
　　　　　　　２０２０（令和２）年５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　金曜日
北日本 1 県内感染　計２００人 新型コロナ　老健施設　死者７人目

1 天地人 砺波の公園

19 ＪＡとなみ野 新世代農業の拠点に　農機センター　大規模園芸施設　完成　

19 コロナで支援要請 砺波商工会議所と庄川町商工会

20 富山の食・工芸　お届け 県西部観光社　オンライン店開設

20 新図書館の本充実を 河合さんが１００万円寄付

28 呉西交通まちづくり市民会議　要望書 公共交通に支援を

30 ７市村　休校延長 小中学校の臨時休校の状況　砺波市　５月３１日まで　　

30 国の一律１０万円　県内７市町村　月内支給 ８市町　来月にずれ込み

富山 1 感染確認１カ月で２００人 老健施設で７人目死者　県内死亡９人

1 ６市村が休校再延長 砺波　５月３１日

26 となみ野型複合経営を ＪＡ　農機センター、園芸施設完成

27 福光にホール完成 オークス、南砺で初

27 「交通事業者に支援を」 呉西地区交通まちづくり市民会議　要望書を県などに提出

32 ラベル「模倣」差し止め請求 立山酒造「４商品が似ている」　桝田酒造店「一切考えられない」

北陸中日 1 県内感染者　累計２００人 初確認から１ヵ月　死者１増で計９人

1 富山市など　７市村も休校延長 砺波市　５月３１日まで

12 介護や保育施設利用自粛者に 富山市　１万円給付方針

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３０日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

毎日 24 チューリップ壮観　ライブで独り占め 砺波・公園を配信

日本経済 31 ６６度に抑え消毒効果 若鶴酒造、飲料用エタノール

　２日　土曜日
北日本 1 げた箱にメッセージ 砺波市内の小中学校

1 県内　スマホ納税９市町導入　 電子決済　家で楽々

10 新型コロナ　リスク避け相次ぎ中止　県内 伝統の祭り・イベント　

19 ▮　砺 波　▮　チューリップ２０万本超競演 閉鎖中の公園案内　あなただけのチューリップフェア　🔍

23 声の交差点 チューリップの絆　西出郁代　７７歳(兵庫県)

24 砺波・南砺の飲食８店　 持ち帰り用弁当販売　ショッピングセンター、ア・ミューで

24 保証料や利子全額助成 市 中小企業をサポート

24 １０万円支給へ　実施本部設置 砺波市　特別定額給付金の市実施本部を設置

26 げた箱にメッセージ 砺波　児童生徒と教員　会えなくても絆強める

富山 19 地鳴り 弱者に対する人間の残忍性　安カ川仁省　６９歳（砺波市）

21 国、県のコロナ対策融資　 支払い利子全額助成　砺波市補正予算

21 児童と、はがきやり取り 市内小中学校１２校　ＨＰから課題

北陸中日 1 １０万円給付金　受け付け開始 郵便申請なら　県内６市町村のみ今月支給

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

13 医療従事者　手当を増額 砺波市　県休業協力金に上乗せ

13 目前広がる　満開チューリップ 砺波・四季彩館彩りガーデン

読売 21 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」

22 はてな？ ヒント　「フェアは来年のお楽しみに」

22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

22 おしゃべりカフェ 少しでも健康に…　（砺波市・中井愛梨２５）　　

29 砺波市補正 ５０億円 新型コロナ感染拡大の対策事業費を盛り込む

　３日　日曜日
北日本 1 県内１０人目の死者 新たに６人感染　計２０９人

3 政官　ひと模様 政府の補償対応　明確に　参院議員　柴田巧氏

11 オランダ友好協と源通さんが最優秀 私たちの夢花壇　２０２０年度「私たちの夢花壇」コンクール

12 障害者相談窓口を集約 基幹支援センターが開所　砺波圏域障害者基幹相談支援センター

17 みんなのＶＯＩＣＥ 「緊急事態の生活」　砺波市　４０代　女性　はるりとなみ

18 コロナ対策で市に３０万円寄付 オークス　南砺市

18 市が奨励金制度 中小企業の団体対象　「となみ元気創出スクラム奨励金」

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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18 民舞連大会は中止 北日本民謡舞踊連合会

18 市民体育大会も ６～７月の砺波市民体育大会を中止

富山 1 県　コロナ対策で基金 医療従事者の支援に　東京の県出身経済人提案

16 除菌液を無償提供 かまどや砺波店　容器持参で

16 散居村に犬ホテル 砺波・鷹栖　移住夫婦が古民家改装

16 コロナ終息願い焼き印　どら焼きに「アマビエ」 砺波・天野餅店

17 砺波商工会議所もコロナ対応サイト 砺波商工会議所青年部

北陸中日 15 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 21 コロナに負けるな3⃣　 動画投稿　私の使命　ユーチューバー　はじめしゃちょー　２７　（砺波市出身）

　４日　月曜日
北日本 1 新型コロナ　緊急事態　３１日まで延長 社会経済活動　一部容認

1 県内　死者１１人目 感染３人増　計２１２人

1 家庭向けスパゲティ好調 砺波市下中　「ボルカノ」

15 シバザクラ２万株彩る 新屋敷集落の岸渡川沿い　新屋敷岸渡川倶楽部

16 老木から新芽　住民笑顔　 砺波「五鹿屋のイロハカエデ」　樹勢衰え　回復に尽力

21 声の交差点 心和む新緑の季節　島田栄　７１歳(砺波市)

