
　　　　　　　２０２１（令和３）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　火曜日
北日本 17 色とりどり　トッペ行燈 種田公民館　県道沿い６２基設置

17 増山城跡の遊歩道　草刈りできれいに 栴檀野地区住民

18 ヘアドネーション知って 砺波ライオンズクラブ

25 ニュースファイル 大麻リキッド所持の罪で在宅起訴

富山 21 地鳴り 幸せと感謝忘れずに　紫藤道子　８６歳（砺波市）

22 増山城跡で草刈り 砺波・栴檀野地区

23 ＩＣＴ活用や集約化推進 県西部森林組合が総代会

北陸中日 12 球根　網ごと掘り採り チューリップ　南砺で省力化栽培

28 風紋 正史とは

　２日　水曜日
北日本 1 きょうから聖火リレー　県内 高岡でトーチキス　あすは富山

2 けさの人 砺波市議会議長に就いた　川辺一彦さん　現場に出る姿勢は不変

19 ミニ行燈で夜高気分 ２年ぶり市役所に展示　砺波　渡辺さん　２基製作

19 旧タワー使い　合同救出訓練 消防組合と砺波署

19 教育センター　本庁に移転 教育総務課と連携

25 ニュースファイル 酒気帯び運転疑いで男逮捕　砺波署　１日

27 県内１４人感染 １人死亡

富山 13 地鳴り 愚痴の受け皿ありがたい　犀川寮明　７３歳（砺波市）

13 地鳴り 釣りで無の境地感じ良い経験に　黒田和也　４４歳（砺波市）

13 地鳴り 好きな女優さん休業にショック　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

18 旧タワーで救出訓練 砺波地域消防・砺波署　大地震を想定

19 トッペ行燈　道照らす 庄川・種田公民館「ゆるキャラ」も登場

19 祭り継承へ行燈展示 砺波夜高振興会　市役所で２年ぶり

21 事件・事故 酒気帯び容疑で逮捕　砺波署　１日

24 県内新たに１４人感染 新型コロナ、１人死亡

北陸中日 12 砺波市役所にもフードロス自販機 県内３ヵ所目

13 大地震想定合同訓練　展望台から人命救助 旧チューリップタワー

25 県内　新たに１４人感染 砺波市１人

読売 22 よみうり文芸 俳句　海潮砺波歌会

23 コロナ１４人感染 １人死亡

23 ハナショウブ咲き始め　砺波 砺波市の「頼成の森」

　３日　木曜日
北日本 11 県内聖火リレー　初日　ランナーの皆さん 砺波市グループ　１４人

16 となみ野 第２２回草月四季の会いけばな展ほか

16 朝市夕市　県内 砺波市

19 来年４月開園へ　工事の安全祈る たかのす認定こども園

26 １人暮らし高齢者　タクシー料金助成 砺波市

28 県内１０人感染 半数が中等症

富山 1 東京五輪聖火　高岡にともる リレー代替イベント　９３人、ステージでトーチキス　点火者　守田さん「楽しかった」

3 選挙人登録者８８万３３１６人 ６月時点　３月から１２８３人減　砺波市４０，０１２人

20 中村哲医師の功績紹介絵本を寄贈 ソロプチミスト砺波

21 １人暮らし高齢者にタクシー料金助成 砺波市

21 認定こども園　鷹栖で起工式 砺波市、来年４月開園

22 高岡で聖火点火セレモニー　顔触れ多彩　喜びの輪 砺波市のグループ

22 セレモニー参加者 （１日目）

23 子どもに夜高教室　砺波会議所青年部 まつり中止でも伝統守る　８日から行燈作り実演　６カ所の小学校　認定こども園で

26 県内８地点で夏日 砺波市と富山市秋ケ島で２７．４度

26 県内　新たに１０人感染 砺波市１人　２０代男性

27 笑顔でポーズ　炎つなぐ 元五輪選手や県民、感慨

27 「輝いて見えた」「走ってほしかった」 家族ら１７０人見守る

北陸中日 13 ワクチン接種でタクシー券補助 砺波市、一部高齢者に

13 チューリップの球根　砺波野で収穫本格化 七月に県花卉球根農協（砺波市）に出荷

25 燃え上がる　思い コロナ禍　平穏戻って／バドで「金」を　高岡に聖火

25 県内　新たに１０人感染 黒部市、職員感染を発表

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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読売 24 ２日の走者　高岡市　高岡スポーツコア ランナー名簿

25 学ぶ努力　必ず成果 ひとり親家庭の受験生を支援　安念正義さん

25 コロナ１０人感染 変異型１４人判明

朝日 17 聖火　壇上でつなぐ １日目　９３人がトーチキス

　４日　金曜日
北日本 2 来社 【砺波支社】井上五三男氏（砺波市地区自治振興会協議会長）ほか

5 「上田県議頑張って」 夏野砺波市長

15 県内聖火リレー 最終日 ランナーの皆さん 嶋倉愛適 ３９ 砺波市

21 田楽行燈に児童の絵 砺波 鷹栖夜高保存会  祭り中止で「思い出に」 きょうあす展示

21 野焼き防止へ一歩 来月から  落ち葉専用ごみ袋販売

21 活動３０年まとめた記念誌を市に寄贈 市消防団女性第１分団

21 広告 砺波市在住の６５歳以上の皆さんへ

27 声の交差点 首長には優先接種を  砺波市　田辺一郎(６９歳)

27 とやま×私×フォト 「紅白競いながら咲く花発見‼ 」やまじゅん(砺波市)

28 土曜接種追加 計３０００人分増 砺波市が態勢拡充

28 教員ら９３２人先行 学内クラスター対策

28 １１月に砺波で研究発表 県推進協  会長に白江氏(志貴野中校長)

