
　　　　　　　２０２２（令和４）年１１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 5 新田県政の現在地　就任２年の課題❹ 市町村連携　「対等な関係」道半ば　ワンチーム会議に賛否

北日本 11 第５６回　県郷土陶芸展　あすから本社砺波支社ギャラリー 風土に根差す　越中三助焼窯元　谷口均（砺波）　保陶裡窯　新保孝二（砺波）

北日本 20 大輪の菊　会場彩る 第６３回砺波市菊花展

北日本 21 県教育功労５４人１３団体 きょう表彰式　学校教育功労者　山本良一（６３）砺波市　ほか

北日本 21 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　４組　今井要（７３）葉末（７３）ほか

北日本 21 高齢者叙勲（１１月の県内分） 瑞宝双光章　元上平村上平中校長島倉巌氏＝砺波市深江　ほか

北日本 27 ニュースファイル 死因特定できず 砺波市安川の芹谷野用水

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 砺波のチューリップ球根、切花 市に生産者支援要望　組合など

富山 20 合唱や演奏で長寿を祝う 砺波・高波公民館

富山 22 県教育功労表彰 坂田さんら個人５４人　石動中女子ホッケー部など１３団体

富山 23 庄川温泉郷の送迎　バス、タクシー無料 観光組合、あすからプラン

富山 24 事件・事故 用水の男性、死因特定できず

富山 24 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元上平村立上平中校長島倉巌氏＝砺波市深江１３２２の２１　ほか

北陸中日 12 チューリップ　物価高で打撃 砺波市に支援要望　生産者団体

北陸中日 12 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元上平村上平中校長島倉巌氏＝砺波市深江　ほか

北陸中日 27 県内１６４人感染増 一週間の厚生センター等別の感染者数　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）四百七十九人

読売 32 マイナカード取得促進議論 知事と１５市町村長　交付率に開き

読売 32 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　島倉巌氏（元上平村立上平中学校長）砺波市深江　ほか

