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  １日　土曜日
北日本 4 起債許可団体なし 実質公債費率　９市町村改善　砺波市

北日本 13 １位に野中さん（富山） 俳人協会県支部俳句大会

北日本 17 とやま×私×フォト 「散居村の風景」　かいだ（富山市）

北日本 23 特別メニューお得な価格で 砺波・南砺　グルめぐり始まる

北日本 23 季節の花々使った２００点 東さん押花会展

北日本 23 男性トイレに汚物入れ設置 市役所１３カ所

北日本 23 木彫・漆芸の二人展 牛島辰馬さん（砺波）と畦地拓海さん（高岡）による二人展「ＢＬＯＯＭ－花開く生き様－」

北日本 24 閑乗寺公園に仏料理店開店 フランス料理店「ビストロカドゥー」内見会

北日本 24 谷井さん（比美乃江小５）最優秀 花と緑　標語は奥井さん（大久保小２）

北日本 24 梶本さんら４人本社賞 北日本書道展　福野で８、９日

北日本 25 吹奏楽・合唱　全国で活躍誓う 県庁で激励会

北日本 25 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組

富山 2 財政健全化法の健全化指標（２０２１年度決算） 砺波市

富山 5 第３８回　富山新聞社杯　呉西地区新人少年野球大会　 きょう開幕　小矢部野球場など　砺波北部・庄川ＪＢＣ

富山 24 砺波、南砺で「グルめぐり」 １０４店で特別メニュー

富山 25 閑乗寺公園　仏レストラン完成 新観光拠点に期待　砺波平野の散居村一望　キャンプ場などに隣接

富山 25 迷子の男児発見、保護 砺波署　大窪さん親子に感謝状

富山 25 アンダーパスきょう開通 砺波市中心部　

富山 25 出町小合唱ク　全国大会に意欲 砺波市で激励会

富山 27 ６チームで開幕 サンパチ会、乱打戦制す

北陸中日 13 砺波、南砺で食べ歩いて 「グルめぐり」チケットでお得

北陸中日 24 風紋 魅力満載な一日

  ２日　日曜日
北日本 3 ２０２３県議選 米原氏１０選出馬を表明　砺波選挙区

北日本 14 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝　女子 １１位以下の成績　庄西　庄川　出町

北日本 15 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝　男子 １１位以下の成績　庄西　庄川　出町

北日本 17 散居村　相乗りでスイスイ デマンド交通　「チョイソコとなみ」　エリア拡大　高齢者に笑顔

北日本 17 交流スペースオープン 築６５年の空き家を改修　砺波市柳瀬の「ホワイトスクエアやなぜ」

北日本 17 ポイント巡り秋の味覚堪能 となみｄｅロゲイニング

北日本 17 創立６０年記念し勇壮にパレード 陸自富山駐屯地

富山 4 乗合タクシー運行拡大 砺波「チョイソコ」１４地区に

富山 4 米原氏１０選出馬を表明 県議選砺波市選挙区

富山 4 「悩んで悩んで決断」 続投求める声多く

富山 19 砺波の食、歩いて満喫 ロゲイニングに１１３人

富山 19 若手、新人署員が鍵掛け呼び掛け 砺波署

富山 20 県勢４チーム予選１位 ミニバス　砺波でサザンクロス杯

富山 21 富山空港　南海トラフに備え 静岡から　自衛隊機で傷病者搬送　内閣府が医療活動訓練

富山 21 創立６０周年でパレード 陸自富山駐屯地　チューリップ公園で初

読売 27 米原県議　出馬表明 １０期目へ

  ３日　月曜日
北日本 17 ご当地ＷＡＯＮ利用額一部寄付 イオン　カードも一新

北日本 17 防災テーマにポイント巡り 五鹿屋地区１３０人参加　「ごかや防災ロゲイニング」

北日本 24 コロナ収束を願い 北日本となみ野茶会

富山 9 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

富山 16 砺波市花と緑の財団に６８万円寄付 イオンリテール

富山 17 水田さんら６人　歌と踊りで魅了 砺波・福祉センター　「水田たけし＆仲間たち　歌謡＆民謡＆舞踊ショー」

富山 18 男子　砺波北部初Ｖ となみ女子３位　ミニバスケットボール第２６回サザンクロス・カップ北陸交歓大会最終日

富山 18 県生涯軟式野球　還暦リーグ 小杉レッズ４勝目　オール富山破る　砺波シニア

富山 20 子どもの日常の魅力 砺波・齋正機の世界展　学芸員が作品解説

富山 20 災害対応、防衛の任務決意 陸自富山駐屯地６０周年行事

北陸中日 10 中部日本吹奏楽　県代表　　 県勢　連日の快挙　砺波・庄西中３位、新湊高は銀

北陸中日 22 新湊中が１位 中部日本吹奏楽本大会

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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  ４日　火曜日
北日本 5 利賀ダム整備促進要望を決議 庄川・小矢部川改修同盟会

北日本 8 時女が破産手続き 小物・雑貨　県内出店

北日本 17 声の交差点 高校定員削減に思う　砺波市　藤井哲夫（７９歳）

北日本 20 カイニョと生きる 来月５、６日に剪定枝無料回収　４回目の大作戦　砺波市

北日本 20 健康づくり推進誓う 市老人クラブ大会　砺波

北日本 20 学校給食用に豚肉贈る 砺波市頼成のたかはた養豚

北日本 20 児童がサツマイモ収穫 砺波市の栴檀山公民館

北日本 24 交通死亡事故多発で取り締まりを強化 南砺署が注意報

富山 2 県が障害者雇用優良事業所などが表彰 ヨシケイライフスタイル（砺波市）の小竹智雄常務が受賞者代表あいさつ

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 給食用豚肉３００㌔贈る 砺波のたかはた養豚

富山 20 北部が優勝 第２７回北部苑所長杯争奪親善秋季ゲートボール大会

富山 21 砺波市　児童生徒ら４０００人に「Ｒ－１」 明治と協定、健康支援　週５日、ヨーグルト飲料を無償提供

富山 21 ８日からコスモスウォッチング　リフト、３年ぶり復活 夢の平、軽食コーナーも　砺波市

富山 21 庄川、小矢部川の改修促進へ決議 高岡で同盟会総会　

富山 23 死亡事故多発で注意報 南砺署発令　交通取り締まり徹底

富山 26 県内コロナ９４人感染 ７月以来の２桁　砺波市の医療機関で入院患者と職員計６人

富山 27 砺波チューリップで純米酒 ふく福柿出荷組合と吉乃友酒造　農家多角化に挑む　県産酒米を独自栽培　年明け販売へ

北陸中日 12 飲むヨーグルト　習慣にしたら？ 明治の提供で砺波市、全小中生に　下旬から健康意識調査

北陸中日 29 県内　９４人が感染 ９１日ぶり１００人を下回る　砺波市　入院患者一人と職員五人が感染

読売 26 富山駐屯地６０周年記念 音楽隊演奏や車両展示

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  ５日　水曜日
北日本 5 市議会議長会懇談会 剪定枝のバイオマス発電　知事「選択肢の一つ」

