ　新生児に前掛け 市がプレゼント　砺波市

13 鉢植えでチューリップフェア気分 県花卉球根農協ＣＦで販売　となみチューリップフェア

13 春の陽気　マルシェ活況 砺波チューリップ公園で今年初

24 桜だより（３日） 砺波　庄川水記念公園

読売 25 元気に選手宣誓 となみ野少年野球開会　「第２５回読売新聞社杯争奪となみ野少年野球大会」

　５日　月曜日
北日本 8 映える写真バトル 第４６回の対戦結果　砺波高校写真部が勝利

21 つなぐ １１日（日）砺波市議選告示

富山 9 地鳴り 最高だった先日の同窓会　紫藤道子　８６歳（砺波市）

9 地鳴り ３大関ともふがいない　犀川寮明　７３歳（砺波市）

15 くらしの日記 投稿の縁　紫藤道子（８６歳）　砺波市狐島

16 市内１８地区でごみゼロ運動 砺波

17 散居村の四季描いた氷見さんの１２点並ぶ 砺波で個展

17 新会長に山本氏　舘氏は顧問就任 砺波市文化協会

17 松島、豊川さんＶ 栴檀野ＧＧクラブ第２２回富山新聞社杯グラウンドゴルフ大会
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18 高岡の畑三姉妹　体操 童話で元気届け！ ＤＶＤ第２弾　慰問の福祉施設へ

21 花だより 庄川水記念公園　散りはじめ

北陸中日 11 チューリップ　花びらの足湯 庄川峡桜まつりで人気

11 ごみゼロ運動 市民一丸 砺波 チューリップフェア前に

11 庄川アユ、戦国米　仲間入り 砺波市ふるさと納税　返礼品１０種追加

24 桜だより（４日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

　６日　火曜日
北日本 2 来社 本社　夏野修氏

6 預金書類各種データ 県内５信金共同運用

6 産業フェアに出店 砺波商工会議所青年部

23 会長に山本さん 市文化協会

23 空き缶やタイヤ １８地区５トン回収 市民ごみゼロ運動

24 ふるさと納税返礼１０品追加 山田商事の「生粋の庄川鮎」など

24 創立３０年　発展誓う 県パークゴルフ協会連合会

31 ニュースファイル 荷降ろしの男性 指挟まれ重傷

31 花だより △　庄川水記念公園

富山 2 ２２日開幕のチューリップフェア 三密避けて来場を　砺波市長が来社

3 本社来訪 砺波総局

4 砺波に２００室ホテル新設 ルートイングループ　２３年度以降開業へ

5 富山の５信金、業務共同化始まる コスト削減へ 高岡、砺波は参加見送り

19 地鳴り 満開に咲いたチューリップ見事　荻野義彦　７８歳（札幌市）

21 会員のつながり強化 砺波商工会議所青年部

23 事件・事故 鉄パイプに指挟まれ重傷

25 花だより 庄川水記念公園　散りはじめ

27 「ガラスの仮面」作者 美内さん追悼の神事 元高岡関野神社禰宜酒井さんしのび １３日砺波藤津神社

北陸中日 15 庄川の恵みカードに 用水土地改良区連 コメなど農産物を紹介

15 チューリップや季節の花々展示 砺波・四季彩館

28 桜だより（５日） 庄川水記念公園 散り始め

読売 26 となみ野少年野球チーム紹介 上 砺波北部・庄川

26 来訪（５日） 富山支局　

　７日　水曜日
北日本 富も２ 笑顔広がる赤、白、黄色

富も２ チューリップ王国支える技術

富も２ ２０２１ ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰ ＦＡＩＲ

1 花の祭典 空から祝福 となみチューリップフェア 県内初 ブルーインパルス飛行

20 詐欺防いだ 北銀に感謝状 砺波署

21 チューリップの魅力発信 プリンセス４人抱負

21 国道沿い花で彩る チューリップ街道実行委

21 売り上げの一部預託 砺波 県洋画連盟砺波地区

富山 1 ブルーインパルスが来る チューリップフェア初日に

3 本社来訪（６日） 砺波総局

21 地鳴り せめてあと１年延期をすれば　戸田祐子　５８歳（砺波市）

22 顧客の心の悩み 寄り添い方学ぶ 砺波市が講座

22 ９月にパワー博開催 砺波会議所

23 組子でチューリップ表現 砺波・河島建具が新ブランド

23 ふるさと納税 返礼品充実 砺波 アユ、米、手延べ麺など追加

23 北銀ローンプラザに詐欺防止で感謝状 砺波署

25 チューリップで歓迎 砺波の街道実行委 ２年ぶりプランター

25 砺波の華 フェアへ笑顔咲く プリンセスチューリップ

25 事件・事故 窃盗疑いブラジル人逮捕

27 花だより 庄川水記念公園（砺波） 散りはじめ

北陸中日 13 チューリップフェアＰＲ任せて ２０２１プリンセス ４人決まる

13 デザインマンホール設置　カードも初作製、配布へ 第七十回となみチューリップフェアを記念

13 北陸銀となみ野に砺波署感謝状贈る ニセ電話詐欺防ぐ

24 桜だより（６日） 砺波 庄川水記念公園 散り始め

読売 22 砺波の良さ明るく発信 プリンセスチューリップに４人
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　８日　木曜日
北日本 12 朝市　夕市 【砺波市】となみ野の郷　もりもりハウス　ちょっとよってかれま