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 33 用水路で発見　７６歳死亡 砺波市安川の用水路

  ２日　水曜日
北日本 6 県内８商議所　新体制スタート 課題山積　問われる手腕　頼られる組織に　富山商議所

北日本 6 県内８商議所の新体制・会頭の抱負 砺波　会頭　米原嘉孝（６２）米原商事会長

北日本 17 とやま×私×フォト 「防鳥ＣＤ？いいえ、クモの巣」　えつこばーちゃん（砺波市）

北日本 19 児童が優雅に浦安の舞 砺波市柳瀬の比賣神社の大祭

北日本 20 チェーンソー使い方学ぶ 砺波　「とやま森林サポーターの会」と「とやまの森づくりサポートセンター」

北日本 21 小中学生白熱プレー 砺波　松本杯第６７回砺波市卓球選手権大会小中学生の部

富山 22 児童が浦安の舞　地域の平和祈願 砺波・比賣神社

富山 22 ロビー展 小川圭二・富田栄人の「砺波のいろいろみに写真展」　富山銀行砺波支店

富山 24 米原新会頭が就任 砺波商工会議所の臨時議員総会

富山 26 障害者の就労を支援 金沢ＱＯＬセンター　イオンとなみに事業所

富山 26 種もみ王国のブランド強化 砺波　新稲種センター起工

富山 26 事件・事故 倉庫の棚から転落、重傷　砺波市東石丸の「アイジュ」倉庫

富山 29 ほたるいか 関西電力庄川水力センター　清掃奉仕

北陸中日 13 地域に尽力たたえ表彰 県・教育功労

毎日 23 第７１回奎星展・北陸３県入賞、入選、出品者 富山県　▽準特選＝簗場信代（砺波市）ほか

  ３日　木曜日
北日本 1 稲垣・川除さんに贈呈 第７５回北日本新聞文化賞　１５氏６団体　功績たたえる

北日本 2 来社　２日 砺波支社　米原嘉孝氏（砺波商工会議所会頭）ほか

北日本 5 産業教育功労教職員２１人表彰 受賞者＝水谷克也（砺波工業高校教諭）

北日本 14 となみ野 第５０回砺波市文化祭「民謡の世界」　ほか

北日本 14 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

北日本 15 広告 富山県民のみなさ～ん、　北海道が呼んでます。砺波から多くの人が入植した十勝平野、音更。

北日本 16 ＮＩＥ教育に新聞を　第２７回県中学校文化祭　県中文祭だより 力強く美しい筆致　書道　継続して努力する　砺波市庄川中３年　玉井健慎

北日本 21 庄川弁財天ご開帳　絵巻物３巻を展示 中野文化協会　砺波

北日本 21 種もみの新拠点　着工 ＪＡ　庄川にセンター　「稲種センター」の安全祈願祭と起工式

北日本 21 きょうもにっこり 中野こども食堂スタッフ　林由紀さん（砺波市）

北日本 22 北陸菊花大会　大橋さん（石川）３年連続栄冠 南砺大会は池田さん（平）　経済産業大臣賞＝室田清二（砺波市）ほか

北日本 22 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 23 技術重ね意欲作 県郷土陶芸展開幕　１３窯元が８０点　本社砺波支社ギャラリー