30 県人口１０３万５６１２人 ３万７１６人減過去最大 ２０年調査 砺波が南砺上回る

富山 3 県人口１０３万５６１２人 ５年で３万人減 減少率２．９％最大 国勢調査速報

19 地鳴り 鳥とヘビに驚いた一日  小倉 慶子 ７６歳(砺波市)

21 小枝、落ち葉用ごみ袋 砺波市  来月から販売  屋敷林の管理負担軽減

21 集団接種の体制拡充 コロナワクチン、６５歳以上  学校職員ら優先

21 新築・増改築助成 問い合わせ１４０件 夏野市長

21 弁当の収益金で病院に防護眼鏡 砺波市飲食店組合

23 新会長に白江氏 県ＮＩＥ推進協

北陸中日 12 県推進協新会長に白江氏 ＮＩＥ 教育に新聞を

12 倒木の除去に協力 県西部６市と協定 県西部森林組合方針

12 砺波市も接種加速 ６５歳以上人数拡充

13 たかのすこども園 来春開園へ起工式 砺波市

読売 24 ３日の走者 ランナー名簿

毎日 18 新規実践校に砺波・出町小中 今年度・県推進協

　５日　土曜日
北日本 5 ６５歳未満接種　県主導で　ワンチームとやま会議 券一斉発送求める

5 連携除雪区間を拡大 本年度推進５項目

5 教育現場も早期に／産業医の負担大 市町村長の主な意見

5 児童のインフル助成取りやめ　「事前に言ってほしかった」 夏野砺波市長　県に苦言

15 鍛錬の成果　技光る 第７６回県展　入賞・入選

24 会長に今藤さん 市交通安全協

24 歩行者優先で交通事故防止 安全運転管理者部会

25 県展５９３点入賞・入選 県民会館できょう開幕

25 コロナ後見据え観光ＰＲ事業 県となみ野観光連盟

25 ５０周年式典協力　夏野市長に要請 となみＪＣ

富山 1 ６４歳以下のワクチン接種券　発送時期の統一検討　 ワンチームとやま会議　県に１５市町村長要望

3 庁舎の窓 言うべきことは言う　砺波市長　夏野修氏

17 地鳴り お別れイベント　大輪花火に驚き　石黒陽子　８４歳（砺波市）

17 コント 砺波・富之助

21 くらしの日記 二つの感動　紫藤道子　８６歳（砺波市狐島）

22 高岡・福岡町から　日本画　彫刻２部門大賞 県展きょう開幕　県民会館　５９３点入選　２年ぶり開催、展示のみ

28 １０月に４０周年式典 砺波市シルバー人材

29 ５０周年式典へ意欲 となみＪＣ、市長訪ねる

29 「一生懸命生きて夢を見つけて」 砺波・出町中で課外授業

29 ３団体を表彰 砺波安管部会

30 美しい漢字　魅力伝え イオンとなみ　こども書道の作品展

30 今村、柴田氏を表彰 県厚生部門功労

31 会長に河合氏 県土石業協組連合会

35 来年度の開始求める　 子ども医療費　県全域での現物給付化

北陸中日 1 接種券「県が一斉配布を」 首長意見交換　新田知事に要望の声

13 とっぺあんどん　砺波市キャラも 庄川の県道沿い
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読売 25 接種券発送時期巡り議論 ６４歳以下　知事と１５市町村長

朝日 24 書部門大賞に片村さん 入賞・入選５９３点　県展きょうから

　６日　日曜日
北日本 11 声の交差点 思い出詰まったタワー　砺波市　小西文子（７７歳）

13 花いっぱいの五鹿屋に 農村公園に苗植え

13 金賞に川東さん 第１５回高波チューリップまつり写生大会

13 今年は小ぶりだけど…　天然アユ多く期待 庄川で成育調査

14 生け花　個性あふれる 草月会四季の会展

14 中村医師の功績知って 国際ソロプチミストそれいゆ砺波　絵本を市に寄贈

14 優良会員ら１６人表彰 砺波市シルバー人材センター

富山 1 アユ漁解禁　待ち遠しく 庄川で成育調査　やや小ぶり

16 公園　街角　花いっぱい 住民が苗植える　砺波・五鹿屋地区

17 消防団女性第１分団　３０周年記念誌を作製 砺波

17 水上、朝倉さんＶ 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

17 １１月の散居村マラソン中止 砺波市

18 ６部門７２５点　美の共演 ２年ぶり県展　富山で開幕　意欲作、ファン魅了

北陸中日 12 庄川のアユ　成育順調 解禁　さお１６日、網２１日　投網など　漁協試し捕り

12 砺波総合病院に防護グラス１５０個 市飲食店組合

12 庄川散居村マラソン　昨年に続き１年延期 第七回となみ庄川散居村縦断マラソン

13 夜高　祭りの伝統継承 中止となみ　子どもに動画　商議所青年部　１２日、配信開始

13 砺波・庄川図書館が読書活動で大臣表彰 市長に報告

　７日　月曜日
北日本 5 読者写真コンクール　５月の入選作 佳作　「私たちも撮って！」　斉藤雅彦　富山市

5 読者写真コンクール　５月の入選作 佳作　「ブルーインパルス　砺波平野低空飛行」　小松昌義　射水市手崎

20 砺波総合病院へ医療用ゴーグル 市飲食店組合が寄付

富山 7 月曜川柳　乱反射 源通ゆきみ（砺波）

14 庄川の魅力　漫画で 「ゆずの郷　やまぶき」の近川さん　温泉や地元の商品紹介

14 救助技術向上へ研修 砺波市防災士連絡協　会員１２人学ぶ

15 パークゴルフで２７人交流深める 砺波・雄神公民館

15 空、宇宙がテーマ　絵本や図鑑８０冊並ぶ 砺波図書館で企画展　「しゅっぱつ！空のたんけん隊」

北陸中日 10 大仏眺め　くつろぎ空間 カフェ「１９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ」代表　渡辺功一さん（４２）