15 北日本新聞砺波支社２０周年　地域づくりに貢献 希望届ける発信拠点

16・17 砺波支社カルチャー開講２０周年記念 学びの成果披露

25 宇野・濱田さん入賞 光風会展

25 庄川観光祭 中止 ２年連続

30 砺波のブルーインパルス飛行　上空に大きなハート 県内CATVで中継

30 砺波のポイント還元 予定早め あす打ち切り

31 県内公立小中学校　エレベーター設置４割 改正バリアフリー法施行　高額財政負担ネック

31 相澤建設（富山）コロナ破産 負債３４億円 県内最大　湯来楽は営業

富山 3 本社来訪（７日） 砺波総局

5 湯来楽内灘店の事業取得 アペックス子会社のカツユキ

5 北越社長に片山雄博氏 和行氏は会長

19 くらしの日記 チューリップ　比留間玲子（６７歳）　砺波市庄川町金屋

23 キャッシュレス還元事業あすで終了 砺波市

24 晴れやか一歩　公立１３市町村小学校 ９市町の中学校 入学式　あいさつ元気に 命を大切に

25 ブルーインパルス展示飛行 砺波上空に愛♡描く 第７０回チューリップフェア　コロナに勝つ元気届けたい

25 知事「とてもうれしい」

25 庄川観光祭２年連続中止 砺波　コロナで行燈製作せず

27 花だより（７日） 庄川水記念公園（砺波）散りはじめ

29 相澤建設 破産手続き　負債総額３４億円 コロナ関連で県内最大「湯来楽」「肉匠坂井」営業継続

北陸中日 12 ６月の庄川観光祭 今年もすべて中止

13 ペイペイ還元 砺波市も早期終了 月末予定があすまで

13 Ｗｅｅｋｌｙガイド　催し 庄川峡桜まつり

24 ブルーインパルス 県内初飛行 チューリップフェア開幕の２２日

24 桜だより（７日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

読売 26 となみ野少年野球チーム紹介　㊦ 砺波東部・庄南　庄東出町

27 ブルーインパルスが来る！ 砺波で２２日初飛行

　９日　金曜日
北日本 11 第７８回全国舞踊コンクール 【現代舞踊第二部】

14 とやま×私×フォト 「チューリップをタペストリー風に」　ロビンちゃん（砺波市）

23 砺波　「トナミ－ステイ実行委員会」発足 宿泊客増へ２団体結束  市の観光資源・魅力発信

23 桜マップ手に散策 砺波嵐山桜保存会  苗木２５本も植樹

23 お花見ランチ  利用者楽しむ 砺波誠友病院

23 新園舎完成祝う 出町青葉幼稚園

25 となみ夜高まつり中止 ２年連続  砺波夜高振興会

25 本社金沢支社でプリンセスがＰＲ チューリップフェア  「２０２１となみチューリップフェア」

25 詐欺被害防止の中島さんに感謝状 砺波署 

25 野球　高松宮賜杯砺波市予選 砺波市野球場

30 相澤建設破産で２工事ストップ 県が電話相談対応　

富山 3 制度融資活用呼び掛け 相澤建設破産手続き  県、連鎖防止へ

19 地鳴り 新聞の果たす役割は大きい　北清俊一　６４歳（砺波市）

19 地鳴り たき火の禁止  効果に疑問　河合泰　８７歳（砺波市）

20 特製花見ランチを堪能 砺波誠友病院  リハビリ利用者

20 詐欺防止で郵便局職員に感謝状贈呈 砺波署 

20 新園舎の完成祝う 砺波・出町青葉幼稚園

21 砺波誘客へ連携強化 庄川観光協組ホテル旅館組合  ステイ実行委設立

21 となみ夜高は中止 ２年連続   総会全員が同意  砺波夜高振興会

27 相澤建設破綻  県、工事継続へ協議 県が相談窓口

北陸中日 1 県内高齢者ワクチン接種　１３市町　施設入所者から クラスター対策　一般は７５歳以上先行など

12 本社来訪 春彩る祭典　ぜひ来て　砺波「プリンセス」らフェアＰＲ

13 庄川峡観光協と市旅館組が新団体 オール砺波で誘客を狙え　加盟１３施設紹介マップ作製

13 新園舎　園児元気に演技 砺波　出町青葉幼稚園で開園式

13 となみ夜高　２年連続中止 砺波夜高振興会

13 詐欺被害を未然防止　郵便局職員に感謝状 砺波署が贈る

24 桜だより（８日） 砺波　庄川水記念公園
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読売 22 富山の建設会社　自己破産を申請 コロナ影響　「相澤建設」

22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

23 花開く新品種 県、開発に２５年　「となみチューリップフェア」の会場に花を展示

23 地元観光支援　遊覧船を割引 県、５月下旬まで

毎日 22 ギャラリーだより 洋画ｓｐａｒｋｌｉｎｇ！－２０２１ｉｎ庄川展

　１０日　土曜日
北日本 2 けさの人　地元食材で感動届けたい 県美術館にオープンする新レストランの料理長　前田慎太郎さん

5 政治　行政　とやま 砺波市議選あす告示

23 県西部　カードで魅力発信 砺波　ダムや農産物　紹介

23 となみ野の郷　リニューアル ９日リニューアルオープン

24 素描の力作ずらり 本社カルチャー　受講生が６０点

24 プリンセス　一日署長に 交通安全啓発

25 本江会長を再任 県高校長協会

28 とやま×私×フォト 「コンクリートにコイが泳ぐ」山上順一（砺波市）

29 第３６回危険業務従事者叙勲　県内２９人 安全・安心　地域に貢献

31 ニュースファイル 森松工業を指名停止

31 花だより ×　庄川水記念公園

32 ブルーインパルスの砺波飛行の中止要請 県内２市民団体

富山 1 砺波市議選も 定数２超か

3 展示飛行中止を要請 安保廃棄県実行委員会と県平和委員会

3 本社来訪（９日） 砺波総局

23 地鳴り 今年の花見は名所をはしご　林金子　７９歳（高岡市）

23 地鳴り 花摘み取った畑どこか寂しく　高坂陽子　７０歳（南砺市）

24 飲酒運転を疑似体験 南砺自動車学校　新社会人、危険学ぶ

25 農産物直売所を新装 道の駅砺波

25 岐阜の業者指名停止 砺波市

26 危険業務従事者叙勲 県内から２９氏

27 光と音で錯覚楽しむ「魔法の美術館」開幕 砺波市美術館

27 プリンセスが一日署長 砺波署　交通安全呼び掛け

27 安野さんの絵本紹介 砺波図書館企画展示

27 南砺・福光福岡線拡幅に向け結束 検討委総会

27 会長に本江氏 県高校長協

28 目指せ！令和３年の王者 ＢＣリーグ富山サンダーバーズきょう石川とホームで開幕戦

29 富富富など県３８品種対象 海外持ち出し禁止

29 花だより 庄川水記念公園（砺波）終わり

北陸中日 12 砺波市議選あす告示 選挙戦の公算

12 瑞宝双光章（１２人）　瑞宝単光章（１７人） 消防功労　海上保安功労

13 砺波の洋品店主　近江さん手作り　 元気を贈る　松ぼっくり飾り

13 ガラス　ガレの作風脈々 砺波　ルーマニア職人の作品展

13 道の駅砺波が改装オープン １６日から記念セール

24 桜だより（９日） 砺波　庄川水記念公園　散り果て

朝日 22 砺波市議選も １１日告示

22 県内２９人が受章 危険業務従事者叙勲

読売 22 危険業務２９人に叙勲 瑞宝双光章　瑞宝単光章

23 ２０人が事前審査 砺波市議選

毎日 22 危険業務従事者叙勲 県内から２９人受章

22 砺波市議選も １１日告示

日本経済 34 危険業務従事者　叙勲受章者 富山

　１１日　日曜日
北日本 1 ２人超　２０人出馬予定 砺波市議選きょう告示

2 砺波市議選立候補予定者 （定数１８）

2 砺波は４万３０人 選挙人名簿

3 支社発　自治体リポート　１１砺波市 コロナ禍のチューリップフェア　対策徹底　近隣に照準

15 声の交差点　 朝乃山　稽古で奮起を　砺波市　武部幹夫（８０歳）

16 第７４回県体ゴルフ　あすから出場受け付け 栄冠目指す熱戦期待

19 御物石器忠実に再現 市教委　体験用レプリカ展示

19 個性にじむ力作ずらり 末広美術会作品展
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20 ものづくり楽しく学ぶ 市少年少女発明クラブ