22 砺波　全国名水百選　枯渇危機の瓜裂清水　復活 新たな湧水口発見　

23 国産スパゲティ「ボルカノ」 外出自粛　家庭向け好調　砺波に工場　太麺生産

富山 1 緊急事態　３１日まで延長 首相きょう決定、全国対象

1 新たに男性１人死亡 県内　死者１１人、３人陽性

10 五箇山和紙で資料ケース 砺波の施設　試作、来月にも商品化

10 新図書館の本購入　砺波市に１００万円 河合さん寄付　砺波市野村島

12 空き家減少、４６０戸に 砺波市１９年度　調査以来初めて

12 国産の草分け「ボルカノ」　砺波で生産スパゲティ　家庭用急伸 業務用売り上げ激減　外出自粛で思わぬ転機

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

11 新農機センター完成 ＪＡとなみ野　砺波市五郎丸

21 家庭用パスタ　商機 外出自粛で注文続々　砺波で製造　太麺「ボルカノ」ＰＲ

読売 22 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」

朝日 1 緊急事態　月末まで延長 新型コロナ　首相きょう説明

　５日　火曜日
北日本 9 きょうもにっこり ２０２０プリンセスチューリップ 岡崎叶さん（富山市・１９歳）

16 とやまのおうち時間 「朝ごはん」　山田香織（砺波市）

16 空き家４６０戸 初の減少 砺波市 １８戸減 対策奏功

19 変わる暮らし　味気ない 緊急事態宣言延長　子どもの心・学び心配

19 ファボーレ７日再開 食品館と一部の専門店

富山 2 よもやま 砺波市長 夏野修氏 「不思議な春」に挑む

7 地鳴り スーパー銭湯 休業で残念 犀川寮明 ７２歳（砺波市）

7 地鳴り ２年に１回の同級会が中止 春川正人 ７３歳（砺波市）

　６日　水曜日
北日本 1 県 緊急事態措置延長 休業要請は一部解除

9 どら焼きに焼き印 天野餅店

15 声の交差点 成長する姿が楽しみ 砺波市 小西文子(７６歳）

16 「無観客展」ファンに勇気 ネット活用 作品紹介 ギャラリー無量で個展

17 ニュースファイル 資材置き場で廃材焼く

富山 1 休業要請 11日一部緩和 県、緊急措置は３１日まで

15 地鳴り 好きな歌聴き酒は家で飲む 北清俊一 ６３歳（砺波市）

15 地鳴り アイデア豊富 商売人に感心　藤井昭道　４７歳（砺波市）

15 地鳴り ３枚目の「遺影」 仕上がりに満足 紫藤道子 ８５歳（砺波市）

16 農産物直売所が砺波できょう開業 栴檀野地区

22 砺波で廃材焼く リサイクル業「アビリティー砺波支店」

23 「客が戻るわけでは」 休業要請緩和で県内事業者

北陸中日 1 図書館など１１日緩和 県休業要請 原則３１日まで延長

8 おうちでエンジョイ！ 手作りマスク 自分で工夫　おしゃれ心　楽しんで　砺波の音琴さん

8 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （５日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

　７日　木曜日
新聞休刊日
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　８日　金曜日
北日本 19 朝市夕市 県内 砺波市

20 ふるさとの変遷一冊に 上中野地区「学習会」 地図・写真もふんだん

26 記者ぶろぐ 砺波支社 高田莉緒奈 戻ってほしい「当たり前」

28 ４市町 施設再開へ 図書館など１１日以降 　「検討中」７市村

29 風車 ロイヤルホテル富山砺波　照明で絵柄

富山 20 地鳴り 孫の気持ちよく分かった 浦外喜夫 ７０歳（砺波市）

22 高濃度アルコール 砺波市に１００本寄贈 若鶴酒造、消毒用

22 旬の野菜 買い求め 砺波・栴檀野 直売所、今季営業開始

22 コマツナ初収穫 ＪＡとなみ野大規模園芸施設

22 コロナに負けないぞ お持ち帰りグルメ 愛されたハンバーグ 洋食／ｃａｆｅ梟（砺波市鍋島）

24 フォト彩時記⑯ 夕暮れの散居村（砺波市） 橙色にきらめく水田

読売 22 農業機械センター ６か所を砺波に集約 ＪＡとなみ野が落成式

　９日　土曜日
北日本 19 高アルコール酒１００本を市に寄付 若鶴酒造

25 声の交差点 心強い友人の存在 砺波市 村中正敏（８９歳）

26 テレワーク導入に補助 砺波　家賃補助も検討

26 情報提供など５項目要望 市議会

26 子どもの学び支援 となみ衛星通信テレビ 南砺など３市でネット充実

28 一部施設 休業解除へ 富山・滑川・砺波市と舟橋村

富山 22 ３世代同居を支援 砺波市、引っ越し費用助成

22 ３市の社協にマスク 砺波法人会

23 砺波市 事業所に１０万円 休業延長協力金を追加

23 コロナ対策で要望書 砺波市議会

23 昨年度の移住１８０人 南砺市　砺波市２４％

北陸中日 1 富山県内の市町村における給付金の申請時期、支給見通し 一覧表

5 発言 一気に開花 元気をもらえた　農業　島田栄　７１（砺波市）

12 担い続ける 「お役に立ちたい」 若鶴酒造 消毒液の代替品製造

12 砺波市も１０万円 事業者に十万円を給付する独自支援策

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （８日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

