
　　　　　　　２０２０（令和２）年６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　月曜日
北日本 1 観光・宿泊　久々のお客さま 感謝胸に　県内施設の多く　きょう再開

8 映える　写真バトル 砺波のピーチャン　ド―ナ・ミナ

9 この人に聞きたい　「９月入学」どう考える 留学促進　企業は期待　県経営者協会長や県教育委員を歴任した　北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦さん

13 増山城跡への道すっきり 栴檀野自治振興会　草刈りや清掃活動

20 砺波図書館閉館 ４７年市民に愛され　１１月　国道１５６号沿いに新築

富山 9 地鳴り バラに癒やされ疲れも飛んだ　高岡桂子　７０歳（高岡市）

9 コント 砺波・富之助

14 きときと人 感動する気持ち伝え　砺波市美術館学芸員　馬川響子さん　同市高道

14 庄川町地域でゴミ拾い運動 砺波市民ごみゼロ運動　３１日

15 ４７年間の歴史に感謝 砺波図書館が閉館式

15 増山城跡すっきり 砺波で草刈り奉仕　栴檀野自治振興会と栴檀野公民館

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

8 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３１日午後７時現在、県発表）　砺波市　０人

8 砺波図書館　４７年の歴史に幕 コロナ休館後再開せずに閉館

8 砺波・増山城跡で住民ら草刈り 栴檀野地区住民　ボランティアで草刈り

9 ハート形に点灯　心明るく 休館中　ロイヤルホテル富山砺波

　２日　火曜日
北日本 1 県内　学校・公共施設・観光地再開 新たな日常　始まる　通学・通勤　マスク姿

13 移動交番車　通学見守り 出町小前で砺波署

17 とやまの　おうち時間 「ＢｒｅｗＨｏｍｅ」　山田凜太郎（砺波市）

18 岩瀬野スピリット　１５市町村に寄贈 第一生命富山支社

富山 5 日本製麻が上場維持 時価総額、基準上回る　東京証券取引所　１日

19 地鳴り 審判員も中止は残念の極み　北清俊一　６３歳（砺波市）

19 コント 砺波・たぬき

20 新農機センター開業 ＪＡとなみ野、大型化に対応　ＪＡとなみ野農業機械センター

20 アジサイ鮮やか 砺波・四季彩館　４５日ぶり開館

23 児童に子供用マスク配る　砺波市　 砺波市庄東小

23 体操服姿で登校 砺波・出町小

北陸中日 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 チューリップ四季彩館　再開 「フェアで見られなかった花　楽しんで」

読売 24 「図書購入費に」　市に１００万円寄付 砺波・河合さん　砺波市野村島

　３日　水曜日
北日本 2 叙位叙勲 従六位 元学校歯科医高田寅四郎氏（９４）＝砺波市中央町

6 理事長に川岸氏　 県イベントディスプレイ業協同組合

17 小学生・園児にマスク配布 砺波市教育委員会

17 庄川　増水に備え 河川敷公園で搬出訓練　

21 声の交差点 用水と先人の苦労　米沢義昭　８０歳(砺波市)

21 とやまの　おうち時間 「夏用帽子」　虹ちゃん（砺波市）

22 砺波「１４歳の挑戦」も 「１４歳の挑戦」中止　砺波市教育委員会

23 ニュースファイル 射水で豚熱陽性

23 風車 「合体木」　砺波市下中　吉江春夫さん方

富山 3 知事選　２０２０ コロナ対策で前哨戦　石井、新田氏　６日に自民の意見聴取　保守分裂選突入の公算

3 県内有権者８８万８３４３人　６月時点 選挙人名簿登録者数　砺波市　４０，０８０人

3 高岡、砺波「ニーズあれば」 ＰＣＲ検査実施　社民要望に知事

19 地鳴り 曽祖父母世代のおかげで生きる　 黒田和也 ４３歳（砺波市）

20 河川氾濫備え訓練 砺波・庄川河川敷公園　水防訓練

21 カフェ・かくれ庵　きょうから弁当販売 砺波・四季彩館

22 応接室 田には銭が落ちている　ＪＡとなみ野組合長　佐野　日出勇氏

23 事件・事故 母親に暴行疑い　砺波署

23 叙位叙勲（２日） 従六位 元学校歯科医高田寅四郎氏（９４）＝砺波市中央町

北陸中日 7 百年を生きる　北陸の会社 若鶴酒造　㊤　熟成５５年　苦難超えて

12 叙位叙勲（２日） 従六位 元学校歯科医高田寅四郎氏（九四）＝砺波市中央町

12 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

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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13 立派な球根　次々収穫 砺波地方のチューリップ農家

読売 22 よみうり文芸 俳句　源通ゆきみ（砺波市）

22 叙位叙勲（２日） 従六位 高田寅四郎氏（元学校歯科医）砺波市中央町

　４日　木曜日
北日本 1 陽性患者２ヵ月ぶり１桁 県内　３日

5 県内移住９２６人　過去最多 コロナで頭打ち　目標１０００人届かず　２０１９年度

5 県　クラスター発生時の対応決定 感染症医チーム派遣　DMATと現場で連携

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 がんばってます　富山の職場 「おいしさ」伝え３５年　柿里本店　花御堂　砺波市高道