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北日本 23 さらなる活躍誓う　北日本新聞文化賞等贈呈式 受賞者が感謝と抱負　文化賞　稲垣晴彦さん（６８）ほか

北日本 23 北陸信越運輸局長表彰（県関係分） ◇優良事業者表彰▽環境保全対策への貢献＝ネッツトヨタ富山砺波店

北日本 27 声の交差点 寂しい秋祭りの衰退　砺波市　武部幹夫（８２歳）

北日本 27 声の交差点 思い出す伯母との縁　砺波市　島田栄（７４歳）

北日本 28 秋の叙勲　県内在住者 瑞宝双光章　元特別養護老人ホーム「福寿園」統括介護職員　飯田芳美さん（６５）砺波市中野　ほか

富山 4 海外客受け入れ　態勢万全に 北陸の宿泊施設　砺波市では「アートホテル　楽土庵」が開業

富山 4 中小企業や商店　事業承継を支援 砺波会議所米原新会頭

富山 5 新会長に庵氏選任 富山県会議所連合会　監事に米原嘉孝砺波商工会議所会頭

富山 5 幸福度　滑川市１位 大東建託が発表　５位砺波市

富山 23 地鳴り 普通の人にも有効な支援を　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 23 地鳴り オリックスが５度目の日本一　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 23 コント 高岡・しんしんちゃん

富山 25 ふるさと振興　励み続け　秋の叙勲 県内から５０人　瑞宝双光章　飯田芳美氏（６５）元特別養護老人ホーム「福寿園」統括介護職員　砺波市中野　ほか

富山 26 新調獅子頭で舞披露 砺波・東開発　３年ぶりに練る

富山 27 功労者２０人たたえ 砺波市表彰式

富山 28 産業教育功労の２１人たたえ 御下賜金記念　水谷克也（砺波工高教諭）

北陸中日 12 秋の叙勲　県内５０人 瑞宝小綬章　堺武夫７７元県理事　砺波　ほか

読売 22 秋の叙勲５０人に栄誉 旭日双光章　稲垣修　７４　元砺波市議会議員（砺波市）ほか

朝日 23 県内５０人受章 秋の叙勲　瑞宝小綬章　堺武夫（元県理事）７７砺波　ほか　

日本経済 38 秋の叙勲受章者　富山 瑞宝小綬章　堺武夫７７元県理事　砺波　ほか

  ４日　金曜日
北日本 11 とやま×私×フォト 「サツマイモに芽が」　永井進（砺波市）

北日本 17 ３年ぶり獅子舞奉納 砺波市宮村の日吉神社秋季例大祭

北日本 18 地域ぐるみ　誕生祝う 庄川青島地区　乳児に記念パネル

北日本 19 チューリップ生産者支援を 市球根組合と切花研究会

北日本 19 福光スポ少が優勝 砺波　少年サッカーの第２７回北日本新聞社杯砺波地区大会

北日本 24 温泉郷に無料送迎 庄川峡観光協組　バス・タクシー運行

富山 7 地鳴り 野菜のお礼に作った昆布巻き　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 7 コント 砺波・たぬき