12 砺波市の１３施設も 再開する

読売 6 砺波チューリップ公園 ２０２１ まってるよ

20 ひろば 赤、白、黄 心癒され

１０日　日曜日
北日本 1 県内感染３人増　計２２１人 ３人の新型コロナウィルス感染を新たに確認

13 丹精込めた１２０点 庄川で山野草展　砺波市の庄川山草会

20 田園　輝きの春 散居　薄暮に浮かぶ　砺波市

23 外出自粛が影響　ごみ増え負担増 感染リスクに加え、家庭ごみの増加

富山 1 新型コロナ　新たに３人確認 富山市の５０～８０代男女　県内感染者、計２２１人に

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 植物見ると元気になる　戸田祐子　５７歳（砺波市）

9 コント 砺波・たぬき

北陸中日 14 ネット販売で生産者支援 県西部観光社がストア開設

14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （９日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

15 若鶴酒造が製造　消毒液役立てて 砺波市に寄贈　「砺波野スピリット６６」百本

読売 22 新型コロナ　くらしの掲示板 砺波チューリップ公園は３１日まで閉園

24 就職氷河期世代　砺波市が採用へ 「就職氷河期世代」を対象に市職員の採用試験

日本経済 7 各地の酒蔵、消毒需要に的 行政、高濃度の転用後押し

１１日　月曜日
北日本 1 濃厚接触者が銭湯利用 富山の感染男性　検査前後に２度

5 撮れたて富山　閉鎖中の砺波チューリップ公園 来年まってるよ　花に思い込め

20 試作のすき焼き提供 となみＪＣ　メニュー開発　助成

21 ニュースファイル 砺波署員を殴った疑いで男逮捕
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富山 1 自宅待機中に銭湯 富山５０代男性　陽性連絡直前　

1 県内　夏の陽気 南砺で３０．８度　半袖、マスク姿で散歩　砺波市２８．１度

9 地鳴り 生活困窮の死者　増えないか心配　 佐野嘉江  ７５歳（砺波市）

14 タイム３千株満開 砺波・高波　「ハーブ集落」目指す

15 瓜裂清水の水量復活 砺波・岩黒集落　調査と改善工事で　経験を顛末記に

15 コロナに負けないぞ　お持ち帰りグルメ 家庭で会席料理を　縁空弁当　縁空（砺波市五郎丸）

17 事件・事故 砺波署員殴った疑い

20 県の休業要請　きょう　一部緩和 再開　３密対策万全　県美術館、ファミリーパーク　アクリル板設置や一方通行

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１０日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

11 よみがえる　鉄路の記憶　西脇恵さん撮影 私鉄で唯一電化されず　12　加越能鉄道加越線・福野－柴田屋

１２日　火曜日
北日本 1 県内　新型コロナ　患者の過半数退院 感染者２日連続ゼロ

1 休業要請一部解除 県内対象施設　感染防止策を徹底

17 彩り　香り　タイムリー　アイスチューリップ楽しんで　砺波　四季彩館 園児・児童施設に贈る　球根を低温処理　開花調整

17 ３市福祉団体にマスク１万２０００枚 砺波法人会寄付

17 井上会長を再任 砺波市地区自治振興会協議会

24 田園　輝きの春 風吹き抜ける麦畑　砺波市

24 オンライン申請はきょうから振り込み 砺波市　１０万円給付

24 県民公園頼成の森　花しょうぶ祭りも 「第３５回頼成の森花しょうぶ祭り」は中止

富山 1 県内施設　静かな再開　 ファミリーパークや県美術館　コロナ休業要請緩和　飲食店は対応苦慮

22 弁当の収益金活用　病院にシールド 砺波市飲食店組合　砺波総合病院に医療用フェースシールドを贈る

22 チューリップ楽しんで 四季彩館　展示用を２５施設に

22 井上会長を再任 砺波市地区自治振興協議会総会

25 花しょうぶ祭り中止 砺波・頼成の森　コロナで初

28 南砺、砺波できょう　１０万円の給付を開始 国の特別定額給付を開始

北陸中日 12 砺波・頼成の森で予定　花しょうぶ祭り中止 「頼成の森花しょうぶ祭り」

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１１日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

13 利賀ダム工期９年延長 ３１年度まで　総事業費は４９０億円増

読売 24 漏電避けてイノシシ防ぐ 砺波　電気柵下に防草シート　般若自治振興会

25 新型コロナ 博物館、美術館　営業再開　飲食店　時短営業も解除

毎日 18 富山自慢　ネットで買える 西部観光社　ストア開設し支援

日本経済 27 ウエーブ　富山 ＬＲＴ化　うねる道程　城端・氷見線　４市にＪＲ西提案　運行主体・費用が焦点

１３日　水曜日
北日本 1 富山の高齢女性死亡 県内計１６人　感染　新たに１人

2 緊急事態宣言　あす富山など解除決定 ３４県一斉で調整

17 百歳体操　外で伸び伸び 砺波　柳瀬のお年寄り　コロナ対策し健康づくり

17 児童に代わり丁寧に田植え 砺波市出町小学校の教員２２人

21 声の交差点 懐かしい民具と方言　砺波市　山田泰子（７２歳）

22 １１月　高岡で公開授業 県推進協　会長に白江氏（砺波　出町小校長）

22 県道沿いに紫じゅうたん 砺波　タイム満開　砺波市高波の県道沿い

25 １０万円支給日程固まる　 県内市町村　重複申請に注意

富山 1 県内３日ぶり感染者 南砺の８０代男性、計２２２人

13 地鳴り 朝ドラ「エール」　コロナ禍忘れる　北清俊一 ６３歳（砺波市）

18 きときと人 来年のフェア見据え　チューリップ四季彩館企画普及係主任　三上亜紀代さん　砺波市中村

18 百歳体操　屋外で再開　 砺波・柳瀬　「おそとでいきいき百歳体操」

19 児童の稲刈り願い　先生　代わりに田植え 砺波・出町小

20 砺波市美術館でクレパス画展 ３週間遅れで開幕

20 立山町はあすから 特別定額給付　砺波市１２日から

北陸中日 12 屋外で間隔空けて再開 砺波の高齢者グループ　新栄町公民館

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

13 県推進協会長に白江さん 指定校に高岡の五位中、千鳥丘小

読売 26 よみうり文芸 短歌　砺波市　井上房子

26 きれいな花　楽しんで 砺波・四季彩館　施設に寄贈

27 児童の分も田植え 砺波の教諭　砺波市立出町小学校
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１４日　木曜日
北日本 1 昼の外出自粛あす解除へ　県方針 休業要請は縮小　５指標で緩和判断