14 非接触型の体温計配置 補正予算案　全小中学校対象

16 古民家をドッグホテルに 砺波に移住夫婦が開業

16 県内美術館・博物館の催し（６／４～１０） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

22 来春チューリップフェア　ＡＲ活用　展示に趣向 砺波市　スマホかざすと情報　入場料値上げ　大人は１３００円に

23 ニュースファイル 窃盗疑いで男逮捕

23 ニュースファイル 追突され砺波の女性重傷

富山 2 県内へ移住９２６人 昨年度　過去最多、１０年連続増

3 クラスターに対策チーム　 知事会見　初動体制を整備　新型コロナ第２波に備え　３病院が技術的支援

13 地鳴り 黒川氏の処分　軽すぎないか　犀川寮明　７２歳（砺波市）

13 コント 砺波・たぬき

21 となみチューリップフェア入場料　大人３００円増　小中生１００円減 来年限定でツインタワー

21 プレミアム商品券発行 ６月議会に追加補正

23 事件・事故 窃盗容疑で金沢の男逮捕

26 砺波で追突事故、女性重傷 砺波市西中の県道

北陸中日 1 クラスターを追う 県、クラスター初動強化　第２波へ体制整備

1 県内　夏休み「短縮」８割超 最短１０日間、最長２３日間　全教委調査

7 百年を生きる　北陸の会社 若鶴酒造　㊥　新たな味　醸す地域愛

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （３日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

11 第７０回チューリップフェア計画 過去の思い出写真募る　唯一　新旧タワー並ぶ　初　スカイウォーク展望

11 移動交番車初出動　登校児童を見守り 砺波署　出町小前

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

11 梅雨の増水に備えベンチの撤去訓練 砺波の庄川河川敷公園

読売 25 砺波空き家　初の減少 自治会活動奏功　所有者に管理促す

　５日　金曜日
北日本 1 １７日連続感染ゼロ 新型コロナの県内状況

6 ６年連続黒字 エフエムとなみ　決算取締役会

17 理事長に飯田さん 砺波市シルバー人材センター　総会と理事会

22 会長に堀井氏 県高校ＰＴＡ連合会　

22 組合長に石田さん 県花卉球根農協　総会と組織役員会

22 コロナで中止 となみ伝承やぐら大祭

25 熱中症で２人搬送 県内　砺波市の８０代男性

富山 1 真夏日　ゆらり　富山で３２度、陽炎 県内、熱中症搬送２人　砺波市の８０代男性

13 地鳴り 残りの人生　明るく過ごす　佐伯幸子　９１歳（砺波市）

19 アニメーター　農家に転身　ＪＡとなみ野研修　第１号の西田さん 東京からＵターン、農業学ぶ　屋外の仕事「気持ちいい」

20 自作の行燈、写真展示 庄川　夜高保存会の白山さん　県信用組合庄川支店

21 砺波のやぐら大祭も 第１１回となみ伝承やぐら大祭実行委員会　中止を決める

北陸中日 5 発言 ツバメ　純白の花　新緑の季節　島田栄 ７１（砺波市）

9 百年を生きる　北陸の会社 若鶴酒造　㊦　越後、南部　両杜氏競う

12 コロリ不動　心の支えに 砺波・瑞祥寺　江戸末期〝後利益〟由来

12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （４日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

12 砺波の芸能紹介　やぐら大祭中止 砺波市の伝統芸能を紹介する「となみ伝承やぐら大祭」が中止

12 富山市駆ける　移動スーパー アルビス運行　市と見守り協定も

13 「旧中越銀本店設計士　三菱一号館モデルに」 柱頭装飾　都内建物に酷似　砺波郷土資料館が推測

13 シルバー人材増へ　新入会員紹介運動 砺波市シルバー人材センター　総会

読売 23 富山で３２．３度　 ９地点で最高　砺波市頼成の「県民公園頼成の森」

　６日　土曜日
北日本 1 １８日連続感染ゼロ 新型コロナの県内状況

17 今月の休みは３０日 砺波市頼成の農産物直売所「もりもりハウス」
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22 加越能バス一部区間再開 高岡・砺波―金沢線　８日から１往復増

25 待ってた！庄川狭クルーズ １ヵ月半ぶり再開

富山 21 新理事長に飯田氏 砺波市シルバー人材センター総会

22 庄川遊覧船　４８日ぶり　再開 砺波、乗客増に期待

27 水音涼やか　砺波・古上野のどんど 富山で真夏日

北陸中日 12 ３世代同居世帯に　砺波市マスク配布 市内５カ所で始まる

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

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

　７日　日曜日
北日本 1 ’２０秋　知事選 自民が石井氏推薦　県連常任総務会　分裂選の見方強まる

2 自民県議３４人　本紙調べ　 １７人が態度「非公表」　支持表明　石井氏１３人　新田氏４人

13 休耕田でサツマイモ植え 栴檀山住民　中学生らと交流

13 ものづくり　面白さ学ぶ 市少年少女発明クラブ　本年度開校式

13 アユ昨年より大きいぞ 庄川で成育調査　庄川沿岸漁業協同組合連合会

19 声の交差点 土作りとレンゲソウ　砺波市　村中正敏（９０歳）

20 県内洋画家　力作並ぶ 庄川美術館　スパークリング展開幕　「洋画のＳｐａｒｋｌｉｎｇ!－２０２０ｉｎ庄川展－」

富山 1 今年のアユ　暖冬で大きめ 庄川で成育調査　庄川沿岸漁業協同組合連合会

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

7 地鳴り 書店で見た親子すがすがしく　春川正人　７３歳（砺波市）

16 「ぐるとな」コンパクトに 砺波飲食店組合　４年ぶり更新　

16 住民とサツマイモ植え　砺波 ＶＣ富山の部員１０人　栴檀山公民館のサツマイモ苗植え

17 児童、創作活動に意欲 砺波・少年少女発明クが開講

17 藤井、近藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会６月度月例大会

18 チューリップの多彩な写真３３点 砺波でコンテスト展　高波チューリップまつりフォトコンテスト

北陸中日 10 庄川のアユ　例年より大きめ 庄川沿岸漁業協同組合連合会　成育状況を調べる

10 住民と中学生　農業で交流 砺波・栴檀山地区　サツマイモの苗植え

11 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （６日午後６時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 25 市教委　本庁舎へ 砺波市補正予算案

