
　　　　　　　２０２１（令和３）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　土曜日
北日本 1 高齢者向けワクチン  来月末まで全員分配送 県内２３万人  政府通知  ７月接種完了要請

13 跡治さん(富山)天位 県現代俳句協会春季大会  入選

21 「フェア１５万人程度」 市長見通し  「第７０回となみチューリップフェア」

21 「物腰柔らかい調整型の人」 富山市長を評価  夏野市長

21 新鮮な山菜  昆布締めに 男性向け料理教室  砺波市栴檀山公民館

23 ワクチン接種  日程見通し発表 個別予約６日以降  一部医療機関  砺波市

30 県人口１０３万人割れ １９７０年以来  市町村別の人口

富山 29 砺波チューリップ公園  旧タワー、屋外ステージ ２９日お別れイベント  市民が装飾、コンサート

29 集団接種予約２２４０件 ８月２２日まで埋まる　新型コロナウイルスのワクチンの集団接種

29 砺波図書館、中国のデザイン審査で銀賞 中国の建築サイト主催「国際設計ＧＬＯＢＡＬ　ＤＥＳＩＧＮコンクール」

29 スイセン２０万本満開 砺波・夢の平スキー場  花文字くっきり  きょうそば祭り

34 高齢者ワクチン  ６月末までに配送 政府  市町村ごとの量通知  ７月末接種完了を要請

35 「最初」のチューリップフェア  写真見つかる 西井さんが保管  第１回の前年  昭和２６年  知事、出町芸者衆  ＧＨＱを歓迎

北陸中日 12 コロナ響き前半入場  半減 一昨年同期比  チューリップフェア

20 ひろば 砺波市・西東百合子８２

20 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

日本経済 35 映える！  砺波チューリップ公園(富山県砺波市） 赤・白・黄…広がる地上絵

  ２日　日曜日
北日本 1 花鮮やか　連休彩る 県内行楽地に人出

1 天地人 となみチューリップフェア

15 せんだん山そばに笑顔 夢の平スキー場　スイセン見頃

18 とやまｗｅｂｕｎランキング ⑤缶ハイボール一時出荷停止　若鶴酒造（２７日）

23 新型コロナ　富山市の学校　クラスター 県内新たに１４人感染

富山 12 ほくりく散歩道　チューリップフェア（砺波市） ルノワールの絵の中へ　絶景お見事、立山も望む

15 スイセン、そば満喫 砺波・夢の平で祭り　２０万本が見頃

16 フォト映え‼　とやま新景① チューリップ公園（砺波市）　ツインタワー　３００万本に新旧ツーショット

16 北部・庄川がＶ 第４２回砺波市春季学童野球大会

18 地鳴り お墓参りで感じたこと　犀川寮明　７３歳（砺波市）

18 地鳴り 満たされた百歳体操　紫藤道子　８６歳（砺波市）

18 地鳴り　イラスト 咲いた　咲いた　いつもの春　伊藤敏江（砺波市）

20 富山　学校クラスター コロナ　教員、学生５人感染

北陸中日 1 富山市内の学校で５人のクラスター 新規感染は１４人

11 撮影スポット、「大谷」眺望、オムライス・・・ 楽しみ方　色とりどり　チューリップフェア

11 ゲレンデ広々　そば格別 夢の平スキー場　スイセンと楽しむ

23 ５連休初日　遠出「自粛」 県内　新幹線、観光地も人出減

  ３日　月曜日
北日本 5 読者写真コンクール　４月の入選作 【最終選考進出者】　小幡勝義（砺波）

17 「密」避け太極拳で健康に 種田公民館が新講座

17 少年警察ボランティア 【砺波署】

22 熱戦　コート駆ける フラット杯ミニバスケ

富山 5 地鳴り 空に大きなハート　心にしっかり刻む　安井紀美子　６７歳（高岡市）

5 地鳴り 夫婦で見た感動の景色　小倉慶子　７６歳（砺波市）

10 魔法の世界　本で体験 砺波図書館で企画展　「魔法の図書館」

11 砺波・出町で写真展 役者の熱演捉えた３６点　子供歌舞伎の魅力伝え

12 金のえびすと大黒像 高岡銅器鋳型で　砺波の彫刻家　小松の九谷焼作家依頼

13 優良自営者ら表彰 県農業教育振興会

北陸中日 11 チューリップフェア　懐かしい想い出写真 砺波の会場　２００点展示

  ４日　火曜日
北日本 19 カラオケ店でクラスター 新型コロナ　県内新たに１１人感染

富山 7 地鳴り ウィズコロナのフェア成功祈る　今家徹之　６５歳（滑川市）

7 地鳴り 空に舞う姿に歓声と拍手　石黒陽子　８４歳（砺波市）

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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7 地鳴り 問題山積する高岡どうする？　山田美知子　７６歳（高岡市）