20 消防庁協力事業所　サンエー建工認定 表示証を伝達

20 ランプ・花器５０点 現代ガレ展

21 会場清掃し準備着々 住民ら３３０人　２２日フェア開幕向け

21 心身の成長誓う スポ少本部結団式

21 少年野球 太陽スポーツ・ＴＳＴとなみ杯砺波地区大会

21 軟式野球 全日本少年大会砺波市予選

26 とやまｗｅｂｕｎランキング ③ブルーインパスル県内初飛行

27 花だより 〔砺波〕×　庄川水記念公園

29 新型コロナ　高齢者接種あすから 開始時期　１４市町月内　舟橋は来月末

富山 1 砺波市議選きょう告示 定数１８に２０人立候補見通し

2 砺波市議選立候補予定者 （定数１８－２０、五十音順、１面に本記）

10 地鳴り 桜を見るため久々に外出　佐伯幸子　９２歳（砺波市）

25 ２０２１富山県スポーツフェスタ 第７４回富山県民体育大会ゴルフ競技参加者募集

26 ２年ぶりのフェア美しく 砺波チューリップ公園　市民が清掃奉仕

27 健康な心身づくり　１２競技の団員誓う 砺波・スポ少結団式

27 島田、吉田さん優勝 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

31 花だより 庄川水記念公園（砺波）　終わり

北陸中日 11 光や映像　体験型アート 砺波で「魔法の美術館」

11 「無事故の輪広げて」 砺波でプリンセスチューリップ

11 「横断歩道あり」人波作戦で啓発 砺波の工業団地内

11 「ちっこしでも」公園きれいに 市民ボランティア清掃

20 桜だより 砺波　庄川水記念公園　散り果て

　１２日　月曜日
新聞休刊日

　１３日　火曜日
北日本 1 砺波市議選告示 ２０人出馬２人超

3 期日前投票始まる 砺波市議選

3 砺波市議選立候補者 定数１８　立候補２０　届け出順　敬称略

8 北越社長に片山雄博氏 おかき製造販売の北越

22 高岡商　初戦は魚津 春季県高校野球　１７日から熱戦

22 会長に田中魚津高校長 県高野連

25 図書館来館者１０万人を突破 山田さん親子に記念品

25 きょうもにっこり 県信用組合庄川井波支店　齊藤絢さん

26 駅ドライブ　道の駅庄川 庄川町らしさ満喫

26 寺西さん（砺波）優勝　千羽平ＧＣ 北日本新聞社長杯ゴルフ

26 野球 高松宮賜杯全日本大会２部砺波市予選　準決勝

27 間馬さん（砺波）に本社が感謝状 高齢男性を保護

27 ７０回フェア　本社でＰＲ プリンセスチューリップ

27 北日本本因坊戦挑戦者決定リーグ 源・川腰さん３勝１敗

32 「対策の切り札」 新田知事

33 本紙が号外発行 北日本新聞社

富山 1 砺波市議選が告示 定数２超の２０人が立候補

2 エコ事業所などに７店認定 県

3 砺波市議選立候補者 （定数１８－２０、届け出順、１面に本記）

13 地鳴り 孫と一緒にリフレッシュ　中嶋春美　６８歳（砺波市）

18 富山県春の短歌大会　第５０回記念事業「高岡市讃歌」 優秀賞、入選決まる

18 くらしの日記 いとこの死　犀川寮明（砺波市苗加）

22 移転新築　入館１０万人達成 砺波図書館　山田さん親子くす玉開き

22 交通安全を徹底　砺波署に誓約書 利賀ダム工事事務所

23 ＪＲ城端・氷見線　忍者ハットリくん列車 新デザイン出発でござる

23 北陸コカ、ＧＲＮと協定 砺波市　地方創生、ＳＤＧｓ推進

23 児童が創作に意欲　発明クラブ開講 砺波

24 ４２チームで春の陣 県高校野球、１７日開幕

24 県生涯軟式野球還暦リーグ出場チーム（下） 砺波シニア

25 チューリップフェア来て プリンセス・岡崎さんが来社
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25 紙風船 フェアへの団結心