　８日　月曜日
北日本 8 県俳句連盟春季大会 天位に水野さん（立山）　５位　砺波市　永井邦子他

9 追悼　ありし日 元県議・元砺波市長　上田信雅さん（砺波市鷹栖）

13 枝葉　燃やさずチップに 高波自治振興会　粉砕機　貸し出し

17 ニュース先読み　６月８日（月）～１４日（日） ８日　砺波市議会開会（～２４日）

18 平和願い彫り続けた故水本さん工房 「石像美術館」に改装　庄川　来月オープン　５０点展示

18 ３世代家族にマスク配布 砺波　３０００世帯対象

富山 9 地鳴り Ｎちゃんから届いた折り鶴　紫藤道子　８５歳（砺波市）

14 平和祈る石像　一堂に 砺波・庄川　石工・故水本さんの美術館　友人松村さんが工房改装

15 屋敷林の枝、チップ化 砺波・高波振興会　粉砕機で堆肥に

16 犯罪被害防止誓い　パトロール開始 砺波・柳瀬　砺波市柳瀬地区防犯組合の防犯パトロール出発式

北陸中日 10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （７日午後６時現在、県発表）　砺波市　０人

11 水本一太郎石像彫刻館が完成 平和を語り合う場に　砺波で来月オープンへ

11 屋敷林枝処理に粉砕機 砺波・高波地区　試運転、操作法学ぶ

11 防犯青パト出発 砺波・柳瀬地区　砺波市柳瀬地区の防犯パトロール出発式

21 ２０２０　とやま知事選 分裂　早くも表面化　富山市で新田さん推す動き　自民県連は「回避」強調

　９日　火曜日
北日本 1 高校野球　独自に県大会 県高野連　方式・期間　近く発表

1 ＬＲＴ化　需要調査 城端・氷見線　検討会初会合

4 ’２０秋　知事選 分裂選「あり得る話」　夏野砺波市長「困ったなあ」

5 学校給食　１４市町村で再開 富山市　あすから簡易提供

15 飲食・タクシー使える商品券 砺波　宿泊は最大５０００円引き　コロナ対策第５弾

15 総合病院３年ぶり赤字 コロナ対策「切れ目なく」　砺波総合病院の２０１９年度決算

15 ２公営住宅廃止を検討 金屋団地と豊町賃貸住宅

15 小中学生就学援助受給世帯に５万円 市独自臨時特別給付

25 家電万引２７０件　男追送検 富山県警　窃盗容疑　被害額８８０万円

富山 2 城端・氷見線　ＬＲＴ化後の需要予測調査 沿線４市　検討会が初会合

3 地域外来・検査センター 高岡、砺波、新川でも協議　県議会厚生環境委

3 石井氏支持を示唆 夏野砺波市長
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23 砺波市　市内宿泊に割引券 庄川温泉郷など、最大５千円　プレミアム商品券発行