13 功労の７個人３団体を表彰 砺波市防犯協

19 富山市でクラスター カラオケスナック　県内１１人新規感染

北陸中日 1 カラオケスナック店　クラスター 県内２２例目　１１人が新たに感染

10 チューリップフェア７０年の歩みをたどる 砺波で企画展

10 チューリップ形色画用紙に 砺波図書館で市民のお薦め本

読売 19 コロナ１１人感染 富山でクラスター

朝日 15 ゲレンデ　春色 「となみ夢の平スキー場」のゲレンデ　スイセン

  ５日　水曜日
北日本 1 チューリップフェアに２万６０００人 青空に誘われ

13 ジャズの音色　軽快に響く 社会人バンド　「スプリング・スウィング・パーティー」

13 親子が新緑の里山散策 頼成の森　森林の役割学ぶ

18 今年初のＢランク 魚津で春型蜃気楼

21 県内の患者１人死亡　 新型コロナ　新たに９人感染

富山 18 庄川水記念公園　市と保存会協力 桜の名所　再整備　長命のエドヒガンを植樹

19 会期中最多　２万６０００人入場 となみチューリップフェア　きょう最終日　咲き競う花を観賞

19 新旧タワー　手のひらに ＳＮＳに投稿続々

19 ヘッドマークに花と立山 ＪＲ城端線　中学生がデザイン

20 八尾さん優勝、ＢＧ 富山新聞社長杯ゴルフ　２位に中澤多加志さん＝砺波市小島

24 県内コロナ１人死亡 計３０人に、新たに９人感染

北陸中日 1 にぎわい　少なめ　ＧＷ終盤 ４日　「となみチューリップフェア」

5 発言 会えぬ友　メール交流楽しみ　上野亮平　７８　富山県砺波市

9 汗ばむ陽気　行楽地は チューリップフェア

9 ハットリくん列車　チューリップ仕様 城端線　チューリップ号のヘッドマークを付けた忍者ハットリくん列車

19 県内１人死亡　９人新規感染 富山県　四日　砺波市の六十代女性

読売 25 コロナ９人感染 １人死亡

　６日　木曜日
新聞休刊日

　７日　金曜日
北日本 6 若鶴酒造が最高賞 米の国際品評会　昨秋限定発売　シングルモルト　「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション２０２１」

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 となみ野 村田勇気個展　ＣＩＲＣＵＭ‐ＳＣＲＩＢＥほか

13 とやま×私×フォト 「あれ？　タワーが４つ」　えつこばーちゃん（砺波市）

23 コロナワクチン　いよいよ 個別接種　２５日開始　一部　きょうから予約

23 「無事終わり  良かった」 フェア終了で砺波市長

27 ニュースファイル 盗撮疑いで介護士逮捕　砺波署

28 来場５４％減　１４万８０００人 チューリップフェア閉幕

富山 1 朝乃山　１３勝以上でＶを チューリップの反物贈る

3 本社来訪　６日 高岡支社　砺波総局

4 米国コンテストでウイスキー最高賞 若鶴酒造　「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ」

18 すこやか育児 山田秋奈さん  ＝砺波市庄川町青島　次女　梨愛ちゃん

23 ２５日から個別接種 砺波市、２５機関で

23 自民会が１４人　無会派４人 砺波市議会

23 旬の野菜買い求め 砺波・栴檀野　直売所が営業開始　「せんだん野　地場産農産物直売所」

23 リレー法話で　コロナ収束祈念 砺波・光圓寺で１０日　「世の安穏を願う法要」

24 富山新聞文化センター 温かみある絵手紙並ぶ　砺波でイオンモール教室展　「心を繫ぐ絵手紙教室」作品展

24 富山一が全国切符 第８回全国高校７人制ラグビー大会県予選

25 となみチューリップフェア　最終日も満開楽しむ 入場者、感染拡大前の半数　１４万８千人訪れ

25 「体験イベント復活を」 砺波市長来社、来年へ意欲

25 事件・事故 スカート内盗撮の疑い　砺波署

26 地鳴り ホタルイカのお造りに舌鼓　比留間玲子　６７歳（砺波市）

26 地鳴り 生家のコイ２匹　ひとしおの思い　北清俊一　６４歳（砺波市）

26 コント 高岡・しんしんちゃん

北陸中日 13 チューリップフェア閉幕 入場者　合併後で最少

13 プリンセス　有終の美 ２０２０プリンセスチューリップ

13 庄西中吹奏楽部　締め となみチューリップフェア最終日　トリのチューリップコンサート
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13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 20 ＳＤＧｓ推進で連携 南砺市　北陸コカ・コーラと　ＳＤＧｓの推進に関する包括連携協定