北日本 5 包括ケアシステム拡大へ 県推進会議がＷＧ　団塊ジュニア　高齢化見据え

北日本 6 ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　砺波に新工場　２４０億円投入 半導体製造装置　生産倍に　２４年秋完成　雇用・税収に期待　夏野市長

北日本 19 柿食べて「福」感じて ふく福柿収穫始まる　砺波市栴檀山地区の特産

北日本 20 皇室にチューリップ献上 球根６品種４５００個箱詰め　砺波市

北日本 20 思いやりの心　続々 合同コンペの寄付金預託　砺波ライオンズクラブと南砺ロータリークラブ

北日本 20 思いやりの心　続々 小品展収益を県善意銀に　県洋画連盟砺波地区

北日本 21 チューリップフェアポスター 春の彩り　五線譜で表現　砺波

北日本 21 吉田さん特待賞 一陽展絵画部門　吉田誠夫さん（砺波）初入選で特待賞

富山 1 秋に心温めるビオラ出荷 砺波・松浦園芸　県内８カ所真夏日

富山 2 熊本シンポに職員派遣 来年は県内開催　過疎対策で知事　県市議会議長会

富山 2 地域包括ケアの議論へ部会設置 県推進会議　雄神楽天塾（砺波市）が活動を報告

富山 3 万博で地域活性化へ　首長連合がイベント 南砺市長が参加

富山 3 知事日誌（４日） 午後　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

富山 4 砺波に半導体装置工場 富山に生産拠点のＫＥ社　２４０億円投資

富山 19 地鳴り 身だしなみと服装に注意　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 一生懸命生きた猫にありがとう　堺井清美　６７歳（砺波市）

富山 21 ふく福柿　品質良し 砺波・栴檀山の出荷組合　８日販売へ収穫

富山 21 民間主体のまちづくりに理解 となみＪＣ公開例会　「語ろう！みんなのとなみ野～Ｍｉｎｔ」

富山 22 砺波地域消防組合　全救助隊員が重機運転 ２０人が修了証　土砂災害に対応　南砺で訓練

富山 23 皇室献上の球根箱詰め チューリップ６品種４５００個　県花卉球根農協　収穫に感謝　７日から球根まつりで販売

富山 23 春色の交響曲デザイン 来年のフェアポスター

富山 23 事件・事故 焼酎盗んだ疑い　砺波署

北陸中日 12 砺波市、来年のフェア　ポスター公開 「チューリップが奏でる　色彩のシンフォニー」　花の交響曲を聴こう　

北陸中日 12 皇室を華やかに　願って 献上用の球根　農協で箱詰め

読売 26 よみうり文芸 俳句

  ６日　木曜日
北日本 16 となみ野 第２１回となみチューリップ球根まつり　ほか

北日本 16 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北日本 23 地元お年寄りとサツマイモ掘り 鷹栖小児童　砺波

北日本 23 性や人生プラン　高校生が考える 種部さん授業　砺波工業高校
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北日本 23 倒木の除去へ重機操作訓練 砺波地域消防

北日本 23 きょうもにっこり 大建工業アジア事業部ダイケン・ダルマ・インドネシア製造課長　式部篤さん（砺波市）

北日本 24 砺波初　子ども食堂２ヵ所 今月オープン　猪原さん「親もゆっくりと」

北日本 24 ＬＲＴ化課題学ぶ 市議会研修会　砺波市議会

北日本 24 憩いの場きれいに 砺波市シルバー人材センター

北日本 28 秋楽しんで　ゲレンデ一面　コスモス１００万本 ８日からとなみ夢の平　「２０２２となみ夢の平コスモスウオッチング」

北日本 28 １５日から無料相談会 北陸税理士会県支部　１１日はイオンモールとなみ（砺波市）

富山 2 知事賞最優秀賞に山田、西尾さん 環境ポスター　小学生の部で山田壮真さん（砺波市砺波南部小５年）

富山 29 砺波に民間ヘリ離着陸場 地元経営者「空のタクシー」計画　来月から東京間で運航　首都圏の富裕層ら見込む

北陸中日 12 来訪　コスモス　１００万本お楽しみ 支局でＰＲ　８～１６日、ウオッチング

北陸中日 12 たかはたが豚肉３００㌔　砺波の小中校に贈る 砺波市頼成の「たかはた養豚」

北陸中日 13 催し となみチューリップ球根まつり

読売 22 １００万本のコスモス　ゲレンデ見に来て 砺波で８日から　「となみ夢の平コスモスウオッチング」

朝日 19 コスモス１００万本　砺波の秋感じて ８～１６日　「２０２２となみ夢の平コスモスウオッチング」

  ７日　金曜日
北日本 14 第４２回全国万葉短歌大会 一般の部　大賞　松田・有澤さん（富山）　全国から１９３３首　高岡　きょう表彰式

北日本 21 キクでハロウィーン　四季彩館 季節展示　雰囲気を演出　「季節を彩る花々～秋～」

北日本 21 看護の道へ一歩 准看護学院で戴帽式　砺波

北日本 22 熱気球普及功績で国際賞 となみ野熱気球会会長　橋本精一さん（５９）

北日本 22 衛生管理者ら４人表彰 砺波

北日本 23 ボランティア功労　３０人２０団体４社 「とやまの元気ボランティア・ＮＰＯフェスティバル」

北日本 28 球根まつり楽しんで きょうから四季彩館

富山 16 すこやか育児 長女　七那ちゃん　嵐早苗さん（４３）＝砺波市山王町

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 22 １３人が看護の道へ決意 砺波准看護学院で戴帽式

富山 22 死亡事故根絶　球根配り訴え 砺波で交通安全作戦

富山 22 サツマイモいっぱい取れたよ 大きなイモに歓声　砺波ＬＣ、わらび学園

富山 23 洋風空き家、交流施設に　砺波 やなぜねっと　幼児教室も入居

富山 23 女性、外国人の労働環境整備を 砺波市商工業計画委

富山 23 地域公共交通の現状考える 砺波市議会議員研修

富山 24 県西部の自然や食伝え ６市観光協が冊子

富山 24 砺波工高３年生　妊娠や性感染学ぶ 種部氏が講演　特別講座

富山 24 ボランティア貢献　個人や団体たたえ 富山で大会　「とやまの元気ボランティア・ＮＰＯフェスティバル」

富山 25 航空スポーツで功績 熱気球会の橋本さん（南砺）受賞

富山 25 チューリップ球根１００種以上販売 砺波できょう開幕　「第２１回となみチューリップ球根まつり」

北陸中日 12 来訪　となみチューリップ球根まつり きょうから販売展示　「連休中、家族で楽しんで」　

北陸中日 12 患者のために　誓い新た 砺波准看護学院で戴帽式

北陸中日 12 ボランティア貢献　個人や団体を表彰 県民大会　県民ボランティア・ＮＰＯ大会

北陸中日 13 県西部の食と旅　一冊に 「ことりっぷ」とタイアップ　観光冊子　地区観光協　秋の味覚や景勝地を紹介

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 19 チューリップ　何色が咲くかな？ 砺波で球根まつり　きょうから