28 県内２日間で１５人 新型コロナ

北陸中日 12 城端・氷見線ハットリくん列車 新車両出発でござる

12 ２０人が立候補 砺波市議選告示

12 砺波市議選立候補者 （一八―２０）届け出順

13 高岡商は魚津と初戦 春季県高校野球　組み合わせ決まる

13 本社来訪　２年ぶり祭典来場を ２２日開幕チューリップフェア

27 県内１５人新規感染 １１、１２日

読売 32 砺波市議選　２０人立候補 砺波市議選１１日告示

33 チューリップ　砺波で満喫を 富山支局でＰＲ

朝日 25 砺波市議選２０人立候補 砺波市議選１１日告示

25 夏は７月７日開会 高校野球　１７日から春季県大会

毎日 26 県高野連総会 県大会日程決まる　新会長に田中・魚津高校長

26 砺波市議選２０人立候補 １１日告示

　１４日　水曜日
北日本 6 砺波ＩＣ周辺に新ホテル ルートイン計画

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

22 温かみのある木彫人形３５点 牛島さん作品展

23 砺波初　中学硬式野球　となみ野ボーイズ発足 １１人　高い技術習得へ

24 公約「子育て施策」６割超 砺波市議選　本社がアンケート

24 となみチューリップフェア　開幕見頃へ準備着々 大花壇　遮光ネット外す

24 市と北陸コカＧ　ＳＤＧｓを推進 連携協定結ぶ

32 県内　南風強く 八尾２６．８メートル　富山２４．２メートル

富山 3 富山新聞社アンケート　砺波市議選候補者２０人の評価 夏野市政　平均８３．７点

23 コント 砺波・たぬき

25 チューリップフェア併催でイベント 砺波、庄川連絡協議会

26 チューリップ彩り現す 砺波　フェア会場ネット撤去

26 酒井さん追悼　おりん響く 元高岡関野神社禰宜　砺波・藤津神社で大祭

26 となみ野ボーイズ発足 砺波地区初の中学硬式野球

27 紙風船 呉羽梨に救世主？

北陸中日 5 発言 得点力不足解消し竜躍進だ　上野亮平　７８　富山県砺波市

13 歌や演奏で遺徳しのぶ 先月死去　酒井宮司の「みたま送り」

13 チューリップフェア２２日開幕 生育順調　大花壇ネット外す

読売 29 チューリップ開花へ着々 砺波で遮光ネット外し

毎日 22 砺波のダムやチューリップ　カードに 「水の恵み」を紹介

　１５日　木曜日
北日本 14 情報かわらばん となみ野　１７日（土）　１８日（日）

14 県内朝市夕市 【砺波市】

14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

21 がんばってます富山の職場 とらいあんぐる　高岡市戸出西部金屋

21 えんじゃら節継承に力 南般若民謡教室　児童ら稽古始め

21 楽しく料理を　新入生が決意 総合カレッジＳＥＯ

22 砺波市議選アンケート　□中□ 夏野市政評価　平均８２．９点

22 飲酒運転根絶誓う 砺波　国土交通省利賀ダム工事事務所

富山 3 砺波市議選立候補者アンケート 市役所「現在地で」１２人

13 地鳴り サービスが充実しなければ　工藤直美　５７歳　（砺波市）

20 えんじゃら節　うたいつぐ　 砺波・南般若地区　７月にお披露目　児童ら元気に稽古始め

20 春季祭で舞奉納　平安と豊作願う 南砺・髙瀬神社

20 苗木２５本を植樹 砺波嵐山保存会

20 庄川河川敷で清掃 となみセントラルＬＣ

21 砺波市初の消防庁消防団表示証伝達 サンエー建工に

22 県生涯軟式野球古希リーグ　出場チーム紹介（下） 砺波アルテン・エイト

23 東京五輪聖火リレー各市町村の出発、到着予定時間 １日目（６月２日）　砺波市　１３：１０　砺波体育センター

北陸中日 12 砺波市　北陸コカなどと協定 ８分野で協力へ

12 消防庁の消防団協力事業所 サンエー建工を認定　砺波で初

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売　 24 春の高校野球　高岡商　初戦は魚津 １７日開幕　人数制限し一般客ＯＫ
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　１６日　金曜日
北日本 4 砺波市議選　終盤情勢 当選ライン予想１２００票

4 砺波市議選立候補者 定数１８　立候補２０　届け出順

19 つなぐ　とやまデータ探偵団 議員１人当たり有権者数　６．砺波市　１８１２人

19 とやま×私×フォト 「待ちどおしい」　今井春継（南砺市）

20 わが家のアイドル 中村優奈ちゃん

22 砺波市議選アンケート□下□ 魅力は「生活の豊かさ」

22 横断歩道の渡り方　自転車乗り方学ぶ 庄東小で教室

22 きれいな庄川守ろう 左岸６．５キロで清掃活動

23 県ＰＴＡ広報紙コンクール 最優秀　小学校は利田

23 中教研会長畑井氏　 小教研は平井氏

23 チューリップフェア予定通り 砺波

24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　二上陽光君　岩﨑愛さん

29 富山市長選　富山・砺波市議選 政策浸透　密避け苦心　「手応えつかみにくい」

29 投票所も感染予防 間隔空けて消毒徹底

富山 2 砺波市議選　女性候補４人が焦点 票の分散懸念　支持固め躍起

13 地鳴り 先輩２人とパークゴルフ　犀川寮明（砺波市）

13 地鳴り どの産み方も出産は命懸け　夏山郁美（砺波市・公務員）

19 チューリップ５０万本見頃 砺波・高波観光圃場　１８日にまつり　花鉢販売で盛り上げ

19 石器の謎　触って考えて 砺波市埋文センター　複製品を展示

19 チューリップフェア入場者が連絡先記入 砺波市コロナ対策会議

19 南砺市内２４社の新社会人５５人激励 市商工会

20 中学校会長に畑井氏　小学校会長は平井氏 県教育研究会

20 初誕生 吉川純以ちゃん　砺波市鷹栖

北陸中日 12 ステージ２でも開催 砺波市　チューリップフェアで方針

13 散居村ミュージアムで氷見さん アズマダチの油絵展示

13 チューリップ　花摘み開始 砺波野

毎日 20 大花壇　遮光ネット取り外す 準備着々チューリップフェア　砺波で２２日開幕

20 ２６メートル新タワー、「花の大谷」も プリンセス・岡崎さんらＰＲ

日刊工業 2 ブルーインパルス　展示飛行 富山・砺波市で２２日

　１７日　土曜日
北日本 1 砺波市議選も投票 １８日　投開票

5 砺波市議選立候補者 定数１８　立候補２０　届け出順

6 砺波信用金庫人事 ５月６日

6 富山第一銀行人事 １９日

16 熱戦きょう開幕 春季県高校野球　コロナ対策　入場制限　きょうの試合

23 ピンクの花　２万株見頃 きょうから芝桜まつり

23 防火訴えます 庄川町少年消防ク入隊式

24 つなぐ　希望の炎　富山の聖火ランナー 走行区間　砺波市　柴田ひさのさん　たくさんの笑顔に会いたい

25 スポーツ団体に助成　 ゴールドウイン財団

25 桑嶌さん（富山）最高賞 第９８回春陽展

25 「新保ル・ロード」　内閣総理大臣賞 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰

25 飛行観覧　駐車場から ブルーインパルス　市が３ヵ所確保

25 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 新旧ツインタワー　今回限り　開幕まで５日

25 県内製造者ら酒類優等賞 金沢国税局　鑑評会

富山 1 砺波市議選もあす投開票 １８日　砺波市議選

5 香味よし １９酒蔵たたえ 金沢国税局　鑑評会の表彰式

28 新しい社会作る覚悟を 砺波高創立記念  島田木材社長が講演

29 シバザクラ２万株満開 砺波・新屋敷まつり  きょう２年ぶり開幕

29 チューリップフェアＰＲ ラジオたかおか  四季彩館長が出演

29 ブルーインパルス展示飛行 ３カ所、観覧地点に 砺波市２２日に開放

北陸中日 7 ３県吟醸酒鑑評会  ２５社２９人に優等賞 酒類鑑評会の表彰式

12 富山、砺波市議選  あす投開票 十八日

13 となみ野散居村フォトコン 富山・島田さん最高賞  となみ野散居村フォトコンテスト・ビエンナーレ

13 芝桜  両岸８００㍍２万株 砺波・岸渡川沿い  きょうからまつり

13 五輪イヤーにちなみ  草花４０００本で五大陸 県花総合センター  特別展示「ようこそとなみへ」

13 ブルーインパルス飛行  ビュースポット設置へ  チューリップフェア開幕日

8 ページ



16 ２０２１保存版  春の行楽特集 富山

読売 20 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 富山湾の宝石  春の味覚　イラスト　土江田玲子（砺波市）