20 来訪　６日 北陸支社　富山支局

21 となみチューリップフェア 自粛ムード　入場者半減

毎日 22 ギャラリーだより 砺波市美術館連携企画展示「魔法の図書館」

　８日　土曜日
北日本 22 南砺市　福野に児童精神科 来月開院　砺波医療圏初　子どものケアの拠点に

22 井上会長を再任 市地区自治振興会協

22 つなぐ　希望の炎　富山の聖火ランナー 富山との縁に感謝　走行区間　砺波市　石黒浩也さん（４８）　東京都

26 名古屋線乗客に化粧品プレゼント 加越能バス　じゅん（砺波市豊町、石野數行社長）が協力

29 接種完了前倒し困惑　県内自治体　計画見直し 努力するが終わるか…

富山 21 地鳴り 国がビジョンと計画示して　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

22 食品安全の適合証明 となみ協業組　県内乳業メーカー初

22 井上会長を再任 砺波・自治振興会協

23 南砺家庭・地域医療センター 児童精神科を開設　来月３日から　砺波医療圏で初　発達障害の治療身近に

23 クマ被害防止へ連携 砺波市が対策会議

25 紙風船 チューリップの力

北陸中日 5 発言 池江選手の泳ぎ　五輪舞台で　石丸秀幸　６１　富山県砺波市

7 「三郎丸０」　国際コンペ　最高金賞 ウイスキー部門　若鶴酒造が受賞

　９日　日曜日
北日本 15 みんなのＶＯＩＣＥ 「母の日に贈る言葉」　砺波市　５０代　男性

17 お母さんに感謝の針刺し 児童手作り　出町児童センター

18 野菜食べ元気アップ　市健康センター 簡単レシピ　あすから募集

19 中学生バスケ熱戦 チューリップ杯

24 とやまｗｅｂｕｎランキング　１～７日 ③好天のＧＷ観光地にぎわう

富山 3 日曜特番　進む人口減少 富山県の人口

9 地鳴り 戦国時代の風景を夢想　黒田和也　４４歳（砺波市）

14 チューリップフェア　歴史を写真で紹介 砺波郷土資料館　春の特別展「チューリップフェア７０年の歩み―花、人輝く―」

21 ほたるいか　 母の日のプレゼント作り　砺波市出町児童センターで８日

　１０日　月曜日
北日本 21 ７０年前の米作り知って 砺波郷土資料館元館長が冊子　体験談や写真交え

21 南般若の魅力　歩いて再発見 砺波市南般若地区体育振興会のウオーキングイベント

25 とやま×私×フォト 「春の田んぼ　日の出寸前の絶景」　トール（砺波市）

25 声の交差点 金婚祝いの花に感謝　砺波市　浦島外美子（７１歳）

富山 1 オレンジ色の散居村 県内晴れる　砺波市の散居村展望台

9 地鳴り 亡き母からの守りと教訓　中嶋春美　６８歳（砺波市）

9 コント 砺波・越中之助

9 地鳴り　イラスト ブルーインパルスありがとう　のり（射水市）

16 散歩で触れる　地元の魅力 砺波・南般若地区体育振興会　蒸留所など巡る

読売 25 仕事びと　 花形の焼き　日々研究　アユ料理専門店「鮎や」支配人　山田匡輔さん　４７

　１１日　火曜日
北日本 5 砺波市長が資産公開 砺波市　１０日

19 声の交差点 春たけなわに田植え　砺波市　島田栄（７２歳）

21 増山城跡　散策しやすく 案内看板リニューアル　砺波市教委　地元と協力

21 きょうもにっこり 砺波消防署警防係第２課　古村響さん

23 上市出身の藤田さん（東京）新著 全国をドローンで空撮　県内から散居村や霞堤

富山 1 第３９回　富山風雪賞　一隅を照らす 宮木文夫氏（８４）　前ふく福柿出荷組合長

2 夏野砺波市長が資産報告書公開 １０日　資産公開条例に基づき公開

19 地鳴り ゼロに近づける対策なぜしない　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

20 野菜レシピ　小中生から募集 砺波市健康センター

20 若手住職３人がコロナ収束祈念 砺波・光圓寺

23 事件・事故 長女へ傷害容疑で逮捕　砺波署１０日
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北陸中日 4 発言 編隊飛行の勇姿　勇気もらう　佐々木誠　４９　石川県羽咋市

13 砺波市　障害者職員を募集 雇用促進勧告受け初実施

13 安野光雅さんの絵本世界触れて 砺波図書館で展示中

27 １０代長女に暴行　容疑の父親逮捕 砺波、頭にけが

　１２日　水曜日
北日本 21 砺波市出身　２人の洋画家　清原啓一と藤森兼明展 １５日から庄川美術館　画業の変遷たどる

23 懐かしの縦笛に熱中　砺波の山本さん ６０年前流行　スペリオパイプ　「癒やしの音色届けたい」

23 パーテーション　１３セット市に寄贈 新光硝子工業

23 フェア無事終了　夏野市長が報告 フラワー都市連総会

24 つなぐ希望の炎　富山の聖火ランナー 走行区間　砺波市　森昭憲さん（５０）富山市

富山 4 長浜と原酒交換　ウイスキー開発 若鶴酒造、国内初

23 県内初　コーダー道場開設 プログラミング　無料で楽しんで　ゲームづくり指導　砺波・デザイナー吉川さん

23 パーティション寄贈 新光硝子工業　砺波図書館に設置

24 フラワー都市　意義発揮　 チュ－リップフェア　交流連絡協　夏野砺波市長が報告

24 ２年ぶりインターハイ　「夢かなえられる大会に」 県高体連会長来社　今堀俊彦会長

25 富山風雪賞　一隅を照らす① 宮木文夫氏　前ふく福柿出荷組合長　さわし柿で農業守る

北陸中日 5 すくらんぶる　交差点 大谷を花で再現　見事　石川県加賀市、てんとう虫、４８歳

12 砺波図書館へ間仕切り寄贈 新光硝子工業

12 チューリップフェア　感染対策し無事開催 都市総会、砺波市長報告　フラワー都市交流連絡協議会

読売 24 よみうり文芸 短歌　俳句　

朝日 19 １１０・１１９ 長女への傷害容疑で父親を逮捕　砺波署

　１３日　木曜日
北日本 6 新領域に挑む　県内企業の一手⑧ 能作　ネット酒販免許取得　酒器とセットで販売

21 Ｖｉｅｗ　 広田郁世（射水）日本画展　２３日まで庄川水資料館　静寂な空間にいざなう

22 県内　朝市　夕市 砺波市

22 となみ野 ２０２１（Ｒ３）年度県ＰＧ選手権大会（西部）砺波予選ほか

25 受講生の木彫　力作８０点 本社砺波カルチャー　２０周年記念

25 きょうもにっこり 高岡関野神社特任宮司　山田隆芳さん　（砺波市）

27 集団接種の流れ確認 コロナワクチン　１６日開始へ訓練　砺波市　まなび交流館で

27 市に２０万円寄付 砺波金融協会

34 新たに１７人感染 県内　砺波市１人

富山 19 とやま童話　第４７回富山県児童文学祭優良賞 色のついた美しい世界　絵と文・みやばやしともこ（砺波市）

20 昭和の米作り　１冊に 砺波郷土資料館が冊子　庄川挽物の図録

20 砺波市に２０万円寄付 砺波金融協会

21 県内各地で集団接種へ訓練 「密集しないよう改善」　砺波市・手順をリハーサル

21 ドクターカー出動４３５件 昨年度、南砺市民病院

21 新会長に岡部氏 砺波保護司会

26 県内１７人コロナ感染 ３人は石川に移動歴

北陸中日 1 高齢者ワクチン　県内全市町村「７月完了」 知事　集団接種支援も準備

1 県内新たに１７人感染 砺波市１人

13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 24 飛沫防止仕切り板寄贈 ガラス加工会社　砺波市に

25 新たに１７人感染 変異型判明１１人

　１４日　金曜日
北日本 4 南砺福光高の跡地活用 知事「有意義な施設に」

23 声の交差点 孫の成長見守りたい　砺波市　小西文子（７７歳）

23 とやま×私×フォト 「日本最大の５連水車」　今井春継（南砺市）

25 昔ながら田植え体験 はだしで手植え　庄川小５年４５人

26 ふるさとレガシー　出町子供歌舞伎曳山祭 晴れ舞台りりしく

27 県高校教頭会の会長に西川氏（伏木） 副会長＝中町保（砺波）他

33 境界の彼方　データ編　地域運営組織 「攻め」の自治担う

35 「大麻リキッド」所持・譲渡 砺波署　少年ら３人　容疑で逮捕

35 県内６人感染 砺波市１人

富山 1 紫のカーテン　県中央植物園　フジ見頃 魚津で夏日　砺波市で２４・３度

21 地鳴り スマホの操作何とか覚える　西川良子　６８歳（砺波市）
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21 地鳴り 素晴らしい飛行に感謝　勝見由紀子　８０歳（高岡市）