11 「あんどんの灯　消さない」 砺波夜高振興会　市役所にミニ２基展示

　８日　火曜日
北日本 17 「鬼滅」曲や自作曲演奏 盲目のピアニストＹＯＵＴＡさん　児童ら大喜び　砺波東部小

17 五感使って森林浴楽しむ 富山三つ星山の会

18 集団接種会場はイオン 砺波　６５歳未満にワクチン

18 国のクラウド　先行採択を 市が重点要望２２項目

19 倒壊家屋からの救助学ぶ 市防災士連絡協議会

26 ベーコン絵画　相当な〝お宝〟 県美術館　数千万円で購入　今は数十億円？　他作品は高額評価

富山 19 地鳴り タワーの近くで運動できる幸せ　佐伯康博　６６歳（砺波市）

20 本紹介のポップ作るコツを学ぶ 砺波図書館 「ＰＯＰ（ポップ）作り講習会」

21 ６４歳以下のコロナワクチン　イオンとなみや体育館で 集団接種　８月開始目指す　若者集まりやすく　砺波市議会開会

21 球根ネット栽培　国事業採択 夏野市長

21 マイナカードの申請率４６．１％ ５月２３日時点

21 県となみ野観光連　ガイドブック改訂 外国語版も

22 思いやりや夢　児童考える 砺波東部小　ＹＯＵＴＡさん演奏と語り

北陸中日 12 麦秋の砺波野　黄金色に輝く 大麦の収穫進む

13 議会だより　７日 砺波市

13 倒壊建物からの救出方法を習う 砺波市防災士連絡協が災害研修

毎日 18 前衛書　フレッシュに 西島さんが初の個展　砺波

　９日　水曜日
北日本 1 天位に中尾さん（高岡） 県俳句連盟春季大会　地位　砺波市　二俣れい子

17 とやま×私×フォト 「庄川峡　利賀大橋の影」　トール（砺波市）

19 増山城の歴史に触れる ３０人が散策・自然観察

19 地域の安全　みんなで守る 青色灯パトで見回り　柳瀬地区で出発式　

19 ２７団体の５００人　息合った演奏 吹奏楽祭

富山 3 原因の伸縮可とう管「台帳に記載なし」 射水・工業用水道管水漏れ

4 コロナ禍閉館　旅館を再生 砺波・庄川荘　柿里、地域住民呼び込む
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13 地鳴り 来日者全員に接種義務付けを　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