17 朝市夕市　県内 砺波市

17 元気な赤ちゃん産んで 市健康センター　妊婦にマスク配布

富山 1 自粛あす一部緩和 県が独自基準公表　新型コロナ出口戦略　月内にも全面解除

20 妊婦に使い捨てマスク５０枚配布 砺波市健康センター

20 ロビー展 山本正喜さん「水彩画展」　北陸銀行庄川支店

22 「さつき見舞い」の作業着など展示 砺波民具展示室

23 紙風船 伝わる教育者の熱意　砺波市の小中学校

23 事件・事故 駅員に暴行疑いで逮捕　高岡署

北陸中日 1 県　昼間外出あすにも解除 緊急事態自粛要請　緩和行程を提示　判断指標に５項目

12 コロナ禍の中で 妖怪アマビエ　和菓子が人気　砺波・天野餅店　どら焼き

12 砺波市　妊婦にマスク 配布開始、本年度中は継続

12 冷凍チューリップ　園児へ 休館中の四季彩館　「心の癒やしに」

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１３日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

日刊工業 25 開発の舞台裏　第３２回　中小企業優秀新技術・新製品賞　 りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社共催5⃣　優秀賞　老子製作所

１５日　金曜日
北日本 1 首相「再指定あり得る」　新型コロナ 緊急事態　富山含め３９県解除

5 感染防止へ共同宣言　県と１５市町村　テレビ会議 生活再建に連携　マスク券配布　複数同居世帯に追加

5 市町村長の主な意見 地域の足確保／検査速やかに／自治体病院支援

19 列車待つ間　俳句鑑賞を 廣橋さん　砺波駅に短冊　１５年間　毎月展示

24 会長に麦谷氏（大門） 県高校教頭会

27 学びや　声もうすぐ　小中学校 高岡・魚津・氷見・射水・朝日・上市・立山　１８日以降に分散登校　砺波・小矢部・舟橋も検討

富山 1 富山含む３９県　解除　新型コロナ緊急事態 首相「再発令あり得る」　８都道府県、２１日にも判断

1 県が休業要請緩和 １０施設８０５事業者は継続　日中の外出、自由に

3 コロナ対策で初の共同宣言　 県と１５市町村で採択　感染防止、社会経済活動を両立

3 マスク購入券追加配布 複数世帯同居対象に　１８日から受け付け

20 キウイの花満開　砺波・安川 坂井さん農園、授粉開始

20 墨の線とにじみの前衛的な書１９点 砺波で時女さん作品展

22 わが家 潟沼みや子さん（６６）　秀太さん（１４）　あかりさん（１１）　絆輝君（８）　細川励さん（２０）　叶夢さん（１２）

22 会長に麦谷氏 県高校教頭会

26 コロナ支援　施策に特色　県内市町村 バラエティ富み　アイデアの山　祖父母に１万円　学生にパックご飯

北陸中日 1 富山　自粛大幅緩和 休業要請　１０業種に縮小　酒提供は午後９時まで

12 コロナ禍の中で 感染防止へ共同宣言　知事と１５市町村長が採択　テレビ会議　

12 障害専門機関へ橋渡しを 砺波、小矢部、南砺の３市　圏域センター開設

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１４日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 25 感染拡大防止へ　自治体共同宣言 県と１５市町村

毎日 22 感染拡大防止へ連携強化 県と市町村　テレビ会議で確認

日本経済 31 自販機　ＡＩ使い効率補充 売れ筋予測、勤務日数削減　北陸コカ・コーラボトリング　稲垣晴彦会長

１６日　土曜日
北日本 19 議長に山本善氏　副は雨池氏 臨時砺波市議会　正副議長選挙　１５日

19 ９月に教委を本庁舎移転 市議会全員協議会　１５日

19 副幹事長に島崎氏 市議会自民会　役員人事　１５日　

26 文化会館再開 砺波１８日から

28 飛沫防止 市民課窓口に設置された飛沫防止の　アクリル板

28 ６市町村　分散登校 富山市検討中　滑川市２１日から学校再開

29 富山大和　１８日再開 イオンモール２店も

富山 1 イオンモール２店も１８日から 高岡、となみ

21 砺波市議長に山本氏 副議長は雨池氏選出　砺波市議会　臨時会　１５日

21 ９月に市教委移転　庄川から本庁舎に 市議会全員協議会　１５日

21 チューリップ公園　２５日から再開 ２５日から開園

21 小中学校の再開決定　各市町村 分散登校などによる小中学校の再開を決める

27 「何のために練習を」　夏の甲子園、中止の方向 県内球児、指導者ら無念　
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北陸中日 12 分散、段階登校日　決まる 来月１日　通常授業へ

12 議会だより １６日 砺波市　臨時会

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１５日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