富山 12 自治会が新生児に祝い金 砺波・庄川町青島　４世帯に５千円ずつ　過疎地域、パネルも贈呈

富山 12 来年の御開扉大祭へ　３時代の絵巻を展示 砺波・中野公民館

富山 13 創立５０年祝う 砺波市文化協が式典

富山 13 唄と踊りで節目祝う　第５０回砺波市文化祭 １１団体が「民謡の世界」

富山 14 全国高校サッカー県大会 富山一ＶＳ高岡一　決勝　大矢「結果出す」富山一背番号１０

富山 14 決勝　男子　高岡一－富山一　女子　富山一－高岡商 県高校秋季大会バレーボール競技兼第７５回全日本高校選手権県予選会

富山 14 Ｅｓｔｒｅｌｌａｓ連覇 小矢部でメルヘン女子サッカー　２位にＣＬＥＭＯＲ　第２８回メルヘン女子サッカー大会・ジュニアの部

富山 14 県少年野球　下関など２回戦へ 決勝トーナメント開幕　砺波北部・庄川８－０射北

富山 15 砺波で倒れた８３歳女性発見 砺波市庄川町金屋の草むら

  ５日　土曜日
北日本 27 全国の民謡披露 砺波　第５０回砺波市文化祭芸能発表「民謡の世界」

北日本 28 子ども１人当たりに給付 １０７３０円（となみおーえん）で家計支援　砺波市

北日本 28 一般会計２２７億円規模 来年度方針　夏野砺波市長　定例会見

北日本 29 県民家庭の日コンクール 知事賞に６作品　作文の部　▽県知事賞＝水戸椋太郎（砺波北部小１）ほか

富山 2 「いい歯」４８人表彰 県、県歯科医師会　◇いい歯カムカムすこやか大賞　▽県歯科医師会長賞　野村保正（砺波市）ほか

富山 22 ヘリパッドや団地　発展する柳瀬知って 砺波の自治会がＤＶＤ

富山 22 砺波地域消防に２０万円を寄付 衛星通信テレビ

富山 23 チューリップ公園　南門周辺を拡張 砺波市の来年度予算方針　球根、切り花　生産者に独自補助　イオン映画館に期待

富山 23 児童手当受給世帯に１人１万７３０円 物価高騰で支援

富山 23 マイナカードで証明書を交付へ 砺波市が来月から　「市長のまちづくりトーク」

北陸中日 12 子育て世帯に給付金 物価高騰対策　砺波市補正予算案

読売 25 住み続けたい街　氷見Ｖ 県在住者調査　２位は南砺　３位は砺波市

読売 25 砺波市補正案４．９億円 砺波市

  ６日　日曜日
北日本 9 声の交差点 苔玉に良い新年託す　砺波市　紫藤道子（８８歳）

北日本 11 富山第一４連覇 高校ラグビー県大会決勝　砺波に圧勝

北日本 11 運動量で逆転 大鶴２トライ

北日本 20 カイニョと生きる　砺波　野焼き防止に無料回収 剪定した枝　高さ３㍍　バーク堆肥で再利用
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北日本 20 高齢者宅で支援隊活躍 小矢部園芸高５１人　「カイニョお手入れ支援隊」

北日本 20 砺波初　民間ヘリパッド 東京まで１時間２０分　ビジネス・観光に期待

北日本 21 消防組合に２０万円 砺波　となみ衛星通信テレビ

北日本 24 とやまｗｅｂｕｎランキング ②地名に「天皇」なぜ？　砺波のホテル

北日本 27 風車 鈴木秀明さん（４１）＝砺波市出身

富山 18 高齢者宅のカイニョ手入れ 砺波の支援隊　葉で精油製造試験も

富山 18 枝葉１２３９台分 市がリサイクル大作戦

富山 18 砺波工業と地元町内会が消火訓練 砺波市桜木町内会と砺波工業の合同防災訓練

富山 18 田上、吉田さん優勝 砺波市パークゴルフ協会１１月度月例大会

富山 19 来春のフェアで遊覧飛行 ヘリパッド砺波が開港　運航スタート　医療活用も検討　観光、ビジネス利用見込む

富山 20 富山一Ｖ４　花園切符 砺波に４７－１２　第１０２回全国高校ラグビー県大会最終日

富山 20 きょう決勝　男子　富山工－高岡工芸　女子　龍谷富山－高岡一 第７５回全国高校バスケットボール選手権県予選会第５日

富山 20 コカ・コーラカップ争奪野球大会 庄川ベースボールクラブ２－０ＣＥＤＡＲＳ

富山 23 事件・事故 鍋盗んだ疑い　砺波市内の商業施設で

富山 27 円安　輸出に追い風　砺波の組子細工　米国へ 洋式住宅向け　コースターや間仕切り　河島建具　セミナーや動画活用

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 10 花園も富山第一 第百二回全国高校ラグビーフットボールの県大会決勝