  ８日　土曜日
北日本 14 声の交差点 増えた写真の楽しみ　砺波市　小西文子（７８歳）

北日本 25 高速道路の事故想定　消防署員ら訓練 高岡市や射水市、砺波地域の各消防本部などの約４０人

北日本 25 となみ野準倫理法人会を開設 開設記念式典

北日本 31 第３９回　危険業務従事者叙勲　県内２５人 地域の安全守る　瑞宝単光章　元３等陸尉　土井仙一さん（６３）砺波市石丸　ほか

北日本 31 お気に入り求め　にぎわう 砺波球根まつり　皇室献上品種も人気

北日本 31 県環境ポスター最優秀 山田さん（砺波南部小５）　西尾さん（和合中１）

富山 21 地鳴り 金沢にできた「新名所」では？　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 22 球根まつり開幕 砺波・チューリップ四季彩館　１００品種超、２割引で販売

富山 22 菊とおばけでハロウィーン 砺波・四季彩館　華やかさを演出　「季節を彩る花々～秋～」

富山 22 愛犬とマルシェ来て 砺波、１０日開催　昼市「チューリップマルシェ」

富山 24 危険業務従事者叙勲 県内２５氏、安全に尽力　政府発表　来月３日に発令　長年の功績たたえる

富山 24 となみ野準法人会設立 県内７番目　純粋倫理実践誓う

北陸中日 13 チューリップ球根ずらり 四季彩館でまつり始まる　となみチューリップ球根まつり

読売 24 チューリップの魅力　根元から 砺波で球根まつり　１０日まで
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読売 24 危険業務　２６人に叙勲 瑞宝単光章　土井仙一　６３　３等陸尉（砺波市）　吉田智晴　６５　海上保安官（砺波市）

毎日 19 ２年分の情熱　書に　砺波 あすまで　富山奎星会が作品展　砺波市美術館

日本経済 38 危険業務従事者　叙勲受章者 富山　瑞宝単光章

  ９日　日曜日
北日本 1 熱気球　砺波の秋空彩る 「スカイフェスとなみ２０２２バルーン大会」　２５面

北日本 15 熊谷守一との交流紹介　庄川美術館 松村外次郎と深い親交　「オマージュ・熊谷守一展」

北日本 18 中学生は考える　１４歳の挑戦 砺波市庄西中　大川愛桜　杉本夏菜　小野愛美　山崎響

北日本 22 とやまｗｅｂｕｎランキング ④砺波に半導体製造装置の新工場　ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ（東京）２４年秋完成

北日本 24 砺波の秋彩る　コスモス一面 「２０２２となみ夢の平コスモスウオッチング」

北日本 25 スカイフェス　気球カラフル 「スカイフェスとなみ２０２２バルーン大会」

富山 2 日曜特番 富山　３１５協定で８億５３３万円　中山間地域等直接支払制度の状況　砺波市

富山 18 砺波市に初のこども食堂開設 親子でカレー味わう

富山 18 池田、田畑さん制す 砺波市パークゴルフ協会１０月度月例大会

富山 18 最優秀賞に高田君 となみ野小中学写真展

富山 19 夢の平　コスモス見頃 砺波でウオッチング開幕　５品種１００万本開花　３年ぶりリフト運行　せんだん山そば人気

富山 20 熱気球　散居村の空彩る 砺波でスカイフェス

北陸中日 1 加越線　色あせぬ雄姿 廃線５０年　西脇さん、カラー写真公開

北陸中日 1 きょうの紙面 秋色のゲレンデ

北陸中日 10 コスモス１００万本　秋の花満開近し となみ夢の平スキー場　「となみ夢の平コスモスウオッチング」

北陸中日 24 待ちわびた秋の熱気　 ふわりぷかり　散居村散歩　砺波で気球フェス開幕

北陸中日 25 気動車、同僚…青春だった　加越線廃線５０年 元運転士　南砺の砂田さん懐古　磨いた変速技術／最終日、輪になり涙

朝日 17 県勢３校すべて金賞 東日本吹奏楽　中学校部門　砺波市立庄西

  １０日　月曜日
北日本 9 県川柳大会　大会賞　山下さん（富山） 第２８回県川柳大会の入賞者　富山市長賞　砺波市　松岡紀子

北日本 17 住民憩う広場誕生 雄神地区　農村公園に花壇　砺波

北日本 17 ボート乗り地域学習 庄川　金屋石切り場など巡る　砺波市の東山見地区自治振興会

北日本 17 草木やろうけつ　染色作品並ぶ 福岡町友の会作品展　雪景色の砺波平野をモチーフにした染額など

北日本 22 県短歌大会　天位に温井さん（富山） 地位　大上さん（富山）　山口さん（黒部）

北日本 22 砺波で講習会 草月会四季の会

富山 18 ボートで庄川峡満喫 砺波　東山見体育振興会が企画

富山 19 研さんの成果披露 高岡城峰会おさらい会

富山 19 きょうマルシェ中止 砺波　　

富山 21 武田さん（富山）優勝 第８回富山新聞社杯健康麻将交流大会

  １１日　火曜日
新聞休刊日

  １２日　水曜日
北日本 13 県俳句連盟　秋季俳句大会 入賞句　▽６位　砺波市　野村邦翠　ほか

北日本 17 声の交差点 故郷めでる帰国した娘　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 19 温かい食事に笑顔 子ども食堂　相次ぎ開設　砺波

北日本 27 ニュースファイル 神奈川の男　窃盗疑いで再逮捕　砺波署

北日本 27 交通違反３４４件摘発 南砺署　同署と富山西、砺波、小矢部の計４署管内で

北日本 28 イオンとなみに映画館 来夏開業　市内初のシネコン

富山 19 くらしの日記 米粉の普及　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）

富山 21 地鳴り 戸隠神社の奥社　念願かない参拝　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・越中之助

富山 24 砺波で「寺子屋食堂」 中野・聞願寺　勉強、昼食、実験に笑顔　女性有志５人が開設　「子どもの居場所に」

富山 24 実家で「食堂」開設 元市職員・猪原さん

富山 25 高波に子育て支援施設開設 砺波、旧園舎活用で開業　「いこいの家たかなみ」

富山 25 イラスト、デザイン　工芸など２０点並べ 砺波で女性作家３人展　「さんにんてん」

富山 27 紙風船 雅楽の魅力伝えて

富山 27 事件・事故 窃盗容疑で再逮捕　砺波署

富山 27 事件・事故 乗用車から出火　砺波市太郎丸２丁目の商業施設駐車場

富山 27 令和４年度優秀施工者国土交通大臣顕彰 ◇富山　▽小林潤一（５１）（建設機械運転工）＝砺波市　ほか

富山 30 イオンモールとなみ　来夏に映画館開業 砺波初のシネコン　映画館「イオンシネマとなみ（仮称）」

富山 31 全国旅行支援スタート　問い合わせ　初日から続々 県内宿泊施設　「巻き返しの秋に」　カニ、ブリで誘客

北陸中日 12 国家資格　狭き門突破 第三種電気主任技術者試験　砺波工業高３年・佐藤さん　現役で一発　異例

北陸中日 12 地域の課題　若手の知恵 地産地消などテーマ　知事に発表
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北陸中日 12 令和４年度優秀施工者国土交通大臣顕彰 小林潤一（５１）建設機械運転工＝砺波市　ほか