21 地鳴り 先輩と一緒に山菜を採りに　犀川寮明　７３歳（砺波市）

23 衣服に「見守りシール」 砺波市　徘徊高齢者を早期保護

24 新会長に西川氏 県高校教頭会　副会長　中町保（砺波）他

29 大麻　男と２少年逮捕 砺波署、所持と譲渡疑い

北陸中日 15 切った屋敷林　ついたてに 井波彫刻師・音琴さん　「こんな残し方もある」

29 県内感染　６人増 砺波市の十代男性

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

25 新たに６人感染 変異型判明１２人

朝日 21 新たに６人感染　変異株１２人確認 新型コロナ

１５日　土曜日
北日本 2 来社　１４日 砺波支社

5 コロナワクチン接種 市町村から県へ要望続々　供給日程　早めの通知を　医療従事者　同一報酬に

6 ウイスキー　独自に熟成瓶詰め ボトラーズ事業始動へ　若鶴酒造の稲垣氏ら

25 アジサイ　爽やか 四季彩館　チューリップと共演　「季節を彩る花々～初夏～」

25 会長に岡部氏 保護司会　砺波保護区保護司会の総会

27 林清納さん大作寄付 市に立山黒部貫光　宇奈月のセレネに展示

33 県内６地点で夏日 きょう富山２７度予想　砺波２６・４度

富山 1 県内首長「大規模接種を」 高齢者ワクチン　７月末完了へ要望　実績４千人超　来月末にも供給終了　ワンチームとやま本部会議

3 医師、看護師　足りない　ワクチン接種で市町村 県に確保求める声多く　ワンチーム本部会議　「６５歳未満は勤務先で」

3 本社来訪　１４日 砺波総局

26 林氏の絵画寄贈　セレネに展示 黒部市に立山黒部貫光　

26 スポーツ本で五輪盛り上げ　 砺波図書館　絵本や小説１６０冊

27 アジサイ多彩に　 ２０品種８０鉢開花　砺波・四季彩館

32 県内１４人感染　１０代でクラスター 遊技施設で一緒に飲食

北陸中日 1 首長　県に医師派遣要請 ワンチーム会議　ワクチン接種巡り

1 県内２４例目クラスター １０代男性５人　新規感染は１４人

14 ナザレの女　色鮮やかに 立山黒部貫光　黒部市に寄贈　３０日まで無料公開

15 田植え真っ盛り　絶景広がる 砺波野

読売 20 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 思い出ぎゅっと　イラスト　土江田玲子（砺波市）

21 新型コロナ 知事と１５市町村長　接種体制など意見交換　大規模会場　要望相次ぐ

１６日　日曜日
北日本 10 高円宮賜杯県学童野球 １８チーム　対戦決まる

17 みんなのＶＯＩＣＥ 砺波市　５０代　女性　はるりとなみ

17 声の交差点 世界に誇る花の公園　砺波市　武部琉子（７６歳）

17 とやま×私×フォト 「空一面にうろこ雲！」　ロビンちゃん（砺波市）

18 わが家のアイドル 小西咲空ちゃん　２歳　惺絆ちゃん　８カ月

19 多彩な品種ずらり 庄川山草会展

19 独創的な２３点 彫刻家　村田さん個展　ギャラリー無量で

21 病と向き合い日本一周 大島さん（群馬）自転車旅　県内４日滞在　うつから再起誓う

21 画業たどる代表作３０点 庄川美術館　清原啓一と藤森兼明展

21 ペタンクで６４チーム熱戦 市協会春季大会

29 県内　新たに２５人感染 コロナ　過去５番目の多さ　砺波市１人

29 熱中症　３人搬送 県内　いずれも軽症

富山 1 県内で　今年初　真夏日 富山、南砺、砺波

3 富山県内　１回目終了　１．２％ １１日時点

7 地鳴り 不法侵入のネズミ御用に　小倉慶子　７６歳（砺波市）

18 「ころがし」の変遷　道具展で紹介 砺波民具展示室

18 廣島さん無差別Ⅴ 砺波老人ク囲碁大会

24 第３９回富山風雪賞　贈呈式 郷土に貢献　３氏顕彰　長年の精進たたえ　一隅を照らす

25 県内コロナ２５人感染 ４月２３日以来の２０人超え

北陸中日 1 県内２５人新規感染 ３週間ぶり２０人超
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読売 23 コロナ２５人感染 １５日、砺波市１人