読売 27 猛攻　１４回目花園 高校ラグビー県大会　決勝　富山第一４７－１２砺波

毎日 19 全国高校駅伝　富山県予選 富山県高校駅伝・男子成績　⑦砺波

毎日 19 全国高校ラグビー　富山第一が圧倒Ｖ ４大会連続の花園切符　砺波を４７－１２で降す

  ７日　月曜日
北日本 7 読者写真コンクール　１０月の入選作 二席　「追いておいで」　松木信行　富山市五福６区

北日本 7 評　一席　炎の美しさ際立つ　 二席　「追いておいで」　スカイフェスとなみバルーン大会の様子

北日本 18 フルマラソン女子の記録　上位５００人 ４　守内美結　砺波市　ほか

北日本 19 フルマラソン男子の記録　上位５００人 ３７　田矢聖弥　砺波市　ほか

北日本 21 来春フェアへ球根植え込み 市民ボランティア

北日本 21 庄東小創校４０周年　 砺波市庄東小学校の創校４０周年式典

北日本 25 ニュース先読み １２日　東海北陸自動車道南砺スマートインターチェンジ－小矢部砺波ジャンクション供用開始

北日本 26 一期一会　思い込め 北日本となみ野茶会

北日本 26 矢田部さん（高岡南）全国大会出場へ 高校ビブリオバトル県大会

富山 16 砺波・庄東小　４０周年祝う 砺波市庄東小の創校４０周年記念式典

富山 17 転入者１０世帯歓迎　地元農産物贈る 砺波・般若自治振興会

富山 18 砺波６年ぶりＶ　城端に５－２ 第８回富山新聞社旗争奪寿野球県選抜選手権最終日

富山 18 １６強出そろう 第１９回県少年野球大会　砺波北部・庄川

読売 27 県高校ビブリオ　矢田部さん優勝 高岡南２年　「全国高校ビブリオバトル２０２２」の県大会

  ８日　火曜日
北日本 1 除雪車増　大雪に備え　中日本高速 ＩＣ通行止め　迅速案内

北日本 15 とやま×私×フォト 「高木の股にアマガエル」　ＳＮ好霊爺（砺波市）

北日本 17 自由な発想　キラリ 施設「ものがたりの街」　障害者の美術展開催　砺波

北日本 18 寄付の２社に感謝状 小矢部市　たち建設（砺波市）などに

北日本 18 庄川の青島神社を清掃 砺波　関西電力庄川水力センター

北日本 19 花園町の花壇に防草シート設置へ チューリップ街道実行委　砺波

北日本 26 県内１７０人感染 新型コロナ　砺波市の介護老人福祉施設で６人

富山 3 高岡の庄川右岸　用水路整備に４３億円 県が来年度着手、豪雨対策

富山 3 立ち往生回避策を強化 中日本高速道路　簡易遮断機を増設　今冬大雪に備え

富山 17 地鳴り 長野選手が巨人に復帰　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 18 火事や災害に備え 井波と庄川の消火連携確認　南砺で合同訓練

富山 18 たち建設、４年連続で１千万円 小矢部市に寄付

富山 18 児童ら郷土民謡披露 砺波・南般若まつり

富山 19 ３年ぶりに勇壮獅子舞 砺波・宮村の日吉神社

富山 20 冬の高速道　安全確保誓う 富山事務所が出陣式

富山 21 高志の国文学情景作品、入賞者表彰 富山で県教委　◇文芸▽金賞　寺本萌音（砺波市庄西中）ほか

北陸中日 5 発言 色とりどり　秋の風景に浸る　島田栄　７４　富山県砺波市

北陸中日 25 県内１７０人新規感染 二件のクラスター　砺波市の介護老人福祉施設で六人

  ９日　水曜日
北日本 1 ウイークリー西部 砺波　市民参加で体調管理　２１面

北日本 2 来社　８日 安念千重子氏（県オペラ協会長）
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北日本 4 県総合教育会議　県立高の学区「廃止を」 見直し求める声相次ぐ　県内の学区ごとの県立高校（全日制）　