北陸中日 24 砺波に来夏　映画館 イオンモール改装で新設　「イオンシネマとなみ（仮称）」

読売 33 秋の西部６市楽しむ冊子 県内外に１万部　「ことりっぷ」とタイアップ

読売 33 イオン改装で砺波にシネコン 来夏開業へ　「イオンシネマとなみ（仮称）」

朝日 27 ゲレンデ彩る　秋の桜色 砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

日本経済 35 イオンモールとなみ、来夏改装開業 映画館を新設

  １３日　木曜日
北日本 13 北日本俳壇の集い 特選　野村邦翠　ほか

北日本 13 天位に秋葉さん（千葉） 「辛夷」年次俳句大会　▽人位＝二俣れい子（砺波）ほか

北日本 14 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

北日本 25 カヤふき替え　技学ぶ 職藝学院１年生　相倉合掌集落で体験

北日本 25 最優秀賞に高田君（砺波東部小６） 小中学生写真

北日本 25 県西部ＰＲ冊子完成 「ことりっぷ」と連携

北日本 25 個性光る写真７２点 県内外の４０人出品　「写真アートペーパー展ｐａｒｔⅫ」

北日本 25 旧幼稚園舎に交流施設 砺波市の高波自治振興会　「いこいの家たかなみ」整備

北日本 26 ポリオ撲滅の旅を激励 砺波ロータリークラブ　「エンド・ポリオ・サイクリング・チャレンジ」の宮崎さん

北日本 26 ツアーで井波の魅力体験 南砺　閑乗寺高原にオープンしたフランス料理店で食事

北日本 26 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 32 東海北陸道　来月１２日　全区間４車線化 南砺スマートＩＣ―小矢部砺波ＪＣＴ

富山 13 地鳴り 朝の濃密な時間　新聞とともに　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 13 地鳴り 如来寺千体地蔵　癒やされた気分　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 23 国道で軽油抜き取り調査 県の軽油抜き取り調査　

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

北陸中日 28 東海北陸道　五箇山―小矢部砺波 来月１２日　４車線化拡大

  １４日　金曜日
北日本 5 新生児聴覚検査　助成　１２市町村に拡大 ケア・支援継続に課題　新生児への聴覚検査の助成状況　砺波市

北日本 24 図書館に１４０冊寄贈 ネッツトヨタ富山砺波店

北日本 24 スポーツ通じ交流 市老人クラブ連

北日本 25 国土緑化・育樹ポスター 最優秀賞に田島さん（堀川中３）

北日本 30 詐欺と窃盗疑い　愛知の男を逮捕 砺波の女性１７０万円被害

北日本 31 「鉄道王国」に歴史の跡 国内開業１５０年　県内　ＳＬ・廃線の名残　今も

北日本 31 ＳＬ　県内７ヵ所展示 砺波市の砺波チューリップ公園

富山 1 マイナ保険証２４年「義務化」 免許証と一体化前倒し　スマホに機能搭載　来年５月　アイフォーン対応時期は未定

富山 1 県内４９．８％　全国１１位 自治体別のマイナンバーカード交付率（９月末時点）　砺波市　５３．０％

富山 19 地鳴り 老人の外出機会増やす検討必要　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 車関連の本１４０冊　砺波図書館に寄贈 ネッツトヨタ砺波店

富山 21 平和祈り浦安の舞 砺波・柳瀬の比賣神社　例大祭へ児童が練習

富山 21 酒井宮司しのぶ　大祭で奉納演奏 砺波・藤津神社

富山 23 消費者トラブル対応など学ぶ 砺波地区高校指導協

富山 26 ７０代女性から１７０万円詐取容疑 砺波署、１９歳男逮捕

北陸中日 1 秋晴れ１００万本満開 砺波・夢の平

読売 27 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  １５日　土曜日
北日本 5 砺波工業高土木学科を 自民砺波ブロック要望

北日本 13 第６４回県短歌大会入賞作品 人位　砺波市　柴田照子　ほか

北日本 25 秋感じさせる盆栽や山野草 盆草展　砺波市盆草協会の「砺波市文化祭　盆草展」

北日本 25 会員の小品８５点を展示 市美術協頒布展　砺波市美術協会の「秋の頒布展」

北日本 25 飾りや木の実　実りの秋演出 花まつり　県花総合センターの「秋を彩る花まつり２０２２」

北日本 26 クイズで野菜を知ろう 「食ラブＤＡＹＳ×となベジ」

北日本 26 年金詐欺気をつけて 砺波市出町防犯組合

富山 2 ２８作品が入賞 県統計グラフコンクール　◇第１部▽知事賞　桑田一慶（砺波市砺波東部小２年）ほか

富山 3 砺波工高に土木系学科を 自民県連ブロック会議

富山 23 砺波・鷹栖小の校訓「就正」胸に成長を 創立記念講演

読売 25 北陸大紀行　ローカル線　４⃣ 車窓に広がる散居村　ＪＲ城端線

読売 25 ゲレンデ　秋の景色　砺波 砺波市五谷の「となみ夢の平スキー場」
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  １６日　日曜日
北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ　「秋の行楽」 砺波市　異音いつまで禍