朝日 19 新型コロナ　新たに２５人が感染 先月２３日以来の２０人超

19 はや真夏日 富山・南砺で３１・２度

１７日　月曜日
北日本 14 北日本新聞　朝間野球　３チーム対戦決定 砺波市大会

25 とやま×私×フォト 「もったいない、もう少し待って」　ＴＯＭＩＧ（富山市）

26 高齢者集団接種スタート 砺波市　副反応・トラブルなく

29 慶応大生　末永さん（砺波出身）山形移住 「地方もっと面白く」　大学授業はオンライン　交流拠点づくりへ起業

富山 7 地鳴り 「一粒万倍日」　カレンダーに印　戸田祐子　５８歳（砺波市）

14 イモの苗植え　三世代交流 旧幼稚園の行事継承　砺波・高波のボランティア

14 アフリカや和風の創作人形を展示 砺波で松本さん　となみ散居村ミュージアム

15 予約の２００人　副反応なし 砺波　高齢者の集団接種開始

15 戸田さん連続Ｖ 庄下パークゴルフ愛好会競技大会第７回富山新聞社杯

北陸中日 11 和洋の素材で手作り人形展 砺波で魚津の松本さん

11 高齢者に「見守りシール」 ＱＲで居場所表示　砺波市が配布開始

11 お手軽野菜レシピ教えて 砺波市、昨年に続き募集

11 ３世代　サツマイモ植える 砺波・高波　閉園幼稚園行事引き継ぎ

11 １キロ、３０分に短縮し　２年ぶり歩こう会 砺波・高波で住民ら

読売 25 仕事びと 服も心もきれいに　クリーニング店３代目　熊野皓太さん　３４

25 初夏の花　色々 砺波市中村のチューリップ四季彩館で

１８日　火曜日
北日本 1 コロナワクチン　県内で高齢者接種本格化 富山や高岡　５市町開始　計１１市町に拡大

12 熱血　応援宣言 賜杯抱く姿　生で見たい　田上弘さん（砺波市・８５歳）

21 初めて着たユニホーム 砺波　バレー中学男子「ＶＣ富山」の高校生ＯＢ　コロナ禍練習できず卒業　交流試合で後輩激励

21 地元の歴史　歩いて学ぶ 砺波市高波地区の歩こう会

21 しゃぼん玉遊び　三世代が交流 砺波市高波地区の子育てボランティアグループ「のびのびひろば」

22 議長に川辺氏　副は山田氏 市議会

22 自民会会長　山森氏 市議会最大会派

22 屋外ステージ　半球型に チューリップ公園

22 民族衣装や着物使った人形並ぶ 松本さん作品展　となみ散居村ミュージアム民具館

富山 1 豪雨対策、遠隔で排水栓開閉　農水省、スマート化推進 「田んぼダム」　砺波で実証

18 動植物や風景、色彩豊かに 高田さん主宰「遊の会」　砺波でパステル画展開幕

18 南本会長を再任 砺波食改推進協

19 チューリップ公園屋外ステージ　半球型で屋根を常設 砺波市議会で説明　防災備蓄庫整備

19 となみ中央福祉会が運営 庄川町のこども園

19 新議長川辺氏、副は山田氏 景観保全特別委を新設　砺波市議会の臨時会

19 会長に山森氏　 市議会自民会

24 「住民と同じルールで」 首長先行接種　県内「なし」　余剰ワクチン対応まちまち

北陸中日 1 高齢者接種　県内本格化 富山県内の高齢者向け新型コロナウイルスワクチンの接種状況

1 住民と同基準 県内首長はゼロ

7 富山で独自熟成事業を 若鶴酒造とウイスキー通販会社　南砺に貯蔵庫建設計画

12 議会だより　１７日 【砺波市】

13 グレゴールミズノ　花びらの屋根 新ステージ　来春デビュー　砺波チューリップ公園

読売 26 北陸ＹＰＣ４月例会　優秀作品 「ブルーインパルス　連隊飛行」　中村政美さん　８４　高岡市島新

１９日　水曜日
北日本 15 とやま　文芸散歩 小西眞沙子　砺波市在住　川柳えんぴつ同人

17 声の交差点 落葉用ごみ袋に期待　砺波市　平岡隆（６９歳）

19 屋敷林の木でフクロウ 井波彫刻師　音琴さん　「貴重な財産」捨てず再生

19 来月２６日に５０周年式典 となみＪＣ

20 「泥にはまり大変」 鷹栖小　「富富富」の田植え体験

20 販売予定の２．５倍申し込みで抽選 砺波　プレミアム商品券

21 苗販売の収益預託 砺波　新屋敷岸渡川倶楽部　砺波善意銀行に

富山 22 富富富の苗植え　昔の米作り理解 砺波・鷹栖小５年

22 来月２６日の式典アピール となみＪＣ　南砺市長に概要説明

22 芝桜まつりの収益　善意銀行に預託 砺波・新屋敷自治会
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23 女性の「気付き」反映 砺波市議会　正副議長が来社

24 「アズマダチ」を調査 となみ野田園空間博物館協総会　文化財級の伝統家屋記録

北陸中日 13 芝桜まつり収益を砺波市社協に寄付 苗の売り上げ一部

読売 24 よみうり文芸 短歌　【秀逸】　下保憲一（砺波市）

24 新屋外ステージ整備へ チューリップ公園　来春完成予定　県産品種イメージ

日本経済 31 ６蒸留所のウイスキーを瓶詰め 「モルトヤマ」と三郎丸蒸留所

２０日　木曜日
北日本 4 女性議員の声　議会に生かす 砺波正副議長来社

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 となみ野 春のさつき盆草展ほか

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館　「洋画家　清原啓一と藤森兼明展」

21 推進員２５人委嘱　南本会長は再任 市食生活改善推進協

22 コロナの最前線応援 砺波　飲食店組合が弁当販売　売上金で病院に物品寄付

23 ツインタワー見納め　 チューリップ公園　２２日からライトアップ

富山 13 地鳴り 気持ちの整理がようやくできる　西嶋定子　７９歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