北日本 5 農業農村整備　国へ予算要望 東部・砺波土地改良協

北日本 19 農家の仕事・魅力学ぶ 福野・小矢部園芸高生　花栽培など体験　砺波市東保の松浦園芸に生徒５人

北日本 19 「般若に解け込んで」 転入世帯に特産品贈る　砺波市の般若地区自治振興会

北日本 19 高齢者保護　感謝状贈る 南砺署　

北日本 20 第２団地へ積極誘致 砺波　補正予算など可決　砺波市議会臨時会

北日本 20 ＡＥＤの使い方学ぶ 砺波市の砺波工業と桜木町内会の地域合同防災訓練

北日本 21 ウイークリー西部　砺波市　明治と体調管理契約 市民参加で全国モデル　乳酸菌飲料　調査に活用　「１０７３」が縁　働く世代も対象

北日本 26 砺波で１２、１３日　庄川ゆずまつり 庄川水記念公園　北日本新聞砺波支社でＰＲ

北日本 29 風車 砺波市鷹栖の美容室「ＳＡＲＡ」で「月下美人」咲く

富山 2 東部、砺波土改　予算確保を要望 農水省で副大臣に

富山 19 地鳴り 新聞取りに出て星空に出会う　堺井清美　６７歳（砺波市）

富山 20 庄川ゆず　不作に 砺波　収穫量が例年の４分の１　１２、１３日のまつり　加工品で補う

富山 20 草むらの不明女性　発見男性に感謝状 南砺署　

富山 21 コスモス荘に協力隊 宿泊業経験者で活性化　砺波市　市議会産業建設常任委員会

富山 22 生徒が農作業体験 南砺福野、小矢部園芸　県の懇談会　松浦園芸（砺波市）ほか

富山 22 フェアでの開花願い 砺波チューリップ公園　市民　球根３千個植える

富山 26 川田忠樹氏のお別れの会 ＴＯＮＡＭＩ翔凛館で

北陸中日 12 議会だより　８日 砺波市　臨時会

北陸中日 12 令和４年度教育者文部科学大臣表彰 佐野友昭（県立富山高校長）＝砺波市

読売 23 ＤＭＯ　観光戦略に民間の知恵 砺波　古民家改装し宿泊施設

  １０日　木曜日
北日本 11 釣果はいけん　自分で背開きに ヤマトカマス　吉田塁君（９）砺波市狐島

北日本 13 とやま　文芸散歩 高池那由　般若中学校１年生

北日本 13 「高志の国文学」情景作品　 ３部門５９点入選　◇文芸（散文・詩）部門▽金賞＝寺本萌音（庄西中）ほか

北日本 14 となみ野 小さな手作り展Ｖｏｌ．３２　チューリップ四季彩館　ほか

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 14 県内美術館・博物館の催し ギャラリー無量

北日本 23 油田５地区の獅子頭を展示 公民館まつり　砺波市の油田公民館まつり

北日本 23 寺村さん姉妹　三味線初披露 南般若　砺波市の南般若公民館まつり

北日本 24 災害・火災に備え 連携を確認　井波・庄川

北日本 24 上半期収益的収支　１億２６００万円の減 砺波総合病院経営改善委員会

北日本 25 読者の満足度向上へ 北日本会総会　会長に殿井氏（射北・富山北部販売店）

北日本 25 八尾・新庄店　総合優秀賞 本紙販売店年間表彰式

北日本 25 県内から４人入賞 中高生の税の作文　◇高校▽金沢国税局長賞＝太田桃花（砺波１）

北日本 25 カイニョと生きる 剪定枝回収　最多の２０４㌧　砺波市　「秋のリサイクル大作戦」

北日本 34 児童ポルノ製造容疑で砺波の男逮捕 砺波署

富山 1 ゴーゴーカレーが筆頭株主に 経営戦略の変更求める　東証上場の日本製麻　砺波に本店

富山 1 庄川峡　紅葉を進む遊覧船 県内、晴れ渡る

富山 25 大賞に南本さん（富山いずみ高１年） 第４７回県学生競書展　あす南砺で開幕　団体優勝は福光教室

富山 28 砺波で織部焼　創作服１３０点並べ 山口さん、ハル工房作品展　ギャラリーみかん堂

富山 28 スキー大会の成功願い寄付 砺波地区の協議会　砺波地区スキー協議会

富山 29 今年度上半期は黒字 砺波総合病院決算　砺波総合病院経営改善委員会

富山 31 東海北陸道・県内２区間 ４車線化の現場公開　１２日から通行可

富山 31 紙風船 ほどよい田舎の良さ

北陸中日 13 催し 庄川ゆずまつり

  １１日　金曜日
北日本 6 新会頭に聞く　下　 砺波商工会議所　米原嘉孝氏　商工業　次代につなぐ

北日本 17 とやま×私×フォト 「雨上がりにくれたご褒美」　大東吉行（砺波市）

北日本 17 とやま×私×フォト 「台風一過のあかね雲」　田辺一郎（砺波市）

北日本 19 高沼さんら６人大賞 福光美術館　あすから市美術展　◇日本画▽市展賞＝川合千明（砺波市太郎丸）ほか

北日本 19 来春閉所の保育所振り返る写真展 種田公民館まつり　「種田ふれあいフェスタ」

北日本 19 健康づくりのきっかけに 地元野菜使い料理教室　砺波市食生活改善推進員協議会

北日本 19 税に関する作品　最優秀４人表彰 砺波市の小中学生による税に関する作品の表彰式

北日本 20 藤井五冠の師匠が講演 砺波法人会の「税を考える週間」の記念講演会

北日本 21 警官２３０人技競う 県警の柔道・剣道大会　団体　◇柔道▽２部②砺波署

富山 1 特産ゆず　色づく 庄川で収穫１２、１３日にまつり
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富山 1 時鐘 日本製麻の筆頭株主にゴーゴーカレーグループ