北日本 15 天位に砂田さん 砺波市文化祭俳句大会

北日本 15 園児と紅はるか収穫 砺波地区農業青年協議会　砺波市出町認定こども園

北日本 15 プラ板作りや手芸楽しむ 第１８回庄川地区児童館まつり

北日本 15 イモ掘りで交流 砺波市太郎丸のちゅうりっぷ認定こども園

富山 2 日曜特番　ふん害　カラスと知恵比べ 捕獲作戦　解決の糸口　公園にスピーカー　鳴き声でおりに誘導　砺波、追い出し一斉行動

富山 22 コスモスとヒマワリ競演 砺波・夢の平　再訪の東大生「役立って良かった」

富山 22 教える喜びと難しさ学ぶ 砺波自然の家　高校生が児童と合宿　「となみｄｅ秋のドキドキ合宿」

富山 23 源氏物語の絵から「生活文化分かる」 砺波・髙島教授が講演　砺波市美術館

富山 24 県生涯軟式野球還暦リーグ 氷見フレンズ、上位対決制す　砺波シニア

北陸中日 5 発言 指導者として活躍　待ち望む　上野亮平　７９　富山県砺波市

毎日 17 ハロウィーンをキクなどで演出 富山・四季彩館　季節展示「季節を彩る花々～秋～」

  １７日　月曜日
北日本 9 展覧会の企画案公募 砺波　ギャラリー無量

北日本 13 ２２０人　記録更新目指す 富山マスターズ陸上　小学生から８０代

北日本 15 増山城の魅力　再発見 インスタグラマーが案内　砺波

富山 1 青空の下で貴婦人堂々 射水・海王丸パークで「展帆」　最高気温　砺波市２５・２度

富山 9 地鳴り カラフルな気球　壮観そのもの　長尾恒憲　７５歳（富山市）

富山 18 ロビー展 松川功氏・四季歳彩　北陸銀行庄川支店

富山 20 地元の魅力　いつもと違う角度で 「ＫＡＯＲＩ」さん　増山城跡を案内　砺波でツアー　オンラインの陣３１日まで開催

富山 20 車椅子バスケ体験 砺波でスポーツフェス　「スポーツフェスティバルｉｎとなみ」

富山 25 ほたるいか 砺波市宮森新の「せんだんのＨＩＬＬ」で焼き芋交流会

  １８日　火曜日
北日本 5 ワンチームとやま会議 防災人材育成を拡充　拠点整備　足掛かりに

北日本 5 主な発言 県単独の誘客に限界　夏野修砺波市長

北日本 17 「百歳体操」元気のもと 砺波の９８歳　八田さん　グループ７周年　俳句で感謝

北日本 17 「古里に誇り持って」 砺波市鷹栖小学校の創立記念講演会

北日本 17 きょうもにっこり 砺波署地域交通課巡査　青田朋也さん（砺波市）

北日本 17 空中カフェ　２０２２秋　１ シャインマスカットこめ大福　果味心庵　長者（砺波市）

北日本 18 瑞龍寺で模擬結婚式 女性グループ　プロデュース　高岡

北日本 18 障害者とイモ掘りで交流 砺波市社会福祉協議会

北日本 19 故吉澤・故示森さん特別功労 県芸文協　表彰者６１人発表

北日本 19 記者ぶろぐ 新しい家族と幸せに

北日本 27 県内市町村と全国のマイナンバーカードの交付率 砺波市　５３．０％

北日本 27 交付率向上へ出張申請 他市町村在住者も対象　首長　情報管理を不安視

富山 19 地鳴り 念願だった万葉集朗唱　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 21 副会頭に小杉、金木氏 砺波商工会議所　上田氏は留任

富山 21 砺波で老人クがスポーツ 砺波市老人クラブ連合会のふれ愛スポーツまつり

富山 21 砺波で再就職セミナー 砺波市のママの再就職応援セミナー

富山 22 太郎丸スポーツ決勝へ 砺波市ソフトボール協会・第１８回会長杯ナイターソフトボール大会

富山 22 祖父母へマスクケース 砺波市出町児童センターの手作りクラブ

富山 23 県内でごみ拾い クレーン建設業協

富山 29 ほたるいか 砺波市出町児童センター　竹とんぼ体験教室

  １９日　水曜日
北日本 6 会長に寺田氏選出 砺波商議所青年部　臨時総会

北日本 17 万機公論　 加越線資料保存会長　宮脇逸郎　路線の記憶つなぐ

北日本 18 生徒「頑張った結果」 不二越工高　全国ロボット大会Ｖ

北日本 19 林業功労者２人表彰 砺波林業協会の林業功労者表彰式　松本久夫さん（砺波）

北日本 19 空中カフェ　２０２２秋　２ 栗のカヌレ　ミッシュローゼ（砺波市）

北日本 20 カイニョと生きる　剪定枝は大切な資源 砺波カイニョ倶楽部　堆肥・燃料化を見学

北日本 20 たかはたポークの豚キムチおいしい 小中・幼稚園で特別給食

北日本 21 ２０２３年度の県立高校推薦入試募集人員 砺波工業

北日本 21 チューリップ開花楽しみ 児童が球根植え込み　砺波

北日本 21 都市景観生かしたまちづくり学ぶ 北陸ブロック推進協　砺波

北日本 29 砺波で木工所火災 住宅密集地　けが人なし

富山 2 国交省　豪雪対策計画　１０年ぶり　改定 除雪の担い手確保強化へ　全市町村が対象　一部は「特別地帯」
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富山 20 フェアできれいに咲いて 砺波南部小２年　チューリップ球根植え　体験事業始まる

富山 20 寄贈の肉で豚キムチ 砺波の小中など、給食に登場　たかはた養豚提供

富山 21 次期会長に寺田氏 砺波会議所青年部

富山 22 豊かな色彩、魅力に触れ 出町老人クラブ　齋正機展を観賞　砺波市美術館　２２日ギャラリートーク

富山 23 呉西圏域へ進出を　大阪で初のビジネス交歓会 ６市　関西圏企業に売り込み　新幹線敦賀開業見据え

富山 23 ２０２３年度県立高校全日制の課程推薦入学者選抜実施概要 砺波工業

富山 23 砺波高家庭クが食品寄贈 「もったいないフードバンクとなみ」（砺波市）に

富山 23 特別功労者２人 県芸文協が表彰

富山 26 廃線５０年　あぁ懐かしの加越線　① 昭和４７年・石動駅　銘菓の看板　誇る駅舎

富山 27 砺波で木工所焼く 砺波市福岡　斉藤木工所

北陸中日 12 来年のフェア目に浮かべ 砺波で児童　チューリップ球根植える

北陸中日 13 ２０２３年度県立高校推薦入試募集定員 砺波　砺波工

読売 25 東海富山県人会　３年ぶりに総会 名古屋で

  ２０日　木曜日
北日本 12 となみ野 第１３回槇冬菫・篆刻と書のサークル展　ほか

北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 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