21 春咲きほこる  ＊砺波

21 砺波市議選もあす投票 １８日　砺波市議選立候補者

朝日 21 砺波市議選　あす投開票 １８日

毎日 24 砺波市議選　あす投開票 １８日

１８日　日曜日
北日本 1 富山市長選・市議選　砺波市議選　ｗｅｂｕｎで速報 １８日　開票速報

1 砺波市議選　午後１１時ごろ １８日　投開票

3 社説 チューリップフェア　安全優先で成功目指せ

3 砺波市議選　立候補者 定数１８　立候補２０　届け出順

3 砺波市議選は期日前２割増 砺波市選挙管理委員会　

11 「最後まで諦めず頑張る」 春季県高校野球　高岡で開会式　全１０試合雨天順延　きょうの試合

19 となみチューリップフェア　２２日開幕 世界地図　花で表現　県花総合センターで特別展

19 となみチューリップフェア　２２日開幕 ＳＬぴかぴか　西日本鉄道ＯＢ会が清掃

19 となみチューリップフェア　２２日開幕 熱気球イベント　悪天候で中止

19 となみチューリップフェア　見どころチェック！ アスリート応援企画！　開幕まで４日

19 パークゴルフ　１７日 県民スポレク祭大会砺波予選

富山 1 砺波市議選もきょう投開票 １８日

2 砺波市議選候補者 定数１８－２０、届け出順

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 何よりもまず健康が大切　紫藤道子　８６歳（砺波市）

16 「ピザの郷」焼きたて満喫 砺波　古民家ゲストハウス

16 入隊式で防火誓う 砺波・庄川少年消防ク

16 リサイクル雑誌　１冊１０円で販売 砺波図書館　

17 弁慶号をピカピカに 鉄道ＯＢ会　フェアへ準備　チューリップ公園

17 会長に但田さん選出 砺波市カローリング協会の総会

18 女子　能町　男子　南条Ｖ 第４０回高岡市スポーツ少年団春季バレーボール大会　県交流大会出場へ

18 高校野球春季大会順延、きょう１回戦 第９３回春季県高校野球大会

北陸中日 1 きょうの紙面 かんなくず「咲く」

10 かんなくずで花　本物そっくり 砺波の有馬さん　小矢部で個展

10 見ごろ　スイセン　 大小さまざま　香りもよく　県花総合センター

11 チューリップフェア　もうすぐ 交通関連情報誌で相次ぎ紹介　ＡＮＡ、ＪＲ西、ＪＡＦ

11 チューリップフェア　もうすぐ 砺波の花　関連本コーナーを充実　砺波図書館

11 チューリップフェア　もうすぐ ＳＬ中越弁慶号　きれいに

26 まんが　時評 チューリップ　開花へ着々

１９日　月曜日
北日本 1 現職１３人新人５人 砺波市議選　初の女性４議席

2 砺波市議選　女性２２．２％県内トップ 議論の活性化に期待

2 砺波市議選　開票結果と当選者 定数１８　立候補２０

11 散居村フォトコン　入賞者たたえる 砺波

17 ニュース先読み　つなぐ ！ここがポイント　２２日　となみチューリップフェア開幕

17 声の交差点 新しい老人会に期待　砺波市　村中正敏（９０歳）

17 声の交差点 ほっこりした出会い　砺波市　瀬川和子（７３歳）

18 チューリップ５０万本彩る 砺波　高波

18 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 開幕まで３日　「花の大谷」は美術館前

18 齋藤さん（砺波）に５０回記念特別賞 日彫展

18 来月３０日に７０周年式典 県合唱連盟

富山 1 砺波市議選 女性４人全員当選　議員比率で県内１位

9 月曜川柳「乱反射」 向山晴夫（砺波）

15 チューリップ絨毯鮮やか　砺波・高波でまつり １７品種、５０万本咲き誇る

16 ８チーム　全力プレー誓う 砺波地区寿野球リーグ開会式

16 砺波・齋藤さん　５０回記念特別賞 日彫展

16 砺波、砺波工４強 県高校春季ラグビー大会

17 高岡　県春の短歌大会 西島さん（黒部）天位　▽佳作　山森和子（砺波）

20 新人がトップ当選 砺波市議選・林教子さん

21 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家で１８日　トレイルラン
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北陸中日 8 砺波市議　女性最多４人 １８人決まる　砺波市議選　当選の皆さん

8 チューリップすくい　笑顔咲く 砺波・高波地区　見ごろ迎え催し

読売 21 砺波新市議決まる 砺波市議選開票結果（定数１８―候補２０）

朝日 17 砺波新市議　１８人決まる 砺波市議選開票結果（定数１８―候補者数２０）

17 今年度役員や事業計画決定 県学校吹奏楽連盟

２０日　火曜日
北日本 5 市民の負託に応えて 砺波　市議１８人に当選証書

23 口の体操　便利なマスク　砺波　松柏塾高橋さん考案 動かしやすく　かむ力鍛える

23 魔法の世界に引き込む８０冊 図書館企画展示

24 駅ドライブ　道の駅砺波 チューリップ香る拠点

24 会長に高田さん 庄川町商工会青年部

25 チューリップフェア中止要請 共産党市委員会など

25 フェアに向け景観きれいに 違反広告物チェック

25 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 花の名所は他にも・・・　開幕まで２日

30 ７０年の輝き　となみチューリップフェア　□上 タワー建設　職員の熱意　市動かす　砺波のシンボルに

30 県内１０人感染 砺波市の３０代女性

富山 2 新砺波市議に当選証書 選管「公約と初心忘れず」

3 砺波市議選当選者 （定数１８、得票順）

16 くらしの日記 眠るカエル　亀岡綾子（砺波市太郎丸）

19 地鳴り 勝利への道はドラマチック　北清俊一　６４歳（砺波市）

19 コント 砺波・富之助

20 南砺で下水道管　新工法の見学会 日本ＳＰＲ協北陸支部

20 フェア開幕を前に違法看板パトロール 砺波

20 非常招集訓練で緊急時の対応確認 砺波署

21 チューリップフェア中止を 共産党県委員会

26 県内１０人感染　６日連続２桁 新型コロナ

26 富山市議選１７件警告 県警、市長選で２件

27 施設入所者を除く高齢者のワクチン接種の日程と予約・実施方法 砺波市　未定

北陸中日 12 チューリップフェア　砺波市に中止を要望 共産、コロナ拡大で

13 砺波新市議　当選証書に決意 女性４人「スクラムを」

13 チューリップ県新品種　砺波で満開 藤色　乙女のドレス

25 県新規感染１０人 十九日

読売 24 庄西中吹奏楽部が金賞 全日本アンサンブルコンテスト

24 引っ越しの手続き 砺波市ＨＰで紹介

毎日 20 砺波市議選も 開票結果

２１日　水曜日
北日本 14 声の交差点 万葉集の庄川誇り　砺波市　上野亮平（７８歳）

15-17 広告 ２０２１となみチューリップフェア

23 ヤマメ稚魚　１０００匹放流 市漁協　庄川で川開き

23 震度７想定　非常招集訓練 砺波署

25 フェア会場にベゴニア飾る セントラルＬＣ

25 となみチューリップフェア　見どころチェック！

25 １３０人が熱戦展開 フレッシュテニス大会

30 ７０年の輝き　となみチューリップフェア　■中 プリンセスの誇り今も　支える人に感謝  親子２代　

富山 20 １年生が不審者から身を守る方法を学ぶ 砺波・出町小で教室

22 全日本こども美術大賞展 澤田さん（出町中１年）最高賞

23 砺波・県花総合センター特別展示 チューリップで世界地図を表現

北陸中日 12 豊漁願い　庄川にヤマメ稚魚 砺波市漁協　川開き

13 チューリップフェア　あす開幕 国道１５６号沿い　満開

13 フェア７０回記念し５０万円 砺波セントラルＬＣ寄付　公園内花鉢取り付けも

13 「魔法の美術館」ちなんだ企画展 砺波図書館

２２日　木曜日
北日本 14 県内　朝市夕市 砺波市

14 となみ野 ２０２１　となみチューリップフェア　ほか

21 砺波図書館　花形の紙にメッセージ掲示 本の森はチューリップ畑　フェアきょう開幕　盛り上げに一役

21 地区ごとに交通安全運動 市老人クラブ連合会

21 出町小で防犯教室　砺波署 すぐブザー鳴らして
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21 ７人３団体を表彰 市防犯協会