富山 22 種田保育所の閉園で記念展 砺波・種田でフェス

富山 23 藤井五冠の師匠「才能に手加えず」 砺波法人会講演会　「税を考える週間」記念講演会

富山 23 税の作品３部門　児童生徒を表彰 砺波市租税教育推進協議会の「税に関する作品砺波市表彰式」　

富山 23 中学作文の入選発表 砺波税務署　「中学生の税についての作文審査」

富山 24 青井中美展きょう開幕　 正保さん（氷見市十三中）大賞　高岡工芸高附属美術館

富山 25 柔道、剣道　成果示す 県警３２チーム、３年ぶり大会　◇柔道▽２部　②砺波

富山 25 事件・事故 児童ポルノ製造疑いで逮捕　砺波署

富山 29 ほたるいか 総合カレッジＳＥＯで野菜料理教室

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 23 錦秋の峡谷をゆく 庄川峡遊覧船

読売 23 児童ポルノ製造疑い 砺波署

朝日 27 庄川ゆず収穫盛ん あすからＰＲイベント

  １２日　土曜日
北日本 15 第５７回北日本文学賞　選者　宮本輝氏 ３２８編　１次選考通過　砺波市＝「犬連れの客」松田三千代

北日本 21 声の交差点 高みを目指せ服部五段　砺波市　上野亮平（８０歳）

北日本 23 水上さん（日本画）ら大賞 市美術展きょう開幕　第１８回砺波市美術展の入賞作品２６点

北日本 25 地域活性化へ３００人思い新た 県商工会青年・女性部６０年　

北日本 25 無くせ！　女性への暴力 ライトアップで訴え　砺波

北日本 25 来春フェアへ球根植える チューリップ街道実行委

北日本 25 ４人１団体に表彰状 県交通安全母親大会　受賞者　個人＝大楠匡子（砺波市交通安全母の会連合会）

北日本 25 全国大会へ意気込み 砺波　砺波市庄西中学校吹奏楽部の激励会

富山 5 売上高、純利益が最高 ＣＫサンエツ

富山 5 マット海外販路開拓　営業利益が３・６倍 日本製麻

富山 19 地鳴り 現代的な建物素晴らしい　紫藤道子　８８歳（砺波市）

富山 24 市展大賞に５人 砺波市美術展きょう開幕

富山 24 マーチング全国舞台へ意気込み 砺波・庄西中吹奏楽部

富山 25 チューリップフェアに咲いて プランターに球根　「となみチューリップ街道実行委員会」

富山 25 代表理事に山本建氏 砺波・五谷観光企業組合

富山 26 庄川町からがん情報発信 アジアがんフォーラム　あす有識者ら意見交換　オンライン配信

北陸中日 5 発言 「一所懸命」前向いて過ごす　上野亮平　８０　富山県砺波市

北陸中日 12 花々　お先にクリスマス チューリップ館　企画展示始まる　「季節を彩る花々～クリスマス～」

北陸中日 13 「全国大会　すてきな演奏する」 マーチング　砺波・庄西中吹奏楽部　抱負

北陸中日 13 水上さんら５人に大賞 砺波市美術展　きょう開幕

読売 26 ヤーコン栽培　児童が取材 砺波南部小　「子ども特派員」

読売 26 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま イラスト　土江田玲子（砺波市）

読売 27 小矢部　転出超どう止める 市長選あす告示　市街地誘客「道半ば」　新たな商圏　客室数増へ

  １３日　日曜日
北日本 15 とやま×私×フォト 「青空に映えるコスモス」　マコト（射水市）

北日本 17 砺波高生　公共の足ＰＲ デマンド交通「チョイソコとなみ」　総合学習で映像作り

北日本 17 県内外作家の小物や服並ぶ 「小さな手作り展ｖｏｌ・３２」

北日本 18 趣向を凝らしたアレンジメント 花ろまん作品展　フラワーアトリエ花ろまんの作品展「わたしの幸せな時間」

北日本 18 トラクター整備技術競う ＪＡとなみ野　「第１回トラクターセルフメンテナンス大会」

北日本 19 特選に湖南小（氷見）　 県小学生火災予防研究発表　銅賞＝出町（砺波）

北日本 19 特産ユズ大人気 庄川でまつり　３年ぶり対面販売　砺波

北日本 19 東海北陸道５．９㌔　４車線の利用開始 東海北陸自動車道五箇山インターチェンジ－小矢部砺波ジャンクション間の一部

北日本 24 電飾イベント向け剪定 砺波チューリップ公園

北日本 25 ニュースファイル 街灯に衝突　２人重傷　富山市婦中町吉住の国道３５９号交差点

北日本 26 県内７１９人感染 新型コロナ　砺波市の高齢者施設で感染者集団が発生

富山 1 「世界の宝」守る水柱 南砺・菅沼で防火訓練　県内晴れる　砺波市２３度

富山 14 地鳴り ファンの力で何とか復活願う　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 19 ニュース・アイ　１０月 ２席　霧が雲海のように広がる散居村　藤牧隆夫　砺波市夢の平展望広場