北日本 20 同人誌「辰草」２２号刊行 小説やエッセー発表　飯田小枝子さん（砺波）も作品を発表

北日本 23 百歳体操で元気に長生き ５０人交流　砺波市林地区の百歳体操交流会

北日本 23 災害への備え　障害者が学ぶ 砺波地域障害者自立支援協議会が初めて企画

北日本 23 竹とんぼ飛んだよ 出町で児童作る　砺波市出町児童センター

北日本 23 庄川水まつり前に水記念公園清掃 商議所・商工会青年部

北日本 23 空中カフェ２０２２秋　３ 生チョコタルト　プティ　ア　プティ（砺波市）

北日本 25 県内４人入賞 統計グラフコンクール　砺波東部小２年の桑田一慶さん

北日本 25 緑化推進貢献の個人・団体表彰 花と緑の銀行　庄下緑化推進協議会（砺波）ほか

北日本 31 火元と原因　特定至らず 砺波の木工所全焼

富山 22 全国障害者スポーツ大会へ健闘誓う 県選手団壮行式　瘧師富士夫県議会副議長が激励

富山 22 百歳体操で住民交流 砺波・林地区　砺波市林地区の「百歳体操交流会」

富山 22 屋外で憩う場に 「ふれあい広場」整備　砺波・雄神自治振興会

富山 22 三助焼の歴史紹介 砺波郷土資料館　郷土先人展「砺波に生まれた器－三助焼の誕生と歴史－」

富山 23 剪定枝、来月に無料回収 砺波高生の奉仕活動も　市が大作戦

富山 23 剪定枝の資源活用に理解 砺波カイニョ倶楽部

富山 24 不二越工チーム初優勝 全国高校ロボット大会

富山 24 緑化活動推進の個人や団体たたえ 県花と緑の大会　「県花と緑の祭典２０２２第５０回花と緑の大会」

富山 24 防犯を呼び掛け　いかのおすしパン 砺波・南部小放課後教室

富山 24 片岸さん、市山さん高村さんに「煌き賞」 北國写真連盟　自由部門で市山真由美さん（砺波市）

富山 25 散居村の景観　変化を紹介 砺波で北陸都市景観協　

富山 28 砺波の木工所火災　火元特定に至らず 実況見分

北陸中日 12 子ども食堂　交流の場に 砺波で新たに３ヵ所　住民の居場所へ

北陸中日 13 催し ２０２２庄川水まつり

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

北陸中日 27 木工所工場が全焼 砺波、資材置き場も

読売 25 チューリップ球根植え込み 砺波・出町小

読売 25 砺波の木工所　工場など全焼 「斉藤木工所」の工場など

朝日 21 １１０・１１９ 砺波の木工所や資材置き場で火災

  ２１日　金曜日
北日本 19 声の交差点 今も忘れない「札勘」　砺波市　山田泰子（７４歳）

北日本 21 初作品の木皿使って　 高島さん　デザイナーから挽物木地師転身　庄川小へ５０枚プレゼント　児童が絵付け体験　

北日本 21 絵画や彫刻並ぶ 福野美術協会展

北日本 23 夏フェス売上金　善意銀に預託 北陸コカ・コーラボトリング

富山 17 地鳴り 柿が豊作でクマも安心か　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 17 コント 砺波・富之助

富山 18 バザー売上金１０万円　砺波善意銀に預託 北陸コカ・コーラ

富山 18 油田が優勝 第６回富山新聞社杯北部苑ゲートボール３人制リーグ戦

富山 19 消防士夫婦、県大会へ 砺波地域消防組合　意見発表でそろって優秀賞

富山 19 庄川挽物の魅力を理解 砺波、木地体験教室

富山 20 南部野が決勝進出 砺波市ソフトボール協会・第１８回会長杯ナイターソフトボール大会
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北陸中日 12 県芸術文化に尽力　６１人 協会表彰・受賞者

北陸中日 13 となみ野の魅力　小中生が撮影 砺波で８２５作品展示

読売 24 チューリップ畑から交響曲 砺波　来春フェアのポスター

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 25 秋バラ色めく 砺波　県花総合センター

日本経済 35 金沢ＱＯＬ支援センターが来月 富山・砺波の「イオンモール」内　障害者の就労支援施設　健常者と共生めざす

  ２２日　土曜日
北日本 1 北日本新聞文化賞　 稲垣さん（北経連副会長）川除選手（北京冬季パラ金メダリスト）　来月２日贈呈式

北日本 13 県短歌大会ジュニアの部に１１２７首 みずみずしい感性光る

北日本 18 北日本新聞文化賞 北陸コカ・コーラボトリング会長・北陸経済連合会副会長　稲垣晴彦さん（６８）　砺波市

北日本 20 北日本新聞文化賞　地域社会賞 砺波市鷹栖小学校子供自転車クラブ　校長・砂土居良江さん　砺波市鷹栖　県大会２２連覇の偉業

北日本 25 掛け軸やびょうぶ　表具師と生徒出品 裏打ち展　作品展「ザ・裏打ち」

北日本 25 花や風景　味わい深く 日本画教室「たち葵の会」の作品展

北日本 26 文字の魅力伝える２７点 篆刻と書展　砺波

北日本 26 東部保育所園児も 年長２０人参加　砺波　サツマイモ掘り体験

北日本 27 県発明とくふう展　最高賞にＹＫＫ 児童・生徒の部　前田・下垣内さん（富山工高）

北日本 27 コスモス畑に流星キラリ 愛甲さん撮影　砺波

北日本 31 ニュースファイル 車から出火　エンジンルーム焼く　砺波市中村の市道

富山 3 １１９番通報→病院到着　所要時間　早さ全国１位 県、５年連続　各医療圏で連携密に　コロナ対応が課題

富山 3 職場の工夫発表 県の働き方ラボ　「働き方改革ラボ　モデル所属中間報告会」

富山 21 地鳴り 恩恵ない人に何か対策は　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 ロゲイニングやボート あす庄川水まつり　ミニ四駆走行会も

富山 22 麻生、八田さん　最優秀賞に決定 砺波地域防火ポスター

富山 22 高波Ｄが優勝 第３２回砺波市カローリング競技大会

富山 24 秋を彩る花や実　カボチャ飾り 県花総合センター　「秋を彩る花まつり」

富山 24 早めの点灯呼び掛け となみセントラルライオンズクラブ　「思いやりライト運動」

富山 25 知事賞に池田君（氷見市朝日丘小３年） 県未来の科学の夢絵画展　本社社長賞に大橋君、甲さん

富山 25 収穫の秋　イモ掘り、稲刈り つる引っ張り歓声　砺波地区農業青年協議会

富山 25 収穫の秋　イモ掘り、稲刈り 昔ながらの農作業体験　砺波市庄川町地域の青島公民館

富山 27 事件・事故 乗用車のエンジンルーム焼く　砺波市中村の市道　

富山 30 廃線５０年　ああ懐かしの加越線　④ 車両に別れのあいさつ　昭和４７年・庄川町駅

読売 20 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま 毎日検温　健康チェック　砺波市・石崎真貴子６６　土江田玲子（砺波市）