25 自粛緩和　歓迎と不安と 閉塞感が薄れ楽に　客足は　感染拡大は　県内の声

25 感染防止策しっかり準備 大型商業施設　再開へ

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 １０万円給付　県内でも開始 郵送分　舟橋村から

毎日 20 子どもたちにチューリップ 砺波・四季彩館が贈呈

１７日　日曜日
北日本 1 予防を優先 人出まばら 県内 外出自粛緩和後 初の週末 店側は対策徹底

11 料理店情報SNS発信 となみ元気道場

18 みんなに届け元気玉 砺波のストレッチスタジオが動画 アスリート生徒ら応援

18 本年度内に砺波大会 北陸信越商議所青年部

富山 16 児童生徒１４人に図書カード贈る となみセントラルLC

17 オンラインで動物観賞 砺波のカフェ 小矢部の髙地さん 生態、特徴を説明

17 砺波のアイジュがマスク２万４千枚 貿易会社「アイジュ」

17 西森組は除菌水 砺波市に寄贈

17 砺波市に３０万円寄付 天正富山

18 アユのうるかでピザ 「大人の味」看板メニューに 道の駅庄川

北陸中日 14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１６日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

１８日　月曜日
北日本 1 県内新たな感染者なし １７日　午後５時時点

2 「圏域」構想記載見送り 地制調答申素案　地方反発　法制化困難

2 けさの人 県高体連会長に就いた砺波高校長　今堀俊彦さん　前を向けるよう支える

14 授業に新聞どう生かす　 県ＮＩＥ推進協　白江会長（砺波市出町小校長）に聞きました　課題考える機会に

20 北日本新聞販売店　第４８回永年勤続表彰 吉田恒三（砺波東部）　藤田准子（砺波東部）　武部清子（砺波東部）

富山 13 高齢者宅の不要品処分 砺波の介護用品業者　終活をサポート　小野医療器

13 砺波市の氷河期世代採用 応募７９人、４０倍の競争

北陸中日 8 大人の味　アユ塩辛ピザ 道の駅庄川　新商品

9 ありがとう　砺波図書館 臨時休館中、月末閉館へ　老朽化で移転新築

9 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１７日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

9 砺波の若者　持ち帰り飲食店応援 食べた感想　ＳＮＳ紹介　「となみ元気道場」

読売 21 ＳＨＩＧＯＴＯ―ＢＩＴＯ　仕事びと 大花壇披露　来年こそ　砺波市花と緑と文化の財団　企画普及係　三上亜紀代さん

１９日　火曜日
北日本 1 県立高２１校と高岡・射水・氷見　小中学校 分散登校始まる

13 マスク・図書カード贈る となみセントラルＬＣ　市通じ困窮家庭へ

13 マスク３万枚　高岡市に寄付 砺波・南砺市にも各１万枚　靴下・レッグウェア製造の助野

13 市に除菌水２００㍑ 西森組　砺波市高波の建設会社

19 声の交差点 改憲よりも護民を　上野亮平　７７歳(砺波市)

22 富山大和・イオンモール再開 「日常　戻ってきた」　買い物客　密集避け

富山 1 県内で分散登校開始　 高校と高岡・射水・氷見の小中　大和、イオンモール営業

13 コント 砺波・たぬき

13 地鳴り ウツギの花に亡き姉を思う　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

16 イチ押し 香りとうまさが一体　田園の食卓ノエル（砺波市野村島）　スペシャルオムライス

18 各地で善意　マスク寄贈　 助野　高岡市の靴下製造業　砺波市にマスク１万枚寄贈

19 金賞に沖さん（射水） 砺波　高波チューリップフォト

19 障害者の総合窓口　相談センター始動 砺波圏域障害者基幹相談支援センター　砺波総合庁舎

北陸中日 1 県内　分散登校始まる 県立高と高岡・射水・氷見の小中

7 かがやき新世代 五島書店　渋谷康佑さん　「何でも扱う」３代目

13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１８日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

23 県内商業施設　相次ぎ営業再開 日常へ　マスクと共に

読売 24 我が家の避難　計画表に 砺波市が全戸に配布　「砺波市マイ・タイムラインシート」
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２０日　水曜日
北日本 1 新規感染　死亡ゼロ 県内　２日ぶり　感染者累計２２７人

6 コロナ危機を語る 北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦氏　新常識で戦略見直し

12 北日本歌壇の集い 砺波市 中井溥子

17 アユの塩辛ピザいかが 道の駅庄川が考案　発売

17 アイジュは市に２万４０００枚 貿易業のアイジュ（砺波市東石丸）　医療用マスクを寄付

22 打ち克つ！　新型コロナ ３世代世帯にマスク　砺波市　全児童と園児にも

22 福祉施設へ２０万円交付 追加支援策発表　８件　

22 となみ散居村マラソン延期 第７回となみ庄川散居村縦断マラソン　来年１１月に延期

25 県内で地震頻発 岐阜・長野震源　富山市は震度２　砺波市　震度１

富山 19 子どもにマスク１０枚 砺波市　学校再開の不安解消　三世代同居　３千世帯も

19 事業所の家賃補助２０万円 砺波市議会臨時会　１９日

21 事件・事故 建造物侵入疑いで逮捕

北陸中日 12 となみ庄川散居村縦断マラソン　来年１１月に延期 第７回となみ庄川散居村縦断マラソン

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１９日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

12 議会だより １９日 砺波市　臨時会

13 子ども用マスク配布へ 砺波市　品薄、全児童や園児に

２１日　木曜日
北日本 1 ６０代以下　初の死者 富山の男性　県内感染死２１人

17 朝市夕市　県内 砺波市

17 コロナ対策に使って 天正富山が市に寄付

18 長～く楽しめる　チューリップ 独自のドライフラワー考案　高岡の今城農園

18 持ち帰り料理販売 ９飲食店　２３日から月内４回

23 声の交差点　☆ジュニア ４日間だけの登校　藤井孝成　１４歳(砺波市)