23 県小・中学校長会長 水橋氏（小学）白江氏（中学）　協会長は関澤氏

23 集団接種は来月１６日から コロナワクチン

23 県チューリップ切り花品評会 最高賞に権正寺営農組合（砺波）

30 ７０年の輝き　となみチューリップフェア　■下 花の力　ＧＨＱ動かす　試験場存続　祭典開催へ

30 チューリップフェアきょう開幕 ブルーインパルス飛行　本番へ編隊確認

30 「かっこよかった」 ＳＮＳ投稿続々

富山 1 チューリップフェア　きょう開幕 砺波待望の春　準備整う

15 広告 ２０２１　ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰ　ＦＡＩＲ

15 広告 会場イベント

21 富山文芸　４月賞 歌壇

22 砺波善意銀行に車椅子５台預託 丸圓商店

22 平井会長を再任 砺波市老人クラブ連

23 ２７日から接種予約 砺波市、高齢者ワクチン接種

23 被災地彩るチューリップ　宮城・東松島から開花の知らせ ヤングネットワークとやま　ブルーインパルスより一足早く

23 ２年ぶりフェア成功願う 北海道３市町　夏野町長ら出迎え

23 砺波チューリップ公園に花鉢の彩り セントラルＬＣ設置

24 古希リーグ本格開幕 数え７０歳以上　４試合で熱戦展開

24 県内６スポット　ドライブで巡る スタンプラリー初企画　ＪＡＦ富山支部

24 教育の課題解決を　新会長３氏来社 県小、中校長会、協会

25 ２８日に「１００日前イベント」 全国高校総体　大会ＰＲ動画を放映

26 地鳴り 看護や介護　頭が下がる　角栄一　６９歳（砺波市）

28 ブルーインパルス　砺波の青空に チューリップ公園上空で訓練　きょう展示飛行

北陸中日 1 チューリップフェアでブルーインパルス きょう開幕　花添えます

12 思い出のチューリップフェア 初デート、ウエディングケーキ・・・　射水の西塚夫妻　きょう開幕楽しみ

12 一足早いダイナミック飛行 事前訓練　ブルーインパルスに見物客

12 野菜料理レシピ　新婚夫婦に配布 砺波市が作成

13 催し ２０２１となみチューリップフェア

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 26 花の装飾で彩り チューリップ公園

26 フェア独自のフレーム切手 限定で販売

26 チューリップフェア記念　マンホールカード配布 砺波、きょう開幕　ふたの図柄　刷新

30 広告 ２０２１　ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰ　ＦＡＩＲ

毎日 18 チューリップフェアへピカピカ きょう開幕　砺波　公園内機関車清掃

19 広告 ２０２１　ＴＯＮＡＭＩ　ＴＵＬＩＰ　ＦＡＩＲ

２３日　金曜日
北日本 1 となみチューリップフェア開幕 ７０回　祝福の航跡　ブルーインパルス来た！

5 となみ政経懇話会　４月例会 ２３日

6 飲み比べ楽しんで ５～７月　富山の地酒頒布会

21 犯罪防止へパトロール 出町防犯組合　

23 ７０年の輝き　となみチューリップフェア 気分も華やぐ　眺め満喫　カラフル

23 新シンボル誕生祝う タワー完成式　砺波チューリップ公園

23 フェア期間　遊覧船増便 庄川遊覧船　「チューリップクルーズ」

23 車椅子５台寄付 丸圓商店　砺波善意銀行に

24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　清水琉聖君　酒元里奈さん

30 空のスゴ技　元気もらった 砺波にブルーインパルス

30 会場周辺・高速で混雑 砺波チューリップ公園の周辺や高速道路　ブルーインパルスの飛行

富山 1 華やか３００万本 となみチューリップフェア開幕　７０回記念　ブルーインパルス初飛行

3 ７個人２３団体表彰　県土美化推進功労 県土美化推進功労者の表彰式

18 「足踏み」で対策に一役 トヨタモビリティ　消毒スタンド寄贈　砺波の２小学校に

19 花を通じた交流確認 駐日オランダ大使、公使　砺波市長と懇談

24 チューリップフェア　青空と地上  共演に拍手 ブルーインパルス　ハートなど表現

25 砺波で納屋全焼 けが人なし　２０年以上使用せず

北陸中日 1 ２年ぶり　チューリップフェア開幕 コロナ禍にも　笑顔の花が

12 満開　癒やしの花 チューリップフェア開幕　７０回　曲芸飛行

12 砺波市、リッセ市　姉妹都市３０年祝う チューリップ友好交流展の記念式典
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12 チューリップクルーズ開始 庄川峡観光　チューリップクルーズ開始