18 救助技術で記録会　６種目で３１人競う 砺波地域消防組合

19 夜高の魅力に触れてみよう 砺波会議所青年部　子ども向け体験教室　本物の太鼓たたき「来年はまつりに」

21 富富富をジェラートに 米粒の食感、甘さあっさり　

21 小西（砺波出身）決勝打 敦賀気比が９度目Ｖ　第１４４回北信越高校野球大会最終日

北陸中日 12 チェーンソー基本学ぶ 県西部森林組合　消防と連携研修会

12 七夕や空、星、宇宙　子ども向け本８０冊 砺波図書館で展示

12 ６５歳未満集団接種はイオンモールに変更 砺波市

13 夜高の魅力に触れて 砺波商議所青年部　園児に教室

13 「庄川に伝わる挽物」展示会図録を発行 砺波郷土資料館

読売 24 よみうり文芸 俳句

24 ３２チーム頂点へ挑む 小学生バレー　県大会

１０日　木曜日
北日本 5 県内移住　最多７６４人　県議会常任委 ２０年度　感染拡大　地方に関心

6 コロナ後へ中小支援　 県内　金融機関・財務局　現場レベルで連携強化

12 となみ野 県年金受給者協会砺波支部第１９回グラウンド・ゴルフ大会ほか

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

22 税の仕組み　クイズで紹介 市内３小学校で租税教室　砺波税務署

22 救助技術を競う 砺波地域消防組合

23 夜高まつり　来年こそ 桜木町内会　ギャラリーに田楽行燈飾る

28 モルトヤマ・若鶴酒造　井波でウイスキー熟成 貯蔵庫建設　国内初「ボトラーズ」

富山 1 稲積梅　青々と 県内４ヵ所夏日　氷見で収穫始まる　砺波市２６・４度

2 昨年度の移住者数　南砺が健闘　県内３位 「暮らしませんか」訴え奏功

19 地鳴り 宗教やしきたり　体に染み付く　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

19 地鳴り 先輩方目標に投稿に励む　北清俊一　６４歳（砺波市）

19 コント 砺波・たぬき

20 宿泊学習再開「うれしい」　県砺波青少年自然の家 野外活動を満喫　感染対策徹底　１日１校限定

21 ロビー展 吉井多江子クラフトバンド作品展　北陸銀行庄川支店

23 井波にウイスキー熟成庫 国内初　独自販売の「ボトラーズ」　９月着工、南砺市が支援

北陸中日 7 「地元木工、観光業に貢献を」 モルトヤマ・若鶴酒造　ウイスキーボトラーズ　井波に３０００樽熟成庫、見学会予定

12 転入者を歓迎　特産品ど～ん 人口減に悩む砺波・般若地区　１万円相当　今春の住宅地完成機に

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

27 ウイスキー　富山熟成 ボトラーズ事業　貯蔵庫　南砺に建設へ

１１日　金曜日
北日本 1 天地人 サイカチの群生地　砺波市庄川地域の庄川右岸

18 広告 第３６回　頼成の森　花しょうぶ祭り

21 日頃の感謝込め　花束 出町青葉幼稚園　市内５ヵ所に贈る

21 田祭りに合わせ会員へ赤飯届ける 高儀新筏長寿会

21 豊作祈る　祈年穀祭 高瀬神社

21 庄西中校内放送でカギかけ呼び掛け 放送部員と砺波署員

28 保育士ら１５００人　優先接種 砺波・小矢部・南砺連携　

28 南砺で２９・６度 砺波２９・５度

富山 1 ハナショウブ　７０万株誇る 高気圧の県内、８ヵ所夏日　砺波・頼成の森　きょう祭り開幕

13 地鳴り 投稿がラジオで流れた思い出　紫藤道子　８６歳（砺波市）

18 田祭り時期健やかに　法被姿で赤飯贈る 砺波・高儀新筏長寿会

18 「花の日」で園児　市長らに花束 砺波・出町青葉幼稚園

19 自転車の安全運転　校内放送で呼び掛け 砺波署と庄西中

19 新会長に児島氏 砺波署協議会

20 保育関係者にワクチン優先接種 砺波、南砺、小矢部　クラスター防止で連携

20 害虫発生防ぎ　豊作を祈念 南砺・髙瀬神社

北陸中日 12 コロナワクチン接種　大規模接種　保育士ら先行 砺波、南砺、小矢部市

13 故中村哲さんの絵本　砺波など３市に贈る ソロプチミスト砺波

読売 22 小学生バレー　県大会 男子チーム紹介　庄川

23 昨年国勢調査　県人口減３万人　最多 １０３万５６１２人　減少率も最大２．９％

毎日 22 保育士に優先接種 砺波、小矢部、南砺市　小中教員対象も

22 ギャラリーだより 松本昌子創作人形展　となみ散居村ミュージアム

日本経済 29 日本海ツーリストに協調融資 北陸銀行と日本政策金融公庫

4 ページ



１２日　土曜日
北日本 5 伝統工芸振興に知恵 県ミライ会議　プログラム策定へ　若手職人・異業種参加

23 ハナショウブ　優美 砺波　頼成の森で祭り　新品種「明紫」「水響」と命名

23 防災拠点化求める声 検討委　庁舎整備へ意見交換　砺波市庁舎整備検討委員会

23 チューリップやツバキなど描く すみれの会展　砺波市民病院

25 知ってね　となみ夜高 砺波商議所青年部　継承へアピール　太鼓教室　Ｑ＆Ａ動画配信

25 公民館に小あんどん 八幡島夜高同好会　砺波市苗加

25 となみ政経懇話会　６月例会 シドニー五輪競泳銅メダリスト・スポーツコメンテーター　田中雅美氏

富山 23 地鳴り 「あんどん娘」に豊作を託す　小倉慶子  ７６歳（砺波市）

24 「明紫」「水響」きれい 砺波・頼成の森　花しょうぶ祭り開幕　ご当地新品種２種披露　園児ら観賞楽しむ

24 トッペ行燈「ヨイヤサー」 砺波・出町認定こども園　祭り中止で園児製作

24 園児、児童が夜高太鼓 砺波会議所青年部　中止の祭り、醍醐味知る

25 砺波市庁舎の整備　移転新築求める声 検討委初会合　年内に報告書　市庁舎整備検討委員会

27 なんとフォトクラブ写真展 最優秀賞に川合さん　福光美術館　きょう開幕　感性にじむ９４点  佳作  特別賞

30 あす富山市から予約開始 県の特設接種会場、日程公表　

北陸中日 1 県特設接種　日程を発表 富山県、コロナワクチン接種特設会場のスケジュール

13 待ちかねた　花しょうぶ祭り 砺波・頼成の森　２年ぶり開幕　「催し減っても花　見られれば」

13 公募の２新品種　名称もお披露目 砺波の金原さん　「明紫」　高岡の阿部さん「水響」

13 南砺市民病院制作　ドラマ「人生会議」 となみ衛星通信、１４日から放送

朝日 23 保育職員らにワクチン優先 砺波など３市

日本経済 35 ウイスキー熟成サポート　 富山に瓶詰め専業　始動　蒸留所新設に弾み

１３日　日曜日
北日本 15 みんなのＶＯＩＣＥ 「梅雨の暮らし方」　砺波市　３０代　かの時期からの投げ銭が

17 復活ピザ窯　本格オープン 砺波の古民家ゲストハウス　毎週日曜に体験ランチ

17 コロナ禍　闘う人間表現 造形作家　岡部さん　空間芸術作品

17 個性光る生け花１５点 草月流作品展始まる

18 遺跡彩るハナショウブ 高瀬　２０日までまつり

18 株式会社づくり　小学生が体験 日本証券業協会　「おかしの株式会社をつくろう！」

19 江戸時代　加賀・富山藩で農村管理　十村１２００人　名前一冊に 古文書２００年分調査　新湊博物館元館長　保科さん（富山）出版