  ２３日　日曜日
北日本 7 とやま×私×フォト 「背比べ」　ゆうりママ（砺波市）

北日本 13 市功労者に２０人 砺波市

北日本 14 クロスランドおやべ　空中カフェ 絶景でスイーツ堪能　家族連れ　カップル笑顔

北日本 14 ３年ぶり「鷹工展」 砺波工業高校の学校祭

北日本 18 とやまｗｅｂｕｎランキング ⑥砺波の木工所で火災（１８日）

富山 2 日曜特番　コロナ禍の病院経営 富山県内の公立病院の経常損益　砺波総合病院

富山 18 学園祭で１１年ぶり献血活動　砺波工高 セントラルＬＣと連携　来年の卒業時にも実施

富山 18 吉坂さんが優勝 第５回ＦＭとやま杯健康麻将交流大会

富山 19 光と音でカラス追い払う　砺波・出町 ３１町内が一斉行動

富山 19 市功労者に２０人 砺波市表彰　来月２日に式典

富山 20 福島の風景　原点語る 砺波市美術館　齋正機さん

富山 20 太郎丸が２連覇 砺波市ソフトボール協会・第１８回会長杯ナイターソフトボール大会

富山 20 地域の安全へ防犯活動 金融機関でゼロ運動　砺波市出町防犯組合

富山 21 「生粋の庄川鮎」提供へ採卵作業 砺波の山田商事

北陸中日 13 鷹工祭　盛況に喜び 舞台や体験　砺波工高３年ぶり開催

北陸中日 24 山城の整備、活用へ宣言 岐阜でサミット　増山城跡など参加

  ２４日　月曜日
北日本 15 水の恵み　食も遊びも 砺波　庄川水まつり　ボートでロゲイニング

北日本 22 改組新第９回日展 斉藤さん（南砺漆芸）２度目特選　新酒さん（黒部出身洋画）初入選

富山 9 地鳴り 一面に咲くコスモス圧巻　大鋸谷茂喜　７５歳（南砺）

富山 9 月曜川柳　乱反射 伊藤芳子（砺波）

富山 16 水まつり　秋の庄川峡を満喫 ロゲイニングやボートのツアー

富山 16 はやぶさが優勝 第２２回東野尻地区カローリング大会

富山 17 キッズマルシェ人気 砺波・栴檀野地区

8 ページ



富山 18 ベスト８出そろう 第６回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第２日

富山 20 日展・工芸美術　斉藤さん２度目特選 漆黒の造形美追求　工芸美術　斉藤さん

北陸中日 9 秋の庄川　魅力探そう 砺波　水まつりに家族連れら

  ２５日　火曜日
北日本 15 とやま×私×フォト 「ばあばのおうち見えるかな？」　宮脇あゆみ（砺波市）

北日本 17 星のクイズ　解けたよ！ ハロウィーンでイベント　般若公民館　砺波

北日本 17 地域の安全・安心誓う 「地域安全ｉｎとなみ」

北日本 18 ブドウの魅力　共に発信 研修仲間　来年初の収穫　猪原さん（砺波）　勝田さん夫婦（南砺）

北日本 18 一斉にカラス対策 出町地区３１町内会　音や光で追い払う　砺波

北日本 18 引受法人に東般若保育園 庄東の新設こども園　砺波

北日本 18 色鮮やか　香り爽やか 県花総合センター　秋のバラ２００株見頃　砺波

北日本 18 市内外５２人　盤上の熱戦 砺波市文化祭将棋大会

北日本 19 散居村の保存活用探る 県内外８市町　小矢部で全国サミット　ＳＤＧｓテーマにアイデア

富山 21 引受法人は東般若保育園 庄東の新こども園　砺波市議会全員協議会

富山 21 立地助成は最大５億円 柳瀬工業団地への新工場建設

富山 21 松本さん功労者表彰 砺波林業協会

富山 22 男子・富山工、女子・入善など準々決勝へ 第７５回全国高校バスケットボール選手権県予選会第１、２日

富山 22 富山一と砺波で決勝 第１０２回全国高校ラグビー県大会準決勝

富山 25 散居景観　次世代に　小矢部でサミット　 パネル討論や講演　全国８市町参加　「第１５回全国散居村サミットｉｎ小矢部」

富山 28 廃線５０年　ああ懐かしの加越線　⑦ 昭和４７年・庄川町駅　運行最終日　別れ惜しむ

読売 26 読売お茶の会　砺波で来月２０日 今年度最終　午後席３０人　参加者募集

読売 27 地域づくりに散居村生かす 小矢部でサミット

  ２６日　水曜日
北日本 6 富山けいざい短信 砺波北部小にレコーダー寄贈

北日本 17 大正琴の演奏　児童が楽しむ 鷹栖小　県芸術文化協会の県民ふれあい公演

北日本 18 小中学生の防火ポスター 麻生・八田さん最優秀　砺波地域幼年少年女性防火委員会

富山 21 地鳴り カローリング大会　ボケ防止に参加　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 24 大正琴１０年　感謝の公演 ３０日、砺波の「ふみ乃会」　砺波市福祉センター北部苑

富山 24 金谷さんら３人奨励賞 古典臨書展　２９日から金沢で

富山 24 屋敷林の管理　剪定技術学ぶ 南砺、砺波の業者

北陸中日 13 音で　光で　カラス大群　あっち行け！ 砺波・出町自治振興会　２年ぶり追い出し一斉行動

読売 26 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

朝日 21 北陸リポート ボトラーズ　南砺に息吹　ウイスキー原酒買い付け独自熟成

  ２７日　木曜日
北日本 14 となみ野 越前焼萌蘖窯　近藤修康・近藤早苗展　ほか

北日本 14 相談はこちら 働く人の心の健康相談　砺波地域産業保健センター

北日本 14 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

北日本 19 とやま×私×フォト 「お彼岸」　大東吉行（砺波市）

北日本 21 あんぽ柿大福いかが 福光の出荷組合　砺波カフェと商品化　味わい上品　新たな名物に

北日本 21 地元食材もっと知ろう 砺波南部小　ヤーコン農家を取材

北日本 21 パネルシアターで地元の昔話楽しむ 栴檀山自治振興会　砺波図書館で

北日本 22 野菜食べる習慣を 母子保健推進員協　園児にクイズや歌披露　砺波

北日本 22 砺波地域高校生　バス通学は１割 小矢部市議会交通観光特別委員会

北日本 22 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 23 測量技術を４９校が競う 砺波　平板測量競技会

北日本 23 ３５人が打数競う 県ターゲット・バードゴルフ協会　会長杯争奪大会

富山 21 第４９回富山県児童文学祭優秀賞 まほうパン　文・吉田真寿美（砺波市）

富山 23 地鳴り １日違いで逃した景色　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 24 ヤーコン掘れたよ　砺波南部小の特派員 給食提供の生産者取材

富山 25 自宅近くでもバス停使わず 高校生調査、６割が回答　小矢部市

富山 26 後継者育成など聞く 県農村文化賞　現地審査始まる

富山 26 より良い活動へ　農業高校生集う 農業クラブ全国大会　中央農高で意見交換　

富山 26 あんぽ柿を大福に 富山干柿出荷組合連合会　来月１２日発売

富山 26 野菜摂取量を測定 イオンモールとなみと同市健康センター　「ベジラブラリー」

富山 26 犯罪ゼロ誓い宣言 砺波市防犯協会　「地域安全ｉｎとなみ」

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館
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読売 22 半導体製造装置　新工場 砺波に　世界的メーカー

  ２８日　金曜日
北日本 5 研修医　県内病院マッチ率 過去最多７７％８４人　砺波総合

北日本 5 南砺福光高の跡地活用へ知事が意欲 県地方議員連絡協議会

北日本 11 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 19 とやま×私×フォト 「台風後の真っ赤な夕焼け」　かずひろ（砺波市）

北日本 21 認知症症状や接し方に理解 般若中１年　中学生を対象にした認知症サポーター養成講座

北日本 21 柳瀬の魅力を発信　ＤＶＤ全世帯配布 地区自治振興会　砺波市柳瀬地区自治振興会

北日本 22 庄川特産館　飲食・物販施設に 水記念公園検討委　観光や遊び５ゾーン整備

北日本 23 田畑さん（高岡）初入選 日展彫刻部門　◇日本画　【再入選】小野美恵子（砺波）ほか

北日本 23 入善高が優秀賞　 農業ク全国大会平板測量競技

富山 3 福光高跡地「公募型提案を」 県地方議員連絡協で知事

富山 19 地鳴り 「千両役者」が亡くなられた　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 19 地鳴り おくやみ欄で名前見つけて　紫藤道子　８８歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 20 スポーツ発展に寄与　２０周年記念誌を製作 砺波のＳＥＩＢＵクラブ