20 転入者に地元農産物 砺波・般若自治振興会　新築、空き家活用で

20 サツマイモ苗植え体験 砺波ＬＣ、わらび学園８人招き　収穫は９月下旬

20 新旧タワー夜間点灯 ２２日から、砺波チューリップ公園　新タワーは展望台開放

20 県内３校１図書館１団体が優秀実践 子どもの読書活動表彰

21 病院支援へ特製弁当 砺波・飲食店組合　売上金で医療品

23 一体感ある世界を　 日本画　「ヒヨドリトンネル」　小原好博さん（南砺市）

北陸中日 12 収益で砺波総合病院に贈り物 砺波市飲食店組合　今年も弁当販売

12 御物石器の複製　持ち上げてみて 砺波市埋文センター

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 25 華やぐ初夏 バラ　色とりどり　高岡や砺波

毎日 20 砺波医療圏で初めて 専門の児童精神科　新設　南砺市

２１日　金曜日
北日本 1 新型コロナ　感染　２日連続３０人超 県　きょう対応決定　３０代が重症

5 となみ政経懇話会　５月例会 ２１日

10 第６０回 日本伝統工芸富山展 高岡市美術館 きょう開幕 「用の美」究める 入賞・入選者

21 来春閉校  最後の演奏会 記憶に残るよう一丸  南砺福光高吹奏楽部  来月

21 ４５人  対局楽しむ 砺波市老人クラブ連合会 第１７回囲碁大会

22 風景や草花　個性光る油絵 春陽会会友３人

29 ニュースファイル 足場から転落  男性重傷  砺波市表町

富山 1 新型コロナ　２日連続３０人超 県内  変異株、最多４３人

16 すこやか育児 野﨑万里菜さん  ＝砺波市千保　長男　一鷹ちゃん

19 地鳴り タケノコ掘り  初めて挑戦　西川良子　６８歳（砺波市）

20 自転車の事故防げ  中高生ら各地で啓発 通学生にチラシ  砺波市般若中 

21 刃物研ぎ３０年  継続決意  砺波の鷲北さん 市の人気事業、今月で終了 「体続く限り、受ける」

21 議会日程  （６月定例会） 砺波市

22 ３２チームできょう開幕 スタジアムカップ争奪野球

23 事件・事故 足場解体中に転落、重傷  砺波市表町

北陸中日 1 県内感染  ２日連続３０人超 ３指標でステージ３の基準超す

12 砺波伝統の米作り  後世に 郷土資料館が冊子「１～６月編」

13 アジサイ２０種など  初夏彩る花の展示 砺波の四季彩館

読売 24 来訪  ２０日 北陸支社

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 20 ギャラリーだより 洋画家  清原啓一と藤森兼明展

２２日　土曜日
北日本 5 となみ政経懇話会　５月例会 共同通信政治部長　山根士郎氏

21 つなぐ　読者写真コンクール　４月の応募から 「花、土に帰る」　小幡勝義　砺波市鷹栖

21 とやま×私×フォト 「春の千里浜　貴重な砂浜」　トール（砺波市）

23 ２０周年記念し絵画展 本社砺波支社カルチャー教室　講座「たのしい絵画教室」作品展
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23 丹精込めた８０点 市盆草協会展　「春のさつき盆草展」