19 灯籠型で花街らしく 新町新生会　来年に向け太鼓台製作

19 トッペ行燈　心一つ 荒高屋　８０軒設置

19 本社社長杯パークゴルフ 砺波からは７人

富山 18 夜高の伝統つなげよう　行燈掲げ　祭り気分 砺波　広上町と鹿島　住民、来年に期待　過去の映像上映　子どもが色塗り

18 窯焼きのピザや忍者体験に人気 すどまりとなみ感謝祭

22 地鳴り 雪の大谷を楽しく見学　西川良子　６８歳（砺波市）

北陸中日 14 砺波市長に園児　感謝の花束贈る 出町青葉幼稚園

14 砺波市庁舎整備方針　移転新築の意見続出 検討委の初会合

15 ピザ窯にブランコ　野外体験場を整備 庄川のゲストハウス

１４日　月曜日
新聞休刊日

１５日　火曜日
北日本 21 とやま×私×フォト 「砺波平野の空見上げ」　板倉芳隆（富山市）

23 大仏ゆかりの地に出店　北川さん（砺波）が焼き鳥店 高岡　明治期に再建尽力　松木邸改修

23 感謝を込めて最後の演奏会 南砺福光高吹奏楽部

24 ６４歳以下集団接種　市体育センター１５００人規模 砺波　１人親も優先対象

24 新人５人　論戦デビュー 緊張　課題　手応え　さまざま

24 ペイペイ利用　市民は３割 店舗数は１．６倍に

31 ６４歳以下いよいよ ９市町村　月内に券発送　立山町　皮切り２４日接種

富山 13 地鳴り ２年以内で十両戻るよう祈る　犀川寮明　７３歳（砺波市）

20 最後の演奏会　観客魅了 南砺福光高吹奏楽部　ＯＢが映像を配信

21 ひとり親家庭も先行接種 コロナワクチン　６５歳未満の保護者　砺波市　手数料のキャッシュレス決済の導入検討

21 ５人がデビュー戦 砺波市議会一般質問

21 父の日を前にコースター作り 砺波・出町児童センター

21 女性市議４人の当選を評価 自民市連女性部

22 夜高の文化感じ一服　淡交会青年部 砺波で北陸信越大会

23 高波のチューリップ多彩に 写真コンテスト作品３８点を展示　砺波・散居村ミュージアム

北陸中日 12 最後の演奏会　笑顔で締める 来春閉校の福光高吹奏楽部

12 夜高あんどん飾り　砺波を伝える茶席 裏千家淡交会青年部
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12 コロナワクチン接種 一人親家庭を優先　砺波市

読売 32 小学生バレー　県大会 女子チーム紹介②　庄川　砺波北部

33 特設接種会場　富山２６日、高岡２７日から コロナワクチン　県が日程発表　

１６日　水曜日
北日本 4 女性政治参画　理解深める 自民党砺波市連合支部女性部　「ＴＯＮＡＭＩ女性未来塾」

19 大正琴や民踊…稽古の成果発表 となみ野芸能祭

20 チューリップ公園ステージ　強風・大雪に対応 砺波市

20 砺波総合病院　２年ぶり黒字 ２０２０年度決算

20 切り花出荷　２００万本 過去最高　ネット販売強化

20 父へコースター作る 砺波　砺波市出町地区の小学１～６年生１４人

21 研究発表会に参加 県ＮＩＥ推進委初会合

21 黄金色の小麦刈り取り 大門素麵原料　過去最高５０トン見込む

富山 20 大門素麵用の小麦「順調」 砺波・営農組合　刈り取り開始

21 砺波チューリップ公園　子どもの遊び場拡充 南側エリアを再整備　市議会・一般質問

21 総合病院　２年ぶり黒字 ２０２０年度の病院事業会計決算

北陸中日 12 アルギットにら　歯応え良し 富山・山田地域で初出荷

12 大門素麺の小麦　最高の出来 砺波で収穫始まる

13 広報となみ特別版が人気 チューリップフェアの写真満載

読売 26 よみうり文芸 俳句

27 大門素麺　小麦「上々」 砺波で収穫

毎日 22 県関係２人　準特選 独立選抜書展　２年ぶり展覧会　都美術館

１７日　木曜日
北日本 6 居住満足度　砺波トップ 県内　２年連続　大東建託

18 砺波午前様クラブＶ 砺波市大会　８年ぶり２度目　北日本新聞朝間野球

21 声の交差点 孫の運動会を満喫　砺波市　斎藤博（８７歳）

22 風景画・版画３８点 ほくりん会作品展

23 花のオブジェ取り外し 旧チューリップタワー　整備後　花壇に配置

24 １１ホテル・旅館で延べ４０００泊 砺波　市の割引キャンペーン

24 永年勤続３５人表彰 砺波工場協会

24 茂さん初の小説出版 「醜貌（しゅうぼう）のインナーサイド」

富山 23 橋３６カ所で修繕計画 今月中策定、５年以内に実施　砺波市　産業建設常任委員会

24 旧タワー解体始まる　砺波チューリップ公園 花モニュメント取り外し　円形花壇に活用

24 若アユ　香り高く 砺波の専門店にぎわう

24 コンテナガーデン　松田さん最優秀賞 県花総合センター（砺波市）　

25 砺波、２年連続１位 住みここちランキング県版　北陸三県では２位　大東建託

26 地鳴り 花を扱う仕事でき本当に幸せ　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

北陸中日 7 住みここち１位　石川が野々市　富山は砺波 住みたい街１位　石川、富山ともに金沢　大東建託　北陸３県アンケート調査

12 炭火焼き旬の味　にぎわう 庄川・鮎の里

13 旧チューリップタワー解体 工事開始　頂上のオブジェ取り外す

13 父の日用　感謝の贈り物 砺波の児童　コースター手作り

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

朝日 19 太公望　鈴なりの夏 県内河川　アユ釣り解禁

日本経済 35 石川・野々市、２年連続１位　大東建託 北陸「住みここち」

１８日　金曜日
北日本 1 宮島（砺波）・岩井（魚津）代表 東京パラ　車いすバスケ男子

18 風景や植物　切り取る 越中座　わくわく写真教室展

19 最優秀賞に松田さん（小矢部） コンテナガーデン

20 ６４歳以下集団接種　８月７日以降　土日実施 砺波　１１月までの日程示す　市町村議会 民生病院委員会

21 全国住みよさランク 滑川３０位　魚津３６位　４３位に砺波

21 「となみ野庄川荘」オープン 越中庄川荘　リニューアル　初日からにぎわう

富山 1 宮島　４大会連続　岩井　初選出　パラ代表 車いすバスケ　富山県ＷＢＣ所属

19 ６５歳未満ワクチン接種　年代別に接種券配布 砺波市　民生病院常任委員会

19 北陸コカ稲垣会長　勉強の意義説く 砺波・出町中で

20 改装開業　砺波の食発信 閉館の温泉旅館　「となみ野庄川荘」に　アユ、大門素麺を提供　ベッドの部屋も用意

21 ４匹の色変わりカエル 魚津水族館で展示

北陸中日 1 パラ車いすバスケ　県内から宮島、岩井 東京パラリンピックの日本代表

12 となみ野庄川荘　オープン アユのいけす、いろりなど設置

12 税金の使われ方　南砺の児童学ぶ 砺波税務署職員説明
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12 千光寺芹の市にワラビやノブキ 砺波・農家が安価販売