27 南砺　民家２軒全焼 砺波では納屋全焼

読売 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

27 お待たせ　花の祭典 チューリップフェア開幕

毎日 24 ３００万本　春に囲まれ　 となみチューリップフェア開幕  ▲新旧タワー共演　今年だけ

24 県開発品種　初お披露目 フリンジ　かわいいでしょ

日本経済 39 曲芸、花の上空舞う ブルーインパルス　１年ぶり飛行

２４日　土曜日
北日本 1 ゲレンデ鮮やか　 砺波　夢の平　スイセン見頃

5 横田副知事が初視察 県園芸研究所

6 となみ政経懇話会　４月例会 経済評論家　岩本沙弓氏　演題　コロナ禍と内外経済情勢　国産ワクチン切り札

17 声の交差点 米寿の米作りに思う　砺波市　河合泰（８７歳）

19 女性部長　太田さん 庄川町商工会

20 旧チューリップタワー跡 花壇整備　憩いの場に　砺波チューリップ公園

20 低所得一人親世帯　５万円を特別給付 臨時砺波市議会　２３日

20 ビーズ作品　きらびやか 本社砺波支社　受講生が展示　北日本新聞砺波支社カルチャー教室

20 山野草　茶花風に ＳＥＯ作品展　「野の花・山の花教室」

21 わんぱく相撲中止 となみ野場所　となみ青年会議所

27 ニュースファイル 砺波の納屋は全焼　砺波市鹿島

富山 2 チューリップフェア　横田副知事が視察 「先人の努力で産地がある」

3 県内直売所ＰＲ　県が冊子を作成 「とやま直売所まっぷ　ＴｏｙａＭａｒｋｅｔ－『キトキト』なとやまをさがそう－」

23 地鳴り 今年初めて山菜採りに　犀川寮明　７３歳　（砺波市）

24 体の負担を軽減　美しい歩行学ぶ おやべスポーツク

24 太田氏が新部長 庄川町商工会女性部

24 ログハウス寄贈 木のぬくもり感じて　小矢部・蟹谷こども園　砺波建築高等職業訓練校

24 測量の仕事に理解 高岡工芸高で出前講座

25 旧タワー跡地に円形花壇 砺波市　花のモニュメント活用

25 市町村議会（２３日）　砺波市 一人親家庭に給付金　補正予算案を可決　引退市議５人送る

27 事件・事故 砺波、火元特定至らず　砺波市鹿島

北陸中日 12 わんぱく相撲　２年連続中止 となみ青年会議所

12 議会だより　２３日 【砺波市】

13 となみフェア　ガーデンに県内３００品種 チューリップ盛りだくさん　四季彩館は五輪にちなみ展示

13 旧タワー跡に円形花壇整備 花のオブジェ活用

13 射水の広田さん　庄川河川敷描く 砺波で日本画展

13 砺波市社協に車いす　丸円商店が５台寄贈 市社会福祉協議会に

朝日 23 咲いた咲いた　７０回目の春 砺波でフェア　ブルーインパルス共演

日本経済 31 能作、ネット酒販免許取得 家飲みセット　ギフトにいかが　酒器＋富山産品　商材充実へ

２５日　日曜日
北日本 9 春季県高校野球　第３日 氷見　高岡向陵下す　主将　片田が決勝打

15 造形作家１９人　秀作個性豊か ＡＲＴ　ｉｎ　ＫＡＩＹＮＹＯ－ＥＮ

16 電子看板で市の情報発信 砺波市　イオンモールとなみ

17 プラごみ減　取り組み強化 県土美化推進県民会議

17 ８月２０～３０日に第２回展 日展富山会　齋藤理事長を再任

24 とやまｗｅｂｕｎランキング　１７～２３日 ③チューリップフェア開幕　ブルーインパルス、県内初飛行

25 ニュースファイル オートバイの男性転倒し重傷　砺波市矢木の市道

富山 1 えびす集団食中毒事件　思い届かず　近づく１０年 遺族語る　ありえない現実　誰も謝りに来ない

18 茶花風に生けた山野草作品作品展示 砺波でカレッジＳＥＯ

20 新湊、富山商コールド勝ち 第９３回春季県高校野球大会第２日

20 ４試合で熱戦 県生涯軟式野球還暦リーグ戦

21 事件・事故 オートバイで転倒、重傷　砺波市矢木

北陸中日 13 砺波市美術館前に「つないだ手」 チューリップ花でアート

13 春季県高校野球大会 （２４日・魚津市桃山運動公園野球場ほか）

読売 20 病院の実力　～富山編１５５ 婦人科がん　子宮頸がん　ウイルス原因

20 まんが時評 マンホールカード配布

21 ８チームが３回戦進出 春の高校野球県大会
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朝日 19 富山いずみ不戦勝 春季県高校野球大会