23 ４年ぶり赤字見込み 砺波総合病院　新規入院患者が減少　砺波市議会６月定例会

23 金屋、豊町の市営住宅廃止へ 全員協議会

26 富山新聞文化センター　無料体験開催中 ジュニア講座　みんな　集まれ　イオンモールとなみスタジオ

29 ８８０万円　連続家電万引き 富山、石川で　１年余り　３９１点　４８歳男を容疑で追送致

北陸中日 10 城端・氷見線　ＬＲＴ化へ始動 検討会発足、意見交わす

10 議会だより　８日 砺波市

11 コロナ禍の中で 飲食店、タクシー、代行で使用　砺波市が市民限定商品券

11 飲食店ガイド　携帯便利に 砺波の組合　内容更新し小型化　砺波市飲食店組合

11 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （８日午後６時現在、県発表）　砺波市　０人

22 県内各地　晴れた５月☀ １２地点で降水量過去最少

読売 20 巨匠ら描くクレパス画 砺波で作品展　「クレパス画名作展」　砺波市美術館

20 ＬＲＴ化実現へ議論開始 城端・氷見線　県、沿線４市、ＪＲ西

21 ２０知事選　混迷の推薦決定　上 自民県連　揺らぐ結束

朝日 21 ＬＲＴ化に向け本格検討始まる ＪＲ城端・氷見線　検討会の初会合

１０日　水曜日
北日本 1 県内　全市町村　１０万円給付開始 郵送申請分　支給本格化　特別定額給付金

1 県内　今年１番の暑さ ９地点で真夏日　富山３２．４度　砺波３２．１度

7 広告 創業１００年。　株式会社　ＣＫサンエツ

19 少年補導員功労　紫藤さんを表彰 砺波署　砺波市少年警察ボランティア連絡協議会副会長

19 防犯パトロールが出発式 砺波市柳瀬地区防犯組合

24 砺波のグルメ　写真添え紹介 砺波市飲食店組合　ガイド「Ｇｕｒｕｍｅ　Ｔｏｎａｍｉ（ぐるとな）」発行

25 ニュースファイル 石川の公務員が窃盗疑い　砺波署

25 ニュースファイル イノシシ３頭　豚熱感染　

富山 1 真夏日　水遊びで　涼　県内９地点 富山市、熱中症２人　砺波市３２．１度

17 くらしの日記 無駄な時間反省　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

19 地鳴り 児童生徒に配慮足りないのでは　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

22 トッペ行燈で祭り気分 砺波・種田公民館　県道沿いに６２基　

22 富山新聞文化センター　きょうの講座（１０日） イオンモールとなみ

23 フェア懐かしの１枚募集 砺波のチューリップ四季彩館　来年の第７０回記念で展示

23 事件・事故 窃盗疑い、砺波の男再逮捕

24 広告 創業１００年。　株式会社　ＣＫサンエツ

27 万引容疑で公務員逮捕 砺波署、羽咋の５５歳女

北陸中日 14 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （９日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

読売 22 よみうり文芸 短歌　【秀逸】井上房子（砺波市）　山田裕子（砺波市）

毎日 18 コロナ禍　共に乗り越えよう 中国の画家から励ましの書届く　砺波・日中友好交流協会顧問　高田隼水さん

１１日　木曜日
北日本 1 県高校総体に代替大会 来月下旬から２６競技　「ＴＯＹＡＭＡ２０２０高校スポーツ交流大会」

1 県の高校野球　来月２３日開幕 県高校野球連盟

17 朝市夕市　県内 砺波市

17 豊作とコロナ終息願う 高瀬神社　かがり火で祈願串焼く

18 県内美術館・博物館の催し（６／１１～１７） 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

26 華やかトッペ行燈 砺波　種田公民館近くに６２基

26 記者ぶろぐ　写真部　吉田博昌 祭り　来年こそは

26 ニュースファイル ガラス板材に両脚挟まれ重傷　ガラス製造「エヌビーエス矢木工場」

28 窃盗容疑の女は出町中臨任講師 ５月から勤務

29 ハナショウブ鮮やか 県内９地点　真夏日　砺波３２．２度

富山 3 県議会スキー・スノボ同好会創立 県内施設の活性化を　

23 「コロナに負けず」　横断幕掲げて一声 砺波ＬＣ、福野小で　「愛の一声運動」を再開

25 ウイルス終息願い「祈願串」焼納 南砺・髙瀬神社　祈年穀祭

25 事件・事故 ガラス板材に挟まれ足骨折　ガラス製品製造「エヌビーエス矢木工場」

28 県内９ヵ所真夏日 富山市で３人熱中症　砺波市３２．２度

29 砺波・出町中で講師 万引疑い逮捕の公務員

北陸中日 1 太陽の恵み　ごろごろ 県内９地点で３０度超え　砺波３２．２度

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１０日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

11 新型コロナ終息　願う 南砺・高瀬神社で祈念穀祭

11 初夏の特産　収穫次々と 砺波野のタマネギやニンニク
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11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

読売 20 旧中越銀行本店　名工の技巧紹介 砺波郷土資料館　「明治の華麗な名工の技」

20 プレミアム金券発行へ 砺波は商品券　飲食など２種

１２日　金曜日
北日本 5 県の中山間地域チャレンジ　８地区を採択 中山間地域チャレンジ支援事業　栴檀野自治振興会（砺波）

17 地域に感謝　花束どうぞ 出町青葉幼稚園児　市や福祉施設に贈る

25 ニュースファイル 熱中症で１人搬送

富山 18 園児が砺波市に花束 出町青葉幼稚園　花の日で訪問

21 チューリップ公園で昼市 あすマルシェ　フェア中止　再び活気を　砺波、南砺の１０店舗

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１１日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 砺波市長に感謝の花束 出町青葉幼稚園　