24 県ＰＴＡ広報紙コンクール 最優秀　小学校は大島　中学校　福野　地区　高岡市連絡協

24 来年１月オペラ上演 県芸文教　本年度事業　２月に洋楽公演

富山 13 地鳴り 花の持つ力で癒やしや潤いを　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

19 富山新聞文化センターだより 専任講師に聞く　富山シティバレエ団の魅力　晴れ舞台へ、より美しく

23 散居村マラソン中止 砺波　「第７回となみ庄川散居村縦断マラソン」

北陸中日 11 砺波市内空き家　初の減少 １９年度末　所有者声掛け一因か

11 「市バンク　安心感」 犬ホテル開業の夫婦　砺波市鷹栖の空き家を活用

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

11 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２０日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 22 自宅で介護予防体操 自治体　テレビ放映やパンフ配布　３密避けて屋外で活動　「いきいき百歳体操グループ」

22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 23 新型コロナ 米購入券・小中校の給食費無料化…　広がる　自治体独自支援策

２２日　金曜日
北日本 1 県内３日連続　感染ゼロ ２１日　午後５時

4 「第三の候補」消える 米原氏　野上氏擁立実らず

4 市と連携しコロナ対策 砺波市議会　正副議長が来社

5 庄川水系の堤防　整備完了率８２％ 国土交通省富山河川国道事務所

12 金曜ｍｅｅｔｓ　ｖｏｌ．１９３ マイ富山ライフ　ダニエル・フォルブレヒトさん(砺波市庄川町金屋)　地域貢献　消防団に参加

12 飲食店・宿泊施設応援キャンペーン　集まれ!おいしい気持ち。 店舗一覧(エリア別)

17 ７０年前の民具・方言　紹介 郷土資料館が冊子発行　「伝えたい民具と方言」

17 きょうもにっこり 「テイクアウトマルシェ砺波」を企画したイタリア料理店オーナー　瀬谷昌宏さん

21 声の交差点 稲作肥料と海洋汚染　高田建一　６３歳（砺波市）

21 声の交差点 １歳児　外出の意義　舘祥子　３７歳(砺波市)

22 郵送申請初日１４３６件 砺波市　「特定定額給付金」

富山 3 知事選　２０２０ 自民県連常任総務会　石井氏か新田氏推薦　第３の候補擁立せず

18 砺波の弁当　おいしさ発信 「元気道場」ＳＮＳで　

18 ２３、２４日　和洋中ずらり　 オリーブの木　富山トヨタ砺波

19 新型コロナ支援策　「何度でも臨時会を」 砺波市議会正副議長

19 ２７日から振り込み 砺波市、郵送申請受付

21 富山風雪賞　一隅を照らす　④ フッ素予防に生涯かける　富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク代表　山本武夫氏

25 新しい学校生活様式へ工夫 体操服で登校、清潔に　砺波市出町小
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北陸中日 13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２１日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 23 ユッケ食中毒　早期起訴要望 被害者弁護団が意見書

２３日　土曜日
北日本 1 緩和レベル当面維持 知事　次の段階「状況見て判断」

1 ４日連続で感染者ゼロ ２２日

22 半世紀ありがとう　砺波図書館 月末閉館　１１月に移転新築　寄せ書き募り「花束」に

富山 1 全面解除は来週以降 県の自粛、休業要請　石井知事　「感染状況見極める」

20 中越レース工業がマスク１万枚寄贈 砺波市に　

20 保護眼鏡２５０個 砺波ＬＣ、南砺市に

24 地鳴り 外出自粛で寂しい誕生日　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

24 コント 砺波・富之助

北陸中日 13 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２２日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 富山城など測量図や出土品　新湊博物館 企画展「射水の白　神保の城」

13 砺波市に１万枚 中越レース工業

13 医療用のゴーグル２５０個 砺波ＬＣ、南砺市に寄贈

25 「元社長ら速やか起訴を」 えびす食中毒で被害者弁護団

読売 22 ひろば　 子どもの水遊びにも　（砺波市・大谷由香５４）

22 来訪（２２日） 北陸支社

２４日　日曜日
北日本 1 ５日連続で感染者ゼロ 県内　死者もなし　２３日

13 頑張る飲食店応援 国道１５６号付近　マルシェに車列　「テイクアウトマルシェ砺波」

13 市にマスク１万枚寄付 中越レース工業

13 医療用眼鏡２５０個 南砺市に砺波ＬＣ

19 声の交差点 オンライン帰省満喫　犀川啓子　７８歳（砺波市）

19 みんなのＶＯＩＣＥ 「大相撲夏場所中止」　砺波市　７０代　渡辺耕一

22 はじめしゃちょーさん医療従事者支援 １０００万円を寄付

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

6 地鳴り 最後のベトナム訪問が今の夢　春川正人　７３歳（砺波市）

6 地鳴り 今年５回目の山菜採りに　犀川寮明　７２歳（砺波市）

16 チューリップやハート評判に 光のアート　心和ませ　コロナ休館中、週替わりで　ロイヤルホテル富山砺波

16 黄金色の穂揺れる 砺波・上中野に「麦秋」

17 持ち帰り料理多彩に 砺波　国道１５６号でドライブスルー

18 フォト彩時記㉘ 輝く若葉と清流に一息　新緑の庄川峡谷（砺波市）

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２３日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 わくわく店の味 砺波の１４飲食店ドライブスルー　「テイクアウトマルシェとなみ」