毎日 22 見て触れる縄文の謎 砺波市教委　「御物石器」を再現、展示

22 ◇第９３回春季県高校野球大会 （２４日）

２６日　月曜日
北日本 1 境界の彼方　とやま自治考　３１ 第４章　われらのリーダー　③地区対抗戦　自治会が選挙丸抱え

23 ログハウスで遊んでね 小矢部 砺波建築高等職業訓練校

26 砺波支社カルチャー教室新講座 「基本を学ぶ　いけばな池坊」　来月２９日体験会

26 砺波　プレミアム付き商品券 きょう申し込みスタート

28 大型ヘリ離着陸可能 砺波の陸自富山駐屯地　機能拡充祝う

28 トークショー中止 チューリップフェア　はじめしゃちょーさん

29 ニュースファイル 解体作業中　転落し重傷　富山市婦中地域の保育園

30 えびす食中毒事件　あす１０年 県内遺族　心情吐露　責任問えず　無念募る

富山 1 初の日曜　にぎわう　家族連れ　笑顔咲く となみチューリップフェア、１万４千人来場

15 大型ヘリ離着陸場を整備　砺波・陸自富山駐屯地　拡張工事が完成 防衛・防災力の向上期待　面積１・４倍、架橋訓練場も

15 川辺、米道さんがＶ 第３２回砺波市協会長杯グラウンド・ゴルフ大会

17 新旧プリンセス笑顔 チューリップフェアで表彰式

17 はじめしゃちょー　トークショー中止 ７０回記念イベント

17 クルーズ運航　新緑の魅力満喫 庄川遊覧船

17 事件・事故 富山で作業中頸椎折る　富山市婦中町

北陸中日 10 陸自富山駐屯地　拡張工事完成 大型ヘリ　発着可能に

11 砺波市が第２弾のプレミアム商品券 きょう受け付け開始

11 はじめしゃちょー　トークショー中止 チューリップフェア

23 えびす食中毒１０年　「罰も謝罪もない」 砺波の遺族　やり場ない思い今も　運営会社に負債、滞る賠償

読売 23 富山駐屯地　拡張完了 大型ヘリ離着陸可能に

朝日 17 北陸３県の清酒　１９製造者優等賞 金沢国税局、鑑評会

毎日 22 ′２１記者リポート 氷見線・城端線再編　ＬＲＴ期待も課題山積

２７日　火曜日
北日本 15 声の交差点 冬眠から覚めた春　砺波市　亀岡綾子（９２歳）

17 防火防災の新リーダー 砺波南部小　消防クに４０人入隊

19 クラスター防止徹底 ケアポート庄川　陰圧療養室を整備

19 ７０年の輝き　となみチューリップフェア 「私たちの夢花壇」コンクール　出町推進協・犀川さん最優秀

24 ２月閉館の越中庄川荘 柿里（砺波）が６月再開へ

27 日程に１ヵ月の差　県内自治体 一般高齢者のワクチン接種日程

富山 19 地鳴り 勝負自体は永遠に続く　中嶋春美　６８歳（砺波市）

19 地鳴り 興奮に包まれたブルーインパルス　折橋和子　８２歳（高岡市）

20 介護施設に陰圧療養室 ケアポート庄川　クラスター発生を防止

20 たけまさ亭に消防団応援の店表示証交付 砺波市消防団

21 砺波市がイオンに電子看板を設置 サイネックス社と連携

22 砺波地区寿野球　定期リーグ戦 ２５日・高岡市営福岡グラウンド

26 越中庄川荘６月再開 砺波・柿里に事業譲渡

27 ほたるいか 砺波南部少年消防クラブの入隊式

北陸中日 9 越中庄川荘を事業譲渡 富山労済　「柿里」が６月新装開店

25 緊急事態三たび　北陸も打撃 観光業「落胆」「もう廃業」　宿キャンセル続々　キャンプ場は人気

読売 23 ユッケ食中毒１０年 届かぬ思い　抱え続け

23 生肉食中毒　続く苦しみ 後遺症再発怖い　もう口にできず

日本経済 37 富山銀、県内旅館の事業譲渡仲介 「越中庄川荘」（砺波市）の事業譲渡

２８日　水曜日
北日本 6 缶ハイボール　出荷一時停止 若鶴酒造

12 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

20 会長に武田さん 庄川町商工会

20 クマ被害防止へ　連携体制を確認 市対策会議

21 出町子供歌舞伎　雰囲気味わって 振興会　写真や映像展示

25 春の褒章　県内から７人１団体 レーヴ・エヌ美容室代表　中居由佳さん（５３）　砺波市出町中央

28 えびす食中毒１０年　「進展　何もない」 県内遺族

29 １４歳の挑戦　揺れる教委 県内　新型コロナの影響続く　時期変更や代替活動も
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富山 1 花の絨毯　満開宣言 砺波・チューリップフェア

4 ハイボールを出荷停止 若鶴酒造

23 小菊栽培に女性の力 砺波・権正寺　農機導入で省力化

23 新会長に武田氏 庄川町商工会総会

24 １０月の中文祭に意欲 佐伯中文連会長来社

24 出町推進協議会　犀川さん最優秀賞 砺波・私たちの夢花壇

26 業務や奉仕に精励　県内から１団体７人 黄綬　中居　由佳氏（５３）　砺波市出町中央

29 高齢者接種　県内６４７回　全国７番目の少なさ 国集計、実態と差？　自治体「入力に手回らず」

北陸中日 13 春の褒章　郷土の誉れ 現代の名工　初心胸に挑戦　砺波の美容師　中居由佳さん（５３）＝黄綬

13 チューリップフェア　満開宣言 運営本部　二十七日　

13 中止決まった砺波の祭り紹介 ミニ夜高あんどん展示など

24 風紋 チューリップ

読売 26 よみうり文芸 川柳　秀逸　砺波市　前田美智子

26 春の褒章　１団体と７人 髪形追求　後進も指導　黄綬褒章　中居由佳さん　５３

26 少年野球 ◆となみ野リーグ（１１～２５日）

27 ７０回目の満開 チューリップフェア

朝日 25 ７人と１団体　県内から受章 春の褒章　黄綬褒章　中居由佳　５３砺波

毎日 18 焼き肉店食中毒１０年 「誰も謝りにこない」　妻と義母亡くす　遺族の嘆き　今も

18 春の褒章 ７人１団体が受章

日本経済 28 春の褒章 北陸　◇富山　▽黄綬　中居由佳５３

２９日　木曜日
北日本 5 県市長会長に夏野砺波市長 県市長会

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 とやま四季彩々 ゲレンデ彩る　となみ夢の平スキー場

12 となみ野 村田勇気個展　ＣＩＲＣＵＭ－ＳＣＲＩＢＥ

12 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

19 カブトムシ幼虫　園児に５０匹贈る 庄川の加藤さん

19 「たけまさ亭」に表示証 砺波市と砺波市消防団  消防団応援の店

20 となみ野　防火に決意　少年消防クラブ入隊式 庄南小６年　２７人が誓い　鷹栖は５年生２５人

21 業界初の食品安全規格 「まると」ブランドのとなみ乳業組合

21 佐伯会長を再任 県中学校文化連盟　

25 春の叙勲　県内関係者 瑞宝小綬章　元富山税務署長　溝口信夫さん（７２）　砺波市豊町　瑞宝双光章　元公立中学校長　河島宗信さん（７３）　砺波市荒高屋

29 春祭り　中止　縮小　代替 新型コロナの影響　大型連休中にある県内の春祭りの主な対応

富山 2 新会長に夏野砺波市長 県市長会、森氏の後任

15 春の叙勲  県内から４０人 瑞宝小綬章　溝口信夫氏　７２歳　砺波市豊町　瑞宝双光章　河島宗信氏　７３歳  砺波市荒高屋

23 地鳴り 今年も人々に感動をくれる　樋󠄀爪都　６７歳（高岡市）

23 地鳴り 圧巻の飛行を生で初めて見る　高坂陽子　７０歳（南砺市）

23 地鳴り ６機の飛ぶ姿　写真に撮る　堺井清美　６６歳（砺波市）

23 コント 砺波・たぬき

27 文芸喫茶 第５０回記念　富山県春の短歌大会　入賞詠　佳作

27 文芸喫茶 県現代俳句協会春季大会　入選

30 火災のないまち誓う 砺波・庄南小消防クラブ

北陸中日 1 きょうの紙面 スイセン満開

14 スイセン見て　そば味わおう 夢の平スキー場　来月１、２日祭り

15 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 20 春の叙勲　４０人輝く 受章者　瑞宝小綬章　溝口信夫７２　元富山税務署長（砺波市）　瑞宝双光章　河島宗信７３　元公立中学校長（砺波市）

21 水鏡に燃ゆ 屋敷林のシルエット

朝日 21 春の叙勲受章　県内から４０人 瑞宝小綬章　溝口信夫（元富山税務署長）７２砺波　瑞宝双光章　河島宗信（元公立中校長）７３砺波

毎日 20 県内４０人受章　春の叙勲 瑞宝小綬章　溝口信夫７２元富山税務署長　砺波　瑞宝双光章　河島宗信７３元公立中校長　砺波

 ３０日　金曜日
北日本 7 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

17 栴檀野交流拠点オープン 部屋・園庭　貸し出し　栴檀野自治振興会

23 声の交差点 ゆっくり運転の勧め　高松透　５６歳(砺波市)

26 ７０年の輝き　となみチューリップフェア 感染防止対策万全に　節目の年　スタッフ奮闘　人気スポット分散　園内巡回　コロナ禍　ＧＷスタート

27 県内大雨　大山８５㍉ １０観測地点　４月最大　砺波６９．５㍉
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富山 1 県内　雨のＧＷ入り 八尾６５㍉　五箇山４８㍉　１２時間降水量、４月最大

12 旧幼稚園舎で保育やカフェ　 栴檀野の交流拠点完成　砺波

12 地元の山菜　昆布締めに 砺波で男性料理教室　砺波市栴檀山公民館

13 少年ボランティア　２５人に委嘱状 砺波署　少年警察ボランティア委嘱状伝達式

19 ＧＷ初日　コロナ、大雨　県内閑散 観光地や駅「まるで平日」

北陸中日 9 旧園舎で　マルシェ、演奏 砺波　コミュニティー施設　開所

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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