富山 21 庄川特産館を観光ゾーン　プラザには水資料を展示 砺波・水記念公園　再整備委がゾーン案

富山 22 ８強出そろう 第８回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第２日

富山 23 田畑さん（高岡）新入選 日展・彫刻　【日本画】　◇再入選　小野美恵子（砺波）ほか

北陸中日 13 第９回日展入選者 【日本画】小野美恵子（砺波）

読売 22 豪雨や地震　想定　県総合防災訓練 富山、小矢部で

読売 22 東海北陸道　一部４車線化 来月１２日から

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  ２９日　土曜日
北日本 22 油彩画４２点並ぶ 富山　「美キン会」の第１２回作品展

北日本 23 乳酸菌飲料で元気に 市　小中生の健康調査　砺波

北日本 23 高齢者の力作展示 砺波市生きがいセンター庄川高砂会館の作品展と即売会

北日本 23 風景や花のパステル画 砺波　２０２２小さなパステル画展

北日本 24 ２０年の歩み記念誌に 砺波　ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ

北日本 24 活性化へ継続性大切 県宅地建物取引業協会砺波支部　地域活性化セミナー

北日本 24 砺波市「第７０回庄川町菊花展」 ◇総合▽優勝・北日本新聞社賞＝藤森京子　ほか

北日本 25 ４中学校のあり方議論 砺波市総合教育会議

北日本 26 社会を知ろう！　ニュースピックアップ 今回のテーマ　ロゲイニング効果は？

北日本 29 ニュースファイル 工事現場で転落　男性重傷　富山市田中町の店舗新築工事現場

北日本 29 ニュースファイル 集合住宅でコンロ焼く　砺波市矢木にある鉄筋３階建て集合住宅

富山 20 旧庄川民芸館　現代美術館に 富大教授らの団体が取得　砺波市教委、施設を譲渡　団体代表の西島教授　「数年掛けて整備」

富山 20 木工、陶芸部が作品３００点展示 砺波・高砂会館

富山 20 となみ野米　パックご飯に ＪＡが商品化　ＪＡとなみ野（砺波市）　「となみ野米こしひかり」

富山 22 小矢部の歩み、本で振り返る 市民図書館で企画展

富山 22 栴檀山、シアターで紹介 砺波市の栴檀山自治振興会　砺波図書館でパネルシアター

富山 22 イモ掘りに園児歓声 砺波市の東部保育所の年長児２０人

富山 22 砺波北部小にＣＤラジオ 富山銀行と日本製麻

富山 25 Ｒ－１　週５で飲むよ 事業開始　砺波の児童生徒４千人

富山 25 紙風船 バス敬遠する高校生

富山 25 事件・事故 工事現場で転落、骨折

富山 25 事件・事故 砺波の市営住宅でぼや

北陸中日 13 ヨーグルト飲料で健康意識変わる？ 明治が調査　砺波の児童に提供

読売 27 ヨーグルト　毎日学校で 砺波市　小中で健康増進計画　明治が無償提供

  ３０日　日曜日
北日本 1 地名に「天皇」なぜ？ ２８面

北日本 1 社説　砺波で子ども食堂 ３面

北日本 3 社説　砺波で子ども食堂 地域力アップの契機に

北日本 19 パックご飯配布　米の消費ＰＲ ＪＡとなみ野

北日本 19 文化祭にぎわう 砺波市鷹栖公民館の第４１回文化祭

北日本 20 館さん（男子）谷口さん（女子）優勝 県高校将棋　４人が全国大会へ　▽新人リーグ戦①北村聖弥（砺波工業１）ほか

北日本 20 紅葉の五箇山　べるもんたで 砺波市観光協ツアー

北日本 20 城端線３駅　花壇を整備 市利用促進実行委　砺波
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北日本 28 あなたの知りたいっ！特報班 砺波のロイヤルホテル　地名に「天皇」なぜ？　室町期の親王由来と伝承

北日本 28 東北・四国にも 皇族滞在や神社に由来

富山 17 くらしの日記 暮らしの会　犀川寮明　７４歳　（砺波市苗加）

富山 18 砺波郊外に複合施設 運動、タイヤ交換、会議室　三恵ネット、１日開業

富山 18 強風下の火災へ訓練　３市団が避難や放水 砺波地域消防連絡会

富山 18 吹奏楽部にマリンバ 砺波高ＯＢ会、後輩に贈呈　素晴らしい演奏を

富山 19 チューリップで砺波など３駅飾る もりあげ隊　城端線砺波市利用促進実行委員会など

富山 20 富山一、大門　魚津・魚津工 コールド発進　第２８回１年生県高校野球大会第１日

富山 20 金賞に梅香園　山本、竹中さん 県花き品評会

富山 20 ８強決まる 第７５回全国高校バスケットボール選手権県予選会第３日

富山 21 測量の仕事に理解 高岡向陵高で講座　「上智」（砺波市）の金木春男社長から説明

富山 23 功労者たたえる 県環境保健衛生大会　県環境保健衛生連合会長表彰　松井志津子（砺波）

  ３１日　月曜日
北日本 7 とやま　文芸散歩 野村玉枝　砺波市庄川町

北日本 15 住民に感謝　踊りを披露 閉園の雄神保育所園児　砺波

北日本 15 １０周年記念　歌謡曲披露 砺波　琴伝流大正琴「ふみ乃会」

北日本 22 県功労に４１人１４団体　 上田さん（前滑川市長）大野さん（前黒部市長）ら　あす表彰式

北日本 24 砺波の用水に７６歳男性遺体 砺波市安川の芹谷野用水の水門近く

富山 8 コント 砺波・富之助

富山 14 加越線コーナー開設 砺波・青島公民館まつりで保存会　本紙連載も展示

富山 14 神代さん初優勝 ＮＰＯ法人健康麻将越中ひばり会の第９回若鶴酒造杯健康麻将交流大会

富山 16 男子　富山工４強　高岡一のＶ３阻止 一丸で前評判を覆す　第７５回全国高校バスケットボール選手権県予選会

富山 16 木製バットで「野球盤」 生産日本一・福光で児童熱戦

富山 16 大島、砺波　高岡西部、城端　４強 第８回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権第３日

富山 17 県功労表彰　４１氏１４団体 前滑川、黒部市長ら　あす県民会館で式典

富山 17 大正琴の旋律、観客魅了 砺波・ふみ乃会１０周年公演

富山 18 事件・事故 用水路に行方不明男性遺体

北陸中日 8 県功労表彰　４１人１４団体 水泳・竹田さん、中嶋さんら

北陸中日 9 飲料空き容器で工作 砺波市と明治　連携事業

北陸中日 23 砺波の用水に７６歳男性遺体 富山県砺波市安川の芹谷野用水の水門付近

採録期間：索引は昭和４７年から作成しています。
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