２５日　月曜日
北日本 1 感染者なし　６日連続 県内　２４日

17 農薬散布ドローン製作 砺波の坂本さん　ラジコン趣味生かす

17 牛岳安全に楽しんで 砺波登高会が登山道整備　「牛嶽ふるさと歩道」で草刈り

17 石田君（砺波北部小３）金賞 高波チューリップ写生大会

17 献納の「富富富」田植え 庄川　早乙女姿で中学生５人　砺波市庄川町示野

24 県内８地点で夏日 秋ケ島２９度　砺波２８．４度

富山 7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

7 地鳴り 椎名道三構築の用水路を見学　 黒田和也 ４３歳（砺波市）

12 早乙女が「富富富」植え 砺波・庄川中　新嘗祭へ豊作祈願　砺波市庄川町示野

13 冊子で民具、方言紹介 砺波郷土資料館が発刊

13 牛岳登山道で草刈り 砺波登高会　入山シーズンへ　「牛嶽ふるさと歩道」で草刈り

14 スカイウォーク　お披露目 砺波チューリップ公園　きょう開園

北陸中日 8 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２４日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

9 砺波　新嘗祭へ田植え祭 「富富富」苗　早乙女丁寧に　砺波市庄川町示野

9 牛岳の登山道を砺波登高会草刈り 二十四日

２６日　火曜日
北日本 1 自粛・休業　２９日解除　新型コロナ　県方針 夜間外出　自由に　感染対策の徹底前提

1 県内感染　７日連続ゼロ ２５日

6 若鶴酒造の消毒液代替品 酒税免税販売スタート
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23 野生イノシシ　豚熱拡大 新潟など３府県でも　県内は１１市町で確認

富山 4 消毒用エタノール　酒税免税で供給 若鶴酒造

21 手作り遊具で森の冒険　県砺波青少年自然の家 ターザンロープ、木登り、そり　来月から屋外活動メニューに　

22 氷見　バラ鮮やか　来園者を魅了　砺波 ６０品種が見頃　県花総合センター

23 チューリップ公園　１カ月半ぶり再開 「チューリップスカイウォーク」が利用可能

北陸中日 1 きょうの紙面 県花総合センター　バラ見ごろ

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２５日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 バラ　色とりどり 砺波・県花総合センター

毎日 18 速やかに起訴を　弁護団が意見書 焼肉えびす食中毒

日本経済 29 高濃度エタノール値下げ 若鶴酒造　飲用不可で免税対象に

２７日　水曜日
北日本 1 夏休み１２日間に短縮 高岡　射水　氷見　砺波　小矢部　小中学校８月８～１９日

1 ８日連続感染ゼロ 県内　２６日

5 ’２０秋　知事選 「党員投票すべき」「一本化図って」　注文続出　難しいかじ取り　自民県連　県西部政調会議　分裂の様相を懸念

5 コロナ第２波に備えを 影響聞き取り　産業や災害対策要望

17 打ち克つ！　新型コロナ 一緒に乗り越えよう　中国画家から激励の書　砺波　日中交流協会に届く

17 雇用調整助成金　商議所で相談会 来月4日も開催　砺波商工会議所

23 ニュースファイル 建造物侵入疑いで少年逮捕　砺波署　２６日

富山 1 夏休み短縮で授業確保 高岡、氷見、砺波、小矢部１２日間

1 県内感染ゼロ続く ８日連続　２６日

2 知事選　２０２０ 自民県連・砺波ブロック政調会長会議　推薦巡り注文続々

20 助成金の申請　個別相談で支援 砺波商工会議所

20 創立５０年式典中止 となみ青年会議所（ＪＣ）

21 終末期の医療・福祉施設　「ものがたりの街」上棟 砺波・太田　１１月に完成予定

23 事件・事故 建造物侵入容疑の少年逮捕

27 富山駅前　複数人暴行か 容疑で砺波の２９歳男逮捕

北陸中日 7 高濃度エタノール液　酒税免税販売を開始 若鶴酒造　「砺波野スピリット６６」

12 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

13 ひとり親家庭に給付金 高岡市、事業者の水道料減免　砺波市も

13 小中　夏休み短縮 砺波市も

13 医療・福祉の拠点　１１月開所へ 砺波　「ものがたりの街」上棟式

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

23 新型コロナ 全市町村　夏休み短縮検討　本紙アンケ　学習時間確保へ

23 バラの香ふわり 砺波市高道　県花総合センター

23 米原県議　保守分裂回避訴え 知事選推薦候補めぐり

２８日　木曜日
北日本 1 県内で1人死亡 ９日連続感染者ゼロ

1 県内制限　あす解除 ２９日、外出自粛や休業要請を全面解除

12 北日本文芸 歌壇　 俳壇　柳壇

17 朝市夕市　県内 砺波市

17 終末期用住宅や診療施設上棟式 社団法人　ものがたりの街

23 声の交差点 孫と過ごした日々　 砺波市　武部幹夫(７９歳)