毎日 18 洋画スパークリング！－２０２０ｉｎ庄川展 松村外次郎記念庄川美術館

１３日　土曜日
北日本 1 石井氏　５選へ決意 知事選　議会で出馬表明

1 分裂の行方　’２０秋　知事選　 上　選考劇　決め手欠き長期化　

21 愛の一声運動再開 砺波ライオンズクラブ

26 トッペ行燈　玄関先に 砺波・荒高屋　夜高中止で飾り付け

26 「みどりの愛護」　大臣表彰報告 砺波　鷹栖花と緑の推進協議会

26 砺波市と南砺市に１００万円寄付 県建設業協会砺波支部

26 砺波ＲＣ砺波総合病院にフェースシールド寄付 砺波ロータリークラブ

富山 21 砺波、南砺市に１００万円を寄付 県建設業協会砺波支部

21 シールドと３０万円　砺波総合病院に寄贈 砺波ロータリークラブ

21 ２人２団体を表彰 砺波市危険物安全協会

23 ハナショウブしっとり 砺波・頼成の森　７０万株見頃

北陸中日 12 砺波総合病院にも 砺波ＲＣが２００個　砺波ロータリークラブ

12 砺波、南砺市に各１００万円 県建設業協会砺波支部が寄付

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

１４日　日曜日
北日本 1 教室の冷房　間に合った　県内全小中学校 夏休み短縮前に完備

13 シバザクラ　前庭に苗植え 五鹿屋公民館　

20 県内きょう大雨 土砂災害・浸水警戒

21 風車 種田コミュニティセンター　妖怪「アマビエ」の塗り絵作品展示

富山 1 きょう警報級大雨か 県内梅雨入り後　初の週末　列車の運休、遅れ注意

18 公民館にシバザクラ 砺波・五鹿屋「花の絨毯」目指す

19 縄文期の石斧を寄贈 砺波出身　岩田さん　埋文センターに展示

19 ポール使い全身運動 砺波で講習会　小野医療器のポールウォーキング講習会

19 紫藤さんを表彰 砺波署　少年補導員功労者表彰

20 みどりの愛護大臣表彰、市長に報告 砺波・鷹栖花と緑の推進協議会

20 初のマルシェにぎわう 砺波チューリップ公園　弁当など完売

25 水泳授業　１０市町が中止　着替え　「密」避けられず 砺波、舟橋は小学校で実施　分散使用や消毒徹底

25 夏休みプール開放 １３市町村「なし」

北陸中日 14 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

14 公民館前のり面　芝桜２２０株植える 砺波・五鹿屋地区

15 砺波でチューリップマルシェ こだわりの品に笑顔　１０業者が菓子や工芸品販売

毎日 22 過去のフェア写真募集 砺波チューリップ公園

１５日　月曜日
新聞休刊日

１６日　火曜日
北日本 5 光回線　来年度県全域に　県６月補正予算案 知事「地方創生に不可欠」

19 発達障害　特性学ぶ ｐｏｎｔｅとやま　１１月まで８回講座

19 素朴で温かみ　陶芸７５点展示 戸島さん（高岡）作品展　砺波市平成町のフリースペースＰＬＵＳ

19 危険物管理の功労者を表彰 市危険物安全協会

20 市町村議会　砺波 庄東に光回線整備　授業・テレワークなど対応

24 弾いてみよう　ピアノの名器 砺波市文化会館募集　「スタインウェイ」の演奏体験会

24 合唱が好きな小中学生集まれ 来月に結団式　「となみのジュニア合唱団」の団員募集

26 液体ミルク　災害時に確保 砺波市　事業者と締結目指す

富山 15 地鳴り フィリピンで経験した戦争　細畑綱一郎　８３歳（砺波市）
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23 ロビー展 田中智江美・紙の世界展　北陸銀行庄川支店

24 庄東地域に光ファイバー　砺波市　遠隔授業に対応 今年度、来年度で整備　市議会一般質問

24 液体ミルク確保で協定 災害対策、ドラッグストアと

北陸中日 12 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

13 光ファイバー回線　庄川東側で整備へ 砺波市　新型コロナウイルス対策

13 議会だより　１５日 砺波市

１７日　水曜日
北日本 5 ’２０秋　知事選 石井氏を支援　自民砺波市連

6 ドンキ砺波２３日オープン 独自の衣料品　アピタ砺波店を「ＭＥＧＡ・ドン・キホーテＵＮＹ砺波店」に業態転換

17 市町村議会　砺波 宿泊業　売上高８６％減　「１０月採用」継続を検討

22 プラごみ削減へ一役 シマヤ砺波店　指定ごみ袋ばら売り　レジ袋の代わりに

22 アユ香ばしく　旬の味覚堪能 庄川の料理店にぎわう　砺波市庄川町金屋の「鮎の里」

22 俳句続け１５年　庭に句碑 砺波の今井さん　米作りの思い刻む

22 山本連盟長を再任 ガールスカウト県連盟総会

25 県内小中学校　コロナで長期休校　成績評価　悩ましく 授業減り判断材料不足　通知表遅らせ時間確保

富山 3 知事選　２０２０ 石井氏支援を決定　自民党砺波市連

4 ｗｉｔｈコロナの純米酒２２日に発売 若鶴酒造　純米吟醸「Ｌｉｆｅ　ｗｉｔｈ　５６７（コロナ）」を発売

20 市町村議会　（１６日）　砺波市 宿泊業売上８６％減　フェア中止の損失２０数億円

21 若アユ料理食べて 砺波の「鮎の里」

25 男に禁錮２年６月求刑 過失致死罪　砺波のひき逃げ事件　地裁高岡支部

北陸中日 13 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

13 初夏の味覚　風味堪能 砺波の料理店「鮎の里」

読売 24 よみうり文芸 川柳　【秀逸】太田歌子（砺波市）

24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 21 「塩焼きも　つけて」　 初夏の味求め活気　魚安（砺波市太田）

日本経済 31 立山酒造「家飲み」開拓 １０月に専用商品、首都圏で拡販　コロナ拡大　飲食店需要減に対応

１８日　木曜日
北日本 23 市町村議会　砺波 チューリップ球根ネット栽培機　２、３年内実用化へ　

24 朝市夕市　県内 砺波市

24 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館  松村外次郎記念庄川美術館

30 全国住みよさランキング 魚津１１位　滑川１５位　砺波市５２位

32 ＳＯＲＡフォト　とやま しま模様　鮮やか　砺波頼成の森

富山 18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会５月誌上句会

23 地鳴り 服部克久さんと黒部の朧月夜　紫藤道子　８５歳（砺波市）

24 専用農機でネット栽培　 チューリップ　砺波市、２地区で実証　省力化に網、実用化へ

30 全国住みよさランキング　「持ち家」指標外れ 富山は４０位　魚津１１位　滑川１５位

北陸中日 7 コロナ時代の飲み方提案 若鶴酒造、５６７円　新商品

7 東洋経済ランキング 野々市　住みよさ日本一　１０位以内に石川５市

10 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１７日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