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 20 盲目ピアニスト　小学校で演奏会 砺波・６００人楽しむ

１９日　土曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「そろそろ梅雨入りかな？」　示野和弘（砺波市）

19 声の交差点 チューリップタワー　砺波市　新明初子（７２歳）　

19 つなぐ　読者写真コンクール　５月の応募から 「一日の始まり」　橋場正夫　砺波市太田

21 モミジやカエデ　涼しげな雰囲気 市盆草協会展

21 木版画　力作ずらり 本社砺波カルチャー教室展

22 学校給食の衛生管理徹底 砺波　市議会総務文教委員会

22 創業５０周年　市に寄付金 北陸ハイウェイ建設

22 授業のＩＣＴ活用学ぶ 県西部６市の教員研修

23 人気復活へ魅力向上 砺波　夢の平コスモス荘　活性化プロジェクト　地元食材で新メニュー　今夏から販売

23 初夏の草花会場彩る 県花総合センター　花まつり２０００株

24 電子申告普及に貢献 砺波税務署　イオンモールとなみに感謝状

富山 23 コント 砺波・たぬき

24 チューリップ　来年も花を 砺波・庄東小４年　フェアの球根、児童掘り出し

24 ドライブスルーでお得 砺波・ボルカノ　きょう工場で販売

24 給食センターに冷却機１台導入 衛生管理の徹底図る　総務文教常任委員会

北陸中日 13 タマネギ　出来良し 砺波地方で収穫本格化

朝日 25 しっとり涼やか 北陸梅雨入り　１８日

２０日　日曜日
北日本 8 県内ＩＣＴ教育導入進む　高まる児童の学習意欲　 紙との使い分け模索　視覚に訴える　効果を検証　必要なスキル

15 声の交差点 厳しかった父に感謝　砺波市　武部幹夫（８０歳）

19 庄川の自然美　スケッチ ３市の中学生　来月から作品展示　第２８回砺波地区中学生写生会

20 球根いっぱい掘り出したよ 庄東小４年生が体験

富山 13 くらしの日記 近頃の葬儀　犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

14 豪雨備え側溝清掃 砺波・出町　砺波市と出町自治振興会

14 地元産の野菜、米　買い物客品定め 砺波で「芹の市」

14 ドライブスルーでボルカノ商品販売 砺波の北陸工場

15 タマネギ畑　夏はヒマワリ名所　砺波・矢木 環境保全推進委と営農組合　月内に種まき　昨年好評　場所移し面積倍増

15 ロビー展 野村修三版画展　富山銀行砺波支店

16 砺波の名所　相撲甚句に 立山相甚会、福祉施設で披露

16 呉羽高が最優秀賞 県高校放送コンテスト

17 初夏の花　豪華２千株 県花総合センターでまつり

18 地鳴り 野菜畑に花取り入れる　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

21 ほたるいか 昼市「チューリップマルシェ」

北陸中日 12 北米中心２００品種　初夏彩る花展示 県花総合センター

読売 21 イノシシ肉　やっと口に 県、出荷承認方針　検査、保冷庫整備など条件

21 小学生バレー　女子４強決まる 県大会開幕　

２１日　月曜日
北日本 19 待望の獅子頭新調 砺波　鷹栖東部保存会　１００年以上使用　老朽化

19 ２年ぶりに華やかな舞 民踊団体　豊晧会

23 とやま×私×フォト 「ブルーインパルス」　原田和磨（砺波市）

24 源・川腰さん５勝並ぶ 北日本本因坊戦　９月に挑戦者決定

27 梅雨晴れに彩り 砺波　頼成の森　きょう夏至

富山 1 県勢代表　過去最多１３人 バスケ、ハンドで複数有力

7 地鳴り 父が植えた木　世話する楽しみ　角栄一　６９歳（砺波市）

7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

14 １００年ぶり獅子頭新調 砺波・鷹栖東部獅子方保存会　８月の祭りで披露検討

14 イオンとなみに署長感謝状贈る 砺波税務署

14 ５０周年で１００万円　砺波市に寄付 北陸ハイウェイ建設

15 柳瀬の歴史　理解深める 砺波でセミナー　柳瀬地区自治振興会

北陸中日 10 獅子頭新調　舞を今年こそ 砺波・鷹栖東部獅子方保存会

読売 25 女子・草島が初優勝 小学生バレー　県大会　男子は庄川　４度目

25 パパへの感謝をパステルで表現 富山でイベント

25 獅子のお顔　新調 砺波　鷹栖東部獅子方保存会

朝日 17 １０６団体　演奏順決まる 県吹奏楽コン　来月１７日開幕
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２２日　火曜日
北日本 19 ジャズやＪポップ披露 合唱団となみの夏コンサート