24 自転車　安全に乗ろう ヘルメット着用して　般若中

25 感染拡大で中止 牛嶽大明神例大祭

29 クマ出没情報　２１日発表 【砺波市】

29 ニュースファイル 新酒鑑評会で「立山」受賞　

富山 2 社説 県境の歴史遺産　山城と古道の活用さらに

4 立山酒造の「立山」金賞 全国新酒鑑評会　石川から加賀ノ月

5 砺波で新工場を起工 鹿島興亜電工　来年４月竣工

25 地鳴り ワクチン接種予約ができず　西山好美　６５歳（砺波市）

25 地鳴り お勧めしたい百歳体操　紫藤道子　８６歳（砺波市）

27 旧タワーイベント　感染対策強化で開催 砺波の対策会議

27 フェアで感染なく 砺波総合病院

27 新人議員５人　市政の課題学ぶ 砺波市議会研修会

28 砺波→氷見　観光列車で直通　べるもんた 県西部縦断　鉄道旅を提案　ＪＲ西　需要掘り起こし　「付加価値高まる」

29 齋藤さん、本社に彫刻 富山新聞芸術賞を記念、寄贈

29 砺波地区寿野球　定期リーグ戦 砺波エバーヤンガーズ

北陸中日 7 鹿島興亜電工が砺波で工場起工 来年３月完成

13 最初で最後　同時点灯 新旧チューリップタワー

読売 24 聖火リレー　コースと走者 ６月２日（水）　砺波市

２３日　日曜日
北日本 1 コロナ感染　県内４日連続３０人台 射水のクラスター拡大

1 新旧タワー　光の共演 砺波チューリップ公園　「ツインタワー」

17 終末期患者を支える医療必要 砺波市民大学「学遊塾」

18 白熱‼　かるた　バトル ８人が全国高校総文祭へ

18 活動の周知目指す 砺波市民生委員児童委員協議会

富山 1 過去２番目　３２人感染 新型コロナ　県内４日連続３０人台　射水クラスター新たに１０人

1 観光施設ひっそり 県内特別警報　初の週末

17 「ものがたりの街」　開設の佐藤医師講演 砺波で「学遊塾」開講　砺波市民大学

17 コロナに注意し高齢者を見守り 砺波市民生委員児童委員協議会

17 斉藤、福澤さん優勝 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

22 最初で最後　光の共演 新旧タワー　同時にライトアップ　砺波チューリップ公園

北陸中日 1 県内　３２人新規感染 新型コロナ　４日連続３０人超　県「医療逼迫は目前」

読売 23 コロナ感染　新たに３２人 ４日連続で３０人台

朝日 19 北陸　探訪 砺波平野の散居村（富山県砺波市）　幻想的　農村の「原風景」　暮らし守る屋敷林「次代へ」

19 新たに３２人感染 新型コロナ

２４日　月曜日
北日本 17 ９月にフェス 砺波市ボランティア連絡協議会

17 きょうもにっこり アルペンリハビリテーション病院看護師　五十嵐智夏さん

21 とやま×私×フォト 「ずーと待ってた花」　ロビンちゃん（砺波市）

富山 5 地鳴り 昔の紀行文集　思い出懐かしく　 黒田和也　４４歳（砺波市）

5 地鳴り 亡き先輩宅にタケノコ届ける　北清俊一　６４歳（砺波市）

5 コント 砺波・たぬき

12 来年の創立１０周年事業準備委を設置 砺波市ボランティア連絡協議会

13 松島さん（浜松）金賞受賞 砺波・高波　チューリップまつり写真　高波チューリップまつりフォトコンテスト

13 １、５分団がＶ 第３４回砺波市太田地区球技大会パークゴルフ競技

15 ラグビーで砺波　富山工が準決勝へ 富山県高校総体（２３日）　

北陸中日 11 スポーツ本で五輪気分 砺波図書館　ルールなどの１６０冊展示

11 さつき見舞い衣装　田植え道具を紹介 砺波民具展示室　「さつき見舞いと田植え道具」展

朝日 17 北陸　新時代 紅茶と楽しむ　散居村の味　渡辺千恵さん（４７）　千葉から移住　スコーン店開く　特産のゆずやたまねぎ使用

２５日　火曜日
北日本 19 市内巡って得点競おう 来月２７日　となみｄｅロゲイニング　地元商店での消費も狙う

19 東京五輪　機運高めて 市図書館で企画展　「スポ・どく」

19 童謡やポップス　哀愁の音色響く 大正琴富山琴翔支部

20 ゲームで元気に体動かす 「移動こどもみらい館」巡回　砺波市出町児童センター

21 北日本民謡舞踊大会中止 入善・砺波・県大会
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25 ニュースファイル 不明の女性　遺体で発見

27 県内１９人感染 今月の陽性　月別で最多　砺波市１人

27 風車 砺波市　「ブルーインパルス」の飛行写真でラッピングした広報６月号

富山 2 議長に田中南砺市長 砺波地方衛生組合　副議長に川岸勇砺波市議

19 地鳴り リセットして出直してほしい　犀川寮明　７３歳（砺波市）

20 ３０人寄せ植え体験 砺波・東野尻公民館

21 名所巡って得点競って となみｄｅロゲイニング　来月、２年ぶり開催へ

23 事件・事故 不明女性、遺体で発見

26 新型コロナ　県内１９人感染 ７日ぶり２０人下回る

北陸中日 1 感染者　１９人増える 砺波市１人

27 高岡の集水ます　８０歳女性の遺体 高岡市戸出西部金屋の農業用水の集水ます

２６日　水曜日
北日本 1 県内は１５人 感染発表　６０日連続

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

18 わが家のアイドル 松崎黎明ちゃん　１歳　砺波市鷹栖

19 寄せ植え　華やかに 東野尻で講座　砺波市東野尻公民館

19 きょうもにっこり リラクゼーションサロン月日星オーナー　安田有美さん

21 コロナワクチン　個別接種スタート 初日は９２４人分

22 ５大ニュース　砺波市出町中１年６組が選んだよ 高校にクマ現れ驚き

富山 1 県内１５人 ２日連続１０人台

19 地鳴り 歩行者に水しぶき　大変申し訳ない　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

19 地鳴り 子供に楽しみくれた母に感謝　角栄一　６９歳（砺波市）

19 地鳴り 自分を律してほしかった　堺井清美　６６歳（砺波市）

20 大空の勇姿　いつまでも 見開き表紙にブルーインパルス　砺波市広報６月号

20 出町児童センターで移動こども未来館 砺波

21 ワクチン個別接種始まる 砺波の１７医療機関　副反応報告なし

22 応接室　市民との距離縮める 砺波市美術館長　杉野　秀樹氏

北陸中日 1 県内は１５人感染増 富山県など二十五日　砺波市一人

読売　 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

25 高岡　用水路に８０歳遺体 ２４日　高岡市戸出西部金屋の用水路

朝日 23 心躍る　初夏の色 砺波・四季彩館　「季節を彩る花々展」

23 １１０・１１９ 用水路で８０歳女性の遺体発見

２７日　木曜日
北日本 12 となみ野 第５回庄川温泉郷杯パークゴルフ大会他

12 朝市夕市　県内 砺波市

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 身近な風景写す 今堀さん（砺波）写真展

20 全員で「火の用心」 砺波東部小消防ク入隊式

20 「火遊びしません」 東般若幼年消防ク入隊式

21 中条会長を再任 県指定自動車教習所協会

21 暮らしに役立つ自販機 砺波市と北陸コカ　期限近い飲料　割安販売

25 ニュースファイル 砺波の女性　死因は水死

27 コロナ　県内新たに２６人 射水のクラスター　６１人に

富山 18 とやま童話 第４７回富山県児童文学祭優良賞　色水作りたい　文・柴田照子（砺波市）

19 富山文芸　５月賞 歌壇

20 年長児１７人　火の用心誓う 砺波・東般若消防ク

20 １０６人が入隊　火災のない町誓う 砺波東部消防ク

21 ロビー展 田辺和子さんのハワイアンキルト・田辺貞さんの石コロの仏像＆スケッチ展　北陸銀行砺波支店

23 事件・事故 高岡・用水の遺体は溺死

26 県内２６人感染 コロナ　３日ぶり２０人超

26 県内聖火リレー　公道走らず 走者「残念」「仕方ない」　代替イベント「異なる形でも県民に元気を」

北陸中日 12 「気持ち和む」バラ　見ごろ 砺波・県花センター

12 屋敷林の魅力　絵で子どもに 砺波カイニョ倶楽部　小中に「散居村」巡回展

24 県内　新規感染２６人 二十六日　砺波市一人
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２８日　金曜日
北日本 11 北日本文芸 歌壇　俳壇