10 大門そうめん産地 いい天気　小麦収穫　順調に

10 今秋の県知事選現職石井氏推薦 自民砺波市連合支部

11 鷹栖花と緑の推進協　国交大臣表彰を受賞 砺波市長に喜び報告

11 美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川美術館

１９日　金曜日
北日本 6 忠田会長と河合社長再任 エフエムとなみ　株主総会

19 市町村議会　砺波 マイナンバー申請　５月は昨年の１２倍　砺波市議会民生病院委員会　１８日

19 ８５歳川嶋さんの独創的な写真展示 越中庄川荘

24 新園舎が起工　来年３月完成 砺波　出町青葉幼稚園

24 キャンペーン名は「トナミ－ステイ」 砺波市の宿泊割引事業　「ＴＯＮＡＭＩ－ＳＴＡＹ」

富山 18 市町村議会　（１８日）　砺波市 マイナンバーカード申請　５月６８６件、昨年の１２倍　民生病院常任委員会

20 割引で砺波ステイを 庄川峡観光協同組合と市ホテル旅館組合　来月からキャンペーン

20 感染対策に指針　ポスターで掲示 庄川峡観光協同組合と市ホテル旅館組合　新型コロナ対策の研修会

北陸中日 12 富山県内の新型コロナウイルス感染者 （１８日午後５時現在、県発表）　砺波市　０人

13 アピタ砺波店がドンキ流で開店 ２３日リニューアル

13 新園舎起工式　園児が讃美歌 砺波・出町青葉幼稚園
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２０日　土曜日
北日本 5 ２２年度以降成人式　従来通り２０歳対象 富山市自治振興連絡協議会