23 声の交差点 耐えてこそ麗しく　砺波市　小西文子(７６歳）

24 台湾誌　県西部の魅力紹介 コロナ収束後　観光振興に期待

24 新型コロナで中止相次ぐ となみＪＣ５０年式典　となみ青年会議所創立５０周年

24 新型コロナで中止相次ぐ 牛嶽大明神例大祭　牛嶽大明神の奉賛会

25 ニュースファイル 女子高生突き飛ばした疑いで男逮捕　富山中央署

26 富山市は夏休み１０日間 小中学校　８月８～１７日　

富山 1 ９日連続で感染者ゼロ　 県内の新型コロナ　１人死亡、２２人目　県、あす自粛全面解除

15 地鳴り 危機の中で愛を感じる　紫藤道子 ８５歳（砺波市）

23 塩麹で免疫力アップ 砺波・やなぜ苑　職員の昼食に弁当

23 旧中越銀行の意匠　歴史パネルで紹介 砺波郷土資料館

24 初の赤字予算編成 チューリップフェア中止響く　砺波市観光協会総会

28 富山市　夏休み１０日間　１１市町村で短縮 ９市町村が部活１日再開

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２７日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人
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読売 11 砺波の方言、民具伝えたい 郷土資料館が冊子作製

11 砺波市観光協収支　１０７５万円赤字見込み チューリップフェア中止

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

２９日　金曜日
北日本 1 外出自粛・休業要請　解除 県外移動は段階的緩和　県指標下回る　感染対策徹底を

1 １０日連続感染ゼロ 県内　２８日

2 けさの人 砺波市議会議長に就いた　山本善郎さん　行政と力合わせる

19 採掘跡への山道整備　庄川「金屋石を語る会」 ２年かけチェーンや階段　新たな観光スポットに

25 声の交差点 青色のライトアップ　山東徳子　７８歳（砺波市）

富山 1 富山の自粛　全面解除　 県外移動、大型催し　段階的緩和

1 感染者ゼロ　１０日連続 県内の新型コロナ　２８日

20 給食、段階的に再開 砺波市教委

20 コロナ支援策一目で 広報臨時号　「広報となみ臨時号」を発行

21 金屋石採掘場跡に登山道 砺波・語る会が鎖場設置

北陸中日 1 県内　きょう全面解除 外出自粛と休業要請

12 部活動や給食を段階踏み通常に 砺波市

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２８日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

朝日 19 新型コロナ 夏休み短縮　県内相次ぐ　富山市小中は１０日間

３０日　土曜日
北日本 1 １１日連続感染なし 県内　２９日

5 会期・質問　短縮相次ぐ　 県内議会　コロナ対策試行錯誤　チェック機能低下懸念

6 フロントライン　富山けいざい 酒造会社の消毒液代替品　⑯　規制緩和　増産後押し

6 フロントライン　富山けいざい 県内　生産メーカー相次ぐ

21 鮮やかバラ見頃 県花総合センター　砺波市高道

21 議会日程 砺波市

26,27 新型コロナ　県内「ステージ１」　データでみる　感染確認から２ヵ月 見えぬ敵　闘い続く　始まる新しい日常

33 車同士が衝突　南砺の女性死亡 金沢

富山 1 感染者ゼロ　１１日連続 県内　２９日

23 地鳴り 孫の応援ができず残念　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

25 砺波図書館あす閉館 新図書館へ移転準備

26 シャクヤク　咲き誇る 砺波・頼成の森

30 砺波の小学校　再開前に全員登校 密避けて　新しい学校生活　マスク、体操服…廊下が教室

31 金沢の県道、車正面衝突 南砺の６８歳女性死亡

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （２９日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

13 黄金色　豊作の麦秋 砺波で刈り取り

25 金沢の県道　車衝突　南砺の女性が死亡 砺波の女性は重傷

朝日 23 ３密避け映画　車でゆったり 富山　「ドライブインシアター」

３１日　日曜日
北日本 1 ’２０秋　知事選 自民県連　石井氏推薦を検討　あす都内で幹部会合

1 ３市村　平日授業時間増 コロナ休校　学習遅れ対応　１０市町が「検討中」

3 社説 砺波の「瓜裂清水」再生　枯渇防いだ住民の熱意

12、13 郷土検定　第１５回　越中富山ふるさとチャレンジ 優れた県産品の魅力発信　富山県推奨とやまブランド募集

14 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

22 とやまｗｅｂｕｎランキング ２３～２９日 ③テークアウト料理人気　砺波でドライバー行列（２３日）

23 みんなのＶＯＩＣＥ 「甲子園のない夏」　砺波市　３０代　男性

24 県内６ＪＡで総代会・総会 佐野組合長を再任　となみ野

24 ＪＡとなみ野生産組合　特産ニラ出荷作業開始 過去最高販売額目指す　ＪＡとなみ野アルギットにら生産組合

富山 1 新型コロナ　県内１２日連続感染者ゼロ 県内　３０日

2 コロナ対策　給与、手当の対応 富山市議　事実上削減せず　市長は期末手当を全額カット

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 野菜振興など確認　各ＪＡ 佐野組合長を再任　ＪＡとなみ野　役員改選

17 オリジナル弁当を　ドライブスルー提供  砺波で１１飲食店　 「テークアウトマルシェ」　３０日

18 アルギットにら出荷 ＪＡとなみ野　高温対策で品質向上　ＪＡとなみ野アルギットにら生産組合

北陸中日 1 きょうの紙面 わがまちの偉人　山本稔

10 わがまちの偉人　17　通年観光　花の名所に 山本稔　１９４９～２０１９年　元砺波市五谷観光企業組合代表理事　
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10 タマネギ生産量　初の１万㌧突破 ＪＡとなみ野　総代会

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３０日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

11 アルギットにら　かむほど甘い 海藻を肥料、南砺で初出荷

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

25 海藻ですくすく　南砺でニラ出荷 ＪＡとなみ野　苗島農産物出荷施設

25 正面衝突　６８歳死亡 金沢市荒山町の石川県道

朝日 19 １１０・１１９ 富山・石川県境付近で死亡事故

毎日 20 地元の味「うるかピザ」登場 砺波・道の駅庄川で販売

＊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

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。
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