19 とやま×私×フォト 「庄川峡　ゆったり遊覧」　トール（砺波市）

21 議会日程 砺波市

22 文科大臣表彰　市長に報告 市庄川図書館

23 チューリップ公園　再整備に役立てて 笠島さん　市に１００万円寄付

富山 26 「髪の寄付」絵本で紹介 砺波ＬＣ　南砺市に１００冊寄贈

26 庄川図書館が文科大臣表彰 砺波市長に報告

27 五島会長を再任 砺波・観光協　「量より質に転換」

27 齊藤会長を再任 砺波法人会の総会

28 交通事故防止で表彰 県安全運転管理者協

29 見納め新旧タワーに続々　砺波チューリップ公園 夜間点灯で撮影や散策　「取り壊し残念」　あすイベント

29 旧タワー発案・笠島さん １００万円寄付　市の公園整備に

北陸中日 5 発言 砺波平野の光景　素晴らしい　上野亮平　７８　富山県砺波市

12 「心血注いだ　さみしい」　発案者の笠島さん 旧チューリップタワー　あすお別れ行事　

12 公園再整備　役立てて　 砺波市に１００万円寄付

12 できた経緯に疑問　「事実と違うこと」 砺波市議会５０年史

13 高岡大仏　眺める店の資金募る 「ａｍｉｄａ　ｃｏｆｆｅｅ」　渡辺功一さん

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館　

24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

２９日　土曜日
北日本 1 県　２０病院５３２床確保 感染ピーク時に対応

6 中村氏を会長選任 県土地家屋調査士会

17 高円宮賜杯　全日本学童軟式野球県大会きょう開幕 砺波北部・庄川ＪＢＣ（砺波）　昨年秋に合併

21 入隊式で防火誓う 砺波市出町少年消防クラブ

22 齊藤会長を再任 砺波法人会

22 南砺東分署にポンプ車配備へ 砺波地域消防組合議会　臨時会

22 最終処分場建設へ生活環境影響調査 砺波広域圏事務組合議会臨時会

23 自慢のスイーツ味わって クロスランドおやべ　７月に空中カフェ　ケーキやタルト１５種

28 牛乳パック回収と刃物研ぎ　あす終了 砺波市消費者グループ連合会

富山 3 高岡市長選　６月２７日告示　７月４日投開票 米谷氏の支持拡大を　自民県連、県西部政調会長会議

3 通所施設でＰＣＲ検査を 各地の要望事項

4 会長に中村氏新任 富山県土地家屋調査士会

25 地鳴り 孫の運動会をこっそり見る　戸田祐子　５８歳（砺波市）

25 地鳴り 「時鐘」聞いて初めて知った　佐伯幸子　９２歳（砺波市）

26 「火災のない町を」　出町小児童誓う 砺波市出町少年消防クラブ　入隊式

26 旧タワーに別れ　きょうイベント 砺波チューリップ公園

27 南砺・新ごみ最終処分場　生活環境影響を調査 砺波広域圏事務組合議会　臨時会

27 小矢部消防署と砺波　訓練塔の外壁改修 砺波地域消防組合議会　全員協議会

27 柳瀬Ａが優勝 第３０回砺波市カローリング競技大会

３０日　日曜日
北日本 12 強化指定の中学選手　けが予防へ体づくり 県スキー連盟　砺波で練習

15 声の交差点 今こそ頑張れ朝乃山　砺波市　渡辺耕一(７６歳）

17 生け花２０点　華やか 小原流作品展

17 １人１団体表彰 市危険物安全協会

18 県内１１ＪＡで総代会・総会 ３支店を統合再編　となみ野

19 さよなら旧タワー　クロージングイベント 砺波チューリップ公園　「シンボル」と別れ惜しむ

27 県内　新たに１９人感染 砺波１人

富山 1 砺波　大輪花火でお別れ 来月取り壊し　旧チューリップタワー　セレモニー

3 １０市町村が時期未定 富山県内、高齢者完了に全力

7 富山フォトコーナー　５月 「私のチューリップ」　細川寛太郎

18 来年 ３支店を統合 ＪＡとなみ野　タマネギ販売増目指す

18 アルギットにら初出荷 ＪＡとなみ野

19 サツマイモ植えて交流 砺波　ミニバス児童と住民

20 屋外ステージさようなら 砺波チューリップ公園でイベント　演奏、踊り披露
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24 県内新たに１９人

北陸中日 1 夜空に感謝の花束 旧チューリップタワーお別れセレモニー

1 県内１９人　新規感染 砺波市の十代男性

5 ミニコント 砺波・晴之助

10 アルギットにら　肉厚、味しっかり ＪＡとなみ野、初出荷

10 タマネギ販売高　過去最高 ２０年度　年度末貯金残高も

11 家族連れら　名残惜しむ 旧チューリップタワーに別れ　ありがとうコンサートやマルシェ

11 「お芋大好き」３世代で苗植え 砺波の休耕田

11 砺波駅で花のまちアピール ＪＲ西ＯＢ、城端線もりあげ隊員など

11 砺波の屋敷林　所有は５％減 市調査、本数１５％減

11 ヘアドネーション描いた絵本を贈る 南砺市に砺波ＬＣ

読売 21 感謝の言葉　タワー彩る 砺波　チューリップ公園

21 コロナ１９人感染 １人取り下げ

３１日　月曜日
北日本 1 県内１０市町村　見通せず 国からの供給不透明　６４歳以下ワクチン接種開始時期　

3 社説 砺波市議　高い女性比率　子育て議論　活性化期待

17 若者ら結集　野菜生産 砺波　東別所上村　お年寄りがサポート　第１弾サツマイモ　休耕田活用　特産化へ

17 サツマイモ植え交流 栴檀山　地元児童が初参加

17 息の合った演奏　聴衆楽しませる 砺波高吹奏楽部

21 声の交差点 一字、一文に心込めて　砺波市　上野亮平(７８歳）

22 色鮮やか　バラ見頃　砺波 砺波市高道の県花総合センター

22 砺波ＬＣ５５周年　節目祝い誓い新た 砺波ライオンズクラブのチャーターナイト５５周年式典

富山 1 新緑の庄川峡　水面に航跡 遊覧船にぎわう　県内晴れ　富山市夏日　富山、氷見で熱中症搬送

12 休耕田でサツマイモ 砺波・東別所の農好会

13 エネルギーあふれる演奏 砺波高吹奏楽部

13 新会長に今藤さん 砺波市交通安全協

13 地域根ざす奉仕活動を 砺波ＬＣ、５５周年で式典

15 紙風船 魅力的な遊び場

16 月曜川柳　乱反射 小倉慶子　（砺波）

北陸中日 5 発言 朝乃山　最大の試練　奮起期待　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

10 中山間地の休耕田　有志ら野菜苗植え 砺波、特産化目指す

読売 16 宇宙にフォーカス　読者のニュース写真　４月入選作品 ２席　「励ましに、ありがとう」　４月２２日、富山県砺波市で　古谷陽一（富山市）
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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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