17 市町村議会　砺波 案内ボランティア　新図書館に配置　砺波市議会総務文教委員会　１９日

22 雪たまねぎ　今期初出荷 ＪＡとなみ野　となみブランド認定品「雪たまねぎ」

23 クマ出没情報　１９日発表 砺波市　宮森

23 ニュースファイル 立山酒造が損害賠償請求

24 砺波医療圏でＰＣＲ検査 ２２日　センター開設　「地域外来・検査センター」を開設

25 旅立ち　気兼ねなく　県外移動　全面解除 富山駅利用者「まだ油断できない」

富山 3 ２２日に５氏質問 県議会予算特別委員会

21 地鳴り 心は変わらぬ　濃密な距離で　北清俊一　６３歳（砺波市）

22 「雪たまねぎ」初出荷 ＪＡとなみ野　最多９千㌧目指す

22 出町青葉幼稚園　新園舎が起工 砺波　

22 ユリ　豪華に咲く　 砺波・四季彩館　「季節を彩る花々～夏～」

23 市町村議会（１９日）　砺波市 新図書館にボランティア　４０人募集　貸し出しや館内案内

23 市町村議会（１９日）　砺波市 庄川支所２階を住民交流の場に

北陸中日 12 砺波医療圏でＰＣＲ検査 県、２２日から　ドライブスルー方式　「地域外来・検査センター」

13 紫、白　色鮮やか大輪の花 頼成の森　見ごろ　砺波市頼成の県民公園頼成の森・水生植物園

13 甘いタマネギ　食べて ＪＡとなみ野の初出荷式　「雪たまねぎ」

読売 26 おしゃべりカフェ ２０歳の記念に献血　砺波市・山川佳代子５０

26 ひろば 梅雨空に彩り　野田節子　７３（砺波市）

日本経済 29 オンライン飲み会モチーフラベル 若鶴酒造　「Ｌｉｆｅ　ｗｉｔｈ　５６７」を発売

２１日　日曜日
北日本 13 明治の名工の技　パネル・映像で 砺波市砺波郷土資料館

13 販売ブース設け　地元飲食店応援 富山トヨタ自動車砺波店

13 初夏の草花　華やか２００種 県花総合センター・エレガガーデン　「初夏を彩る花まつり２０２０」

13 きょうもにっこり となみ元気道場理事　若松遼さん

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

11 地鳴り 孫娘と楽しい朝の日課　潟沼みや子　６７歳（砺波市）

18 住民ら側溝清掃　排水機能を回復 砺波・出町　市民協働による道路側溝清掃

19 テークアウト料理　飲食５店舗が提供 富山トヨタ砺波店

19 宿根草など２００品種　１２００株で彩り 砺波で花まつり　県花総合センターの「初夏を彩る花まつり」

北陸中日 14 砺波の宿泊施設　１３ヵ所が独自割引 ２５日から受け付け　特設サイト「ＴＯＮＡＭＩ　ＳＴＡＹ」開設

15 宿根草テーマに初夏の花まつり 砺波、きょうまで　県花総合センター　「初夏を彩る花まつり」

２２日　月曜日
北日本 1 コロナの波紋9⃣　とやまは今 ▶▶　２波への備え（中）　「入り口」で感染阻止　トリアージ

22 北日本新聞社長杯　ゴルフ 今井さん（砺波）優勝　トナミロイヤル

22 グラウンドゴルフ 砺波市五鹿屋・庄川交流大会

24 木造納屋燃える 砺波市頼成

富山 14 フォト彩時記㊷ 砺波郷土資料館（砺波市）　和魂洋才の技を結集

15 「古代漆」で収束願う　感染ゼロ　産地岩手にあやかり 「魅力広める機会に」　砺波の中村さん、来月に奉納

15 ロビー展 藤井碧峰書作展　北陸銀行砺波支店

21 砺波で納屋全焼　けが人なし 砺波市頼成

２３日　火曜日
北日本 1 県議会　予算特別委 園芸作物の産出額示せ　瘧師富士夫氏　自民砺波

1 幹線用水に転落防止柵 県　年度内に２０㌔分設置

22 用水事故　住民と防ぐ　砺波で研修会 対策会合　進行役養成　県西部の市職員ら対象

22 活躍できる環境づくりを 県シルバー人材センター連合会総会

23 ニュースファイル オートバイが火元　砺波市頼成

富山 3 県議会予算特別委　事故防止へ柵２０㌔　 ６億円超の事業費確保　農業用水路の安全対策

3 県議会予算特別委　質問答弁の要旨 園芸作物の産出額示せ　瘧師富士夫氏　自民

5 ＭＥＧＡドンキＵＮＹ　 きょう砺波店オープン　旧アピタ砺波店を改装

23 事件・事故 火元はオートバイか

23 用水の安全対策学ぶ　 砺波で研修会　農業用水安全対策ワークショップ

読売 24 砺波医療圏にＰＣＲセンター 「地域外来・検査センター」の運用が始まる

２４日　水曜日
北日本 1 総合がんセンター新設 診療科横断　治療を充実　富山大付属病院

1 庄川峡　遊覧船　ゆったり 庄川遊覧船
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5 ’２０秋　知事選 石井氏「命懸けでやる」　県商工政治連盟が推薦状　石澤会長　「結果は僅差だろう」

17 自由な発想　彩り豊か　 小矢部郵便局で障害者美術展　県西部６市の１２局巡回

23 万機公論　 道の駅庄川駅長・元鹿児島県喜界島観光物産協会事務局長　東亮輔　奄美の暮らしに学びたい

25 ニュースファイル 上市で捕獲のイノシシ　豚熱感染

27 水泳の授業　１３市町中止 ３密・接触避けられず　夏休み開放　全て「なし」

富山 1 臨時交付金　富山２４０億円 県１２７億円　市町村１１３億円

3 知事選　２０２０ 保守分裂選へ動き活発化　激戦必至で緊張感

19 地鳴り 全ての大臣はエキスパートで　犀川寮明　７２歳（砺波市）

19 地鳴り 秋の彼岸には京都にお参り　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

21 幅広い年代にぎわう ＭＥＧＡドンキＵＮＹ砺波店開業

23 郵便局で障害者作品　 小矢部から巡回　県西部の郵便局を巡回する「アートがつなぐ遊便プロジェクト」

北陸中日 13 独創的なアート感じて 小矢部郵便局で障害者作品展　「ＰＯ－ＯＦ（ポフ）　ＡＲＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ　アートがつなぐ遊便プロジェクト」