富山 20 ユリ豪華 砺波・四季彩館　夏の展示　「季節を彩る花々　夏」

北陸中日 5 発言 中止こそ世界の信頼高める　上野亮平　７８　富山県砺波市

13 バレー練習　互いに刺激 中学生に続き「ＶＣ富山」に社会人チーム　砺波・栴檀山拠点「勝利目指す」

13 県内初女性消防団　発足３０周年記念誌 砺波市女性第１分団

読売 25 球根　続々掘り出し 砺波の小学生が挑戦

２３日　水曜日
北日本 14 声の交差点 記念文集は絆の結晶　砺波市　上野亮平（７８歳）

14 とやま×私×フォト 「新旧交代」　トール（砺波市）

23 プロジェクター　東部小に贈る 北銀

24 ６４歳以下接種　市長「迅速に」 砺波市議会本会議

24 論戦を振り返って 提案型の質問磨け

24 地域発展へ　まず課題知る 柳瀬でセミナー

24 アサガオの苗　園児が植える 東般若農村公園

24 側溝掃除し浸水防ぐ 砺波市と出町自治振興会

29 クマ出没情報 砺波市

富山 21 地鳴り 美しい花々に心委ね過ごす　比留間玲子　６７歳（砺波市）

22 アサガオ　成長楽しみ 園児ら苗３００株植える　東般若農村公園

23 砺波市　「今後もコロナ対策、補正を細かく展開」 市長　本会議

23 松本建設の私募債でプロジェクター寄贈 北銀が砺波東部小へ

23 老会長を再任 砺波市社福協

23 読書の扉開いて　寄付活用コーナー 砺波図書館、子ども向け

25 制限付き有観客開催 高校野球富山大会　入場行進は中止　来月７日に開会式

29 修学旅行に北陸人気 コロナで定番から変化　県内、予約最大７倍超　関係者「富山の魅力伝える好機」

北陸中日 1 東京パラリンピック出場が内定している富山県勢代表 宮島徹也　車いすバスケットボール男子

5 ミニコント 砺波・晴之助

12 読書で男女共同参画考える 砺波図書館企画展

12 議会だより　２２日 砺波市

13 チューリップ球根「たくさん掘れた」 砺波・出町小児童

13 プロジェクターを砺波東部小に寄贈 松本建設と北陸銀

朝日 21 熱戦　来月７日開幕 高校野球富山大会　一般客に上限

２４日　木曜日
北日本 12 となみ野 第４回となみ野俳句大会他

12 朝市夕市　県内 砺波市

12 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

14 声の交差点 森の祭典で下草刈り　砺波市　高田建一（６４歳）

19 登下校見守りありがとう 砺波東部小で感謝集会

19 特殊詐欺に注意を買い物客にチラシ 砺波署

富山 13 地鳴り 自分を鍛え直す　最も必要では　神田政一　６９歳（砺波市）

13 地鳴り ロケ地となった金沢を巡りたい　北清俊一　６４歳（砺波市）

20 見守り活動に感謝　指導員らに花贈る 砺波東部小で防犯集会

20 男女共同参画学ぶ企画展示 砺波図書館

20 薬剤師がワクチンの効果、副反応を説明 砺波・五鹿屋公民館

27 東京五輪・パラリンピック代表の富山県勢（内定順） 宮島徹也　車いすバスケットボール男子

北陸中日 12 砺波東部小で防犯感謝集会 招待者に花鉢贈る

13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

毎日 22 砺波の庄川荘　新装オープン いろりなど設置

２５日　金曜日
北日本 12 広告 空中カフェ２０２１　ミッシュローゼほか

22 ユリとチューリップ競演 四季彩館で季節展　「季節を彩る花々～夏～」

24 とやま　元気っ子 出町ＭＢＣ（ミニバスケットボール・砺波市）　２度目の全国へ練習

富山 18 コロナ難「夢の平コスモス荘」　住民の手でてこ入れ 「特産パフェ」で収入増へ　砺波・栴檀山　ボランティア募る　昨年度利用９割減

18 企業に花いっぱい事業 砺波市の財団　球根、花苗を提供　砺波市花と緑と文化の財団

20 わが家 安藤圭祐さん（３２）詩織さん（３１）　愛理ちゃん（２）＝小矢部市綾子　

20 砺波地区寿野球　定期リーグ戦 ２０日　砺波市弁財天野球場

北陸中日 12 職員お手製イラスト　ポスターや漫画展示 庄川の入浴施設　ゆずの郷やまぶき

12 ユリやダリア　季節彩る 砺波の四季彩館で展示　「季節を彩る花々展」
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読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