13 南砺市　ごみ袋をレジ袋に プラごみ削減へ　ばら売り認める

読売 24 高校野球　独自大会　ベンチ２５人 試合ごと入れ替え可　県高校野球連盟

２５日　木曜日
北日本 17 市町村議会　砺波 農業委員２９人　任命に同意　砺波市議会本会議

17 市町村議会　砺波 引き受け法人にとなみ中央福祉会　鷹栖保育所　砺波市議会全員協議会

17 市道の側溝清掃 出町自治振興会　市民協働活動

17 論戦を振り返って 通年議会の気構えで

18 朝市夕市　県内 砺波市

18 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

24 酒かす食べ産みました 仁光園と若鶴酒造　鶏卵　うま味アップ　新ブランド「ちどりたまご」

24 庄川水まつり中止 庄川水まつり実行委員会

25 ニュースファイル 県内で熱中症３人搬送

26 白骨遺体は砺波の不明男性 南砺市瀬戸の山林

富山 1 県内５地点真夏日　熱中症で３人搬送 ２４日　

15 地鳴り 規則正しい生活に気づく　嶋村了吉　５６歳（砺波市）

21 富山文芸　６月賞 歌壇　佐伯裕子選　佳作　山森和子（砺波市）

22 砺波市　市議会全協 農村公園に新園舎　となみ中央福祉会が運営

23 クックパッドにレシピ 砺波市、生活習慣病予防に

23 宮内さん優勝 第４回やまふじぶどう園杯健康麻将交流大会

24 酒粕飼料でエコ卵 高岡・仁光園が来月販売

24 庄川水まつり中止 庄川水まつり実行委員会

25 事件・事故 南砺の遺体身元特定

28 各市町村　緩和広がる 授業中、休み時間は「着用を」

北陸中日 12 庄川水まつりが感染防止で中止 「第三十六回庄川水まつり」が中止

13 深堀りＴＯＹＡＭＡ　職人の技　美しい音色磨く 越中三助焼のオカリナ

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

23 深堀りＴＯＹＡＭＡ　宮司発‟地域愛„奏でたい 奉納演奏企画　元気と活性化期待　楽器は砺波・南砺の工芸で

23 南砺山林遺体は砺波の70歳男性 南砺市瀬戸の山林

読売 24 はるｐｙｏｎのラビットＪＵＭＰ　特別編 秋の楽しみ　子持ち鮎

24 障害者が描くアート身近に 小矢部など　郵便局で巡回展　「アートがつなぐ遊便プロジェクト」

日本経済 35 酒粕飼料のニワトリ卵 仁光園　うまみ強く渋み抑える　「ちどりたまご」

２６日　金曜日
北日本 4 関西電力人事 ２５日

19 豪華５０００円会席で恩返し 砺波と南砺　和食１１店　コロナ支援に感謝

19 大麦を初検査　全量１等判定 ＪＡとなみ野　４２０㌧　「ファイバースノウ」　

26 ユリ爽やか チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々～夏～」

富山 8 人事 関西電力（２５日）

21 地鳴り ツバメが今年も巣立っていく　小倉慶子　７５歳（砺波市）

23 不良タマネギ　堆肥に　ＪＡとなみ野 処理施設で年５００㌧　循環型農業を推進

23 大麦初検査　全量が１等 ＪＡとなみ野　「ファイバースノウ」　４２０㌧

北陸中日 9 酒粕で卵　資源を循環 若鶴酒造が仁光園に提供　「ちどりたまご」

読売 22 用水路安全マップ作成へ ３３地区住民　県、人材養成へ研修　転落死相次ぎ

22 餌に酒粕　鶏の卵発売 高岡の生産会社、来月１日　仁光園　若鶴酒造

23 新型コロナ １１市町で水泳授業中止　公立小中　夏休みは全市町村
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２７日　土曜日
北日本 7 コロナで停滞　企業支援に力 砺波商工会議所通常議員総会

21 交通安全願い　ジャンボ七夕 砺波署に設置　砺波安全運転管理者部会

21 砺波総合病院人事 ７月１日

27 声の交差点 梅雨初日の出来事　島田栄　７１歳(砺波市)

30 藤森さん（庄川出身）　日展顧問に 新友会　県関係は１７人

富山 2 共同参画功績たたえ 県教育部門功労の表彰式

21 地鳴り 使わなくなったガーゼマスク　戸田祐子　５８歳（砺波市）

22 １３㍍の七夕飾り　交通安全を祈願 砺波署　砺波安全運転管理者部会

22 新会長に老氏選出 砺波市社会福祉協議会　理事会・評議員会

23 子ども塾再開で笑顔 砺波・雄神公民館　長机１台に１人　「友達と勉強うれしい」

23 重点２３件を要望 砺波市　重点事業の要望書をまとめる

23 砺波総合病院人事 ７月１日

24 プレミアム商品券　市と連携で来月発行 砺波商工会議所総会　「市プレミアム付商品券」

25 藤森氏が顧問に 日展役員

北陸中日 13 健康は食事面から お手軽レシピ　砺波市が募る

読売 30 となみ野二人展ー平和と光ー 砺波市高道の市美術館

２８日　日曜日
北日本 1 きょうのｗｅｂｕｎ　主なニュース 深読み　砺波で３世代交流の七夕作り

12 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　

19 天位に野村さん となみ野俳句大会　砺波市俳句協会

20 集まれ～！にこにこ新入生 庄東小学校（砺波市）　積極的に意見発表

24 とやまｗｅｂｕｎランキング ２0～２６日 ③豪華５０００円会席で恩返し　砺波と南砺和食１１店　コロナ支援に感謝（２６日）

26 記者ぶろぐ 砺波支社 高田莉緒奈 コロナ収束　短冊に願う

27 ニュースファイル 砺波で車同士衝突　８１歳男性重傷

29 車同士が衝突　６８歳男性重傷 砺波市大門

富山 2 知事選　２０２０ 市町村長のスタンス　１０人が石井氏支持　富山、滑川は新田氏

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 コント 砺波・富之助

17 くらしの日記 家で読書　紫藤道子　８５歳（砺波市）

20 福島さん（砺波）が優勝 富山新聞社杯ゴルフ

21 事件・事故 砺波で車衝突、２人重軽傷　

21 事件・事故 車同士衝突、８１歳男性骨折

25 ほたるいか 小野医療器（砺波市）のポールウオーキング教室

２９日　月曜日
北日本 17 七夕飾り作り　３世代で交流 栴檀山地区住民

20 思い出の写真募集 となみチューリップフェア　来春７０回の節目

22 部活の枠超え特訓　５市中学バレー部員 昨秋発足　ＶＣ富山　砺波拠点に切磋琢磨　砺波市栴檀山体育館

富山 7 地鳴り アジサイの花に過ぎた日思う　紫藤道子　８５歳（砺波市）

12 三世代で七夕飾り作り 砺波栴檀山地区　砺波市庄東ＰＴＡ栴檀山地区委員会

13 オンラインで体操教室 砺波　ジム運営の和田さん指導　疲労回復ジム「オアシス」

15 「公認・推薦候補　当選へ総力」決議 自民党富山県第３選挙区支部総務会

北陸中日 8 ３世代　七夕飾り作り交流 砺波・栴檀山　砺波市栴檀山公民館

日刊工業 30 オン飲み、ラベルで盛り上げ 純米吟醸　若鶴酒造が２デザイン

３０日　火曜日
北日本 2 来社　２９日 砺波支社

6 日立アロイの事業取得 サンエツ金属　販路拡大へ

6 パナ合弁会社　社名を変更 「タワーパートナーズセミコンダクター」に変更

24 砺波　コロナ対策の商品券　あすから申し込み受け付け きょう　本紙チラシに用紙　　「砺波市プレミアム付商品券」

富山 13 地鳴り 葬儀のあり方考え直す機会　浦外喜夫　７１歳（砺波市）

18 砺波、魚津市にマスク各１万枚 パナソニック・タワージャズ

20 商品券　あす申込開始 砺波会議所、庄川商工会に

北陸中日 13 コロナ禍の中で プレミアム商品券　あすから受け付け　砺波商議所と庄川町商工会

読売 22 近代の影　心に刻む旅 体験通じ　悲しみ承継
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＊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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