２６日　土曜日
北日本 25 新デザイン３種追加 となみんポロシャツ　背中に新タワー

25 優美な軸など７０点 本社砺波カルチャー展

25 災害時に物資供給 市とスギ薬局　協定

26 雪たまねぎ　甘く肉厚 ＪＡとなみ野　今季８０００トン出荷

32 花飾って　砺波彩り 市花と緑と文化の財団　参加事業所を募集

富山 4 ７金庫が本業益増加 富山、石川の１１信金　株高や経費削減で

4 決算（２５日）　新理事長に松本氏 砺波信金

4 経常、純損失が拡大 砺波信金の２１年３月期

27 タマネギ　ＪＡとなみ野　初出荷 管理方法改善　収量、秀品率高め

27 ポロシャツに新タワー 砺波市観光協、新作３種製作

27 社明運強調月間　来月のぼり設置 砺波市推進委

27 スギ薬局と砺波市　北陸で初、災害協定 ２５日　災害時の物資などの供給に関する協定締結

北陸中日 12 砺波支部長に山本氏　高岡支部長は中村氏 北陸税理士会

13 「秀」印のタマネギ次々 ＪＡとなみ野　初出荷

読売 25 雪たまねぎ　初出荷です 砺波

毎日 26 県内会友出品は１８５人 毎日書道展　２年ぶり北陸展　８月２２日開幕

２７日　日曜日
北日本 3 社説 砺波市庁舎の老朽化　市民と議論深め整備を

17 庄川の魅力　イラストに 砺波「ゆずの郷やまぶき」職員　近川さん　特技生かし初の展覧会

17 見守りありがとう 庄南小　協力員へ感謝の花鉢

17 天位に平木さん となみ野俳句大会

17 犯罪や非行を防止 社会を明るくする運動砺波市推進委員会

18 精緻な筆致の写実 市美術館　となみ野作家シリーズ６　芝教純展　風景や静物・動物４６点

18 季節の花をスケッチ 画家　小原さん（城端）指導　庄川美術館　実技講座

18 コロナ下でも砺波を活性化 「となみ元気道場」が報告会

18 金屋神明宮でも　氏子ら１０人が祈願 夏越大祓式　

19 さらなる発展誓う となみＪＣ　５０周年式典に２６０人

富山 9 地鳴り 母が縫った浴衣生まれ変わる　戸田祐子　５９歳（砺波市）

9 地鳴り 目的達成のため２人とも頑張れ　犀川寮明　７３歳（砺波市）

18 見守りに感謝　住民に花鉢贈る 砺波・庄南小で集会

18 昨年度の活動報告 となみ元気道場

21 となみＪＣ　創立５０周年で式典　 変化もたらす使命継承

21 紙風船　 庄東フルーツ発信を

21 稲葉、岡部さん表彰 県部門功労

北陸中日 12 通学路で見守り　ありがとう 砺波・庄南小児童　協力員らに感謝

２８日　月曜日
北日本 10 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

19 七夕飾り作り住民交流 地元の竹を活用　栴檀山

19 歩いて撮って高得点目指す ロゲイニングに２００人

25 声の交差点 アジサイ寺の思い出　砺波市　武部琉子（７７歳）

26 県内４５作家　個性競演 「ビエンナーレＴＯＹＡＭＡ」開幕　絵画・立体　意欲作多彩に

富山 12 仲さんのウクレレ漫談や手品楽しむ 高岡　「ナカハチ　オン・タイムｉｎ高岡」

12 童話の朗読披露 砺波・ふみの会

13 砺波でロゲイニング 巡って撮った　旧跡や名物店　２年ぶり開催　７０チーム参加

13 ホープス部門で山上、石附が優勝 砺波市学童卓球大会

19 ほたるいか 砺波市栴檀山公民館の七夕飾り作り

北陸中日 10 となみ青年会議所５０周年記念で式典 ２６日　福野文化創造センター

11 災害時物資供給　スギ薬局と協定 砺波市

２９日　火曜日
北日本 6 産業フェア延期 砺波商議所　来年に開催

17 交通安全願い短冊結ぶ 園児がジャンボ七夕作り

17 だじゃれ交えウクレレ漫談 砺波出身　仲八郎さん

17 朗読とハープ　心を癒やす 「ふみの会」会員ら

19 農村抱える問題探る 散村地域研・富山地学会

19 ２１地区の選手　健闘を誓う 市体開会式　第１７回砺波市民体育大会の開会式
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富山 19 地鳴り 良いことが二つあった日　紫藤道子　８６歳（砺波市）

20 交通安全願い短冊飾り付け 砺波署で園児

21 パワー博　来年に延期 砺波会議所総会

21 ３日にも６０～６４歳 コロナワクチン

21 旧鷹栖村の「義倉」紹介 砺波散村研、富山地学会

北陸中日 13 華やかな思い出　回顧 砺波　再度チューリップフェア写真展

13 落ち葉や小枝専用　県内初ごみ袋製作 屋敷林保全へ砺波市

読売 26 となみ青年会議所　５０周年で記念式典 福野文化創造センターヘリオス

３０日　水曜日
北日本 15 異空間に誘うエネルギー 庄川美術館　岡部俊彦展

19 万機公論　高齢者宅で防火啓発 砺波市消防団女性第１分団長　花嶋真由美

19 とやま×私×フォト 「希代のワンピース」　米寿のがんばりやさん（砺波市）

20 わが家のアイドル 杉木七瀬ちゃん　１歳　砺波市鍋島

22 ふわふわドーム　公園に１基整備 来春のフェアまでに

23 観光列車「べるもんた」　来月４日から砺波始発便　観光需要拡大に期待 氷見までの旅　提案も　日曜１号　９時４５分発　土曜に「砺波泊」を

31 ９１万円着服　懲戒免職 砺波　病院職員　私的に互助会費

富山 19 地鳴り 育ったキャベツ　沖縄の知人に送る　黒田和也　４４歳（砺波市）

20 館長、市職員が絵本読み聞かせ 砺波図書館

21 砺波チューリップ公園に新スポット ふわふわドーム設置　今年度内　通年利用拡大図る

21 夏のフェス中止 市観光協会など

21 新役員 砺波ロータリークラブ

22 カプセル家庭菜園人気 巣ごもり需要応え　道の駅庄川、南砺の書店に設置　土に還る容器使い　室内で新芽栽培

22 最優秀賞に太田さん 商工会女性部　主張発表県大会

27 病院職員　着服で懲戒免職 砺波市、互助会費９１万円

北陸中日 13 ３０年超の砺波市包丁・はさみ研ぎ一段落 鷲北さん続く職人魂　今後も依頼　応え続ける

13 チューリップ公園にふわふわドーム設置 来春、砺波市

25 市立砺波病院職員　横領 互助会費９０万円、懲戒免職

読売 25 砺波市病院職員　懲戒免 職員互助会費９１万４０００円着服

朝日 21 砺波市病院職員を懲戒免職 職員互助会費９１万４千円横領

毎日 24 互助会費を横領　砺波市主任免職 市が刑事告発検討

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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