富山 20 あんぽ柿大福を発売 富山干柿出荷組合連合会　初の加工品商品化

富山 20 庄川ゆず　２時間で完売 まつり開幕、２００人の列　第３５回庄川ゆずまつり

富山 21 三助焼作家が指導　親子で陶芸楽しむ 砺波郷土資料館　「三助焼　親子陶芸ワークショップ」

富山 22 農機の自己点検競う ＪＡとなみ野、初の大会

富山 22 ４人１団体たたえ 県交通安全母親大会　砺波市の大楠匡子さん表彰

5 ページ



富山 22 人生の最終段階　佐藤医師が語る 砺波図書館　「アドバンス・ケア・プランニング」に関する講演会

富山 22 砺波出身の鈴木さん　試験勉強のこつ伝授 開館２周年で講演

富山 23 増山城跡ガイド１４人入会 砺波市教委、曲輪の会　養成講座が修了式

富山 23 砺波高生がＰＲ映像 乗合タクシー「チョイソコ」　便利さ知って　来月１０日発表

富山 25 相倉でがんイベントを 来年２月　関係者が協力依頼

富山 25 事件・事故 街灯柱に衝突、２人重傷　富山市婦中町吉住の国道３５９号

富山 25 県内コロナ７１９人 クラスター１件　砺波市の高齢者施設で入居者４人、職員２人

富山 29 東海北陸道　県内２区間５．９㌔　４車線化　 五箇山ＩＣ－城端ＳＡ　上り線一部　福光ＩＣ－小矢部砺波ＪＣＴ　下り線一部

北陸中日 1 女性の輝き　守る紫 県内各地　暴力反対ライトアップ　「女性に対する暴力をなくす運動」

  １４日　月曜日
新聞休刊日

  １５日　火曜日
北日本 21 声の交差点 応援ボードで激励　砺波市　北島嘉孝（５１歳）

北日本 21 とやま×私×フォト 「サフランに魅せられて」　堀八郎（高岡市）

北日本 25 地域のがん医療考える 地元関係者ら意見交換

北日本 33 ４署建設候補地公表 県警小規模署再編　人口・治安を考慮　砺波エリア

富山 23 地鳴り 秋の味覚は遠のくばかり　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 23 コント 砺波・たぬき

富山 26 太田、藤田さんに表彰状 「税に関する高校生の作文」

富山 27 健康経営の必要性確認 庄川でアジアがんフォーラム　検診は投資、交流大切　専門家や住民が意見

富山 27 来年度税制改正で柴田氏に提言書 砺波法人会

富山 27 雄神地区の未来考える 砺波市雄神地区自治振興会の「どうする雄神会議」

富山 28 明星１０年ぶり１１度目Ⅴ 第３６回砺波地区寿野球定期リーグ戦

富山 29 車いすバスケを指導 砺波・庄南小　東京パラ「銀」宮島選手

富山 30 県警の警察署再編４エリア 候補地それぞれ４カ所　あすから広聴会

北陸中日 12 がん　多様な活動報告 砺波で初イベント　医療や教育関係者

北陸中日 27 県内２６５人新規感染 病床使用３０％迫る　一週間の厚生センター等別の感染者数　砺波　六百六十一人

読売 33 四つの新警察署建設候補地公表 県警

  １６日　水曜日
北日本 1 とやまの紅葉２０２２ 彩りの川面進む　庄川峡

北日本 17 万機公論　 ＮＰＯ法人日本フッ化物むし歯予防協会専務理事　山本武夫　科学的な予防効果啓発

北日本 17 声の交差点 庄川峡の紅葉に感嘆　射水市　稲垣俊之（７４歳）

北日本 17 とやま×私×フォト 「ちょっと一休み」　小西文子（砺波市）

北日本 19 きょうもにっこり 漆芸家　織田定男さん（砺波市・５３歳）

北日本 19 木材会社立ち入り検査 砺波消防署

北日本 19 救助資機材使い方学ぶ 砺波消防署

北日本 20 宮島選手　技術すごい 児童が車いす体験　砺波市庄南小学校

北日本 20 雄神地区の未来像へ意見 砺波市庄川町の雄神地区自治振興会　「どうする雄神」の初会合

北日本 29 有識者の意見　公表検討 県内警察署再編　きょうから広聴会　関心高く方針転換　県警

富山 23 くらしの日記 １０００単位　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）

富山 28 全国の舞台へ活躍誓う 砺波・庄西中吹奏楽部

富山 28 イロハカエデの樹勢回復を学ぶ 砺波・五鹿屋公民館　「五鹿屋のイロハカエデについて学ぼう」講座

富山 28 下水道ポスター　橘君が最優秀賞 県下水道公社の「下水道に関するポスター作品」　イオンモールとなみで展示

富山 28 １００歳体操を体験 砺波南部小

富山 29 ＪＡとなみ野にマイナカード窓口 砺波市が出張受付

富山 29 県東部の稲作農家　タマネギ栽培を 砺波で研修会

富山 30 弥栄が優勝 第２６回コカ・コーラカップ争奪野球大会最終日

富山 35 県内コロナ１２４８人 ９月以来の感染１０００人超　県「再拡大傾向に」　クラスター４件

読売 26 読売お茶の会　参加募集 ２０日砺波で　午後の第６、７席

  １７日　木曜日
北日本 14 となみ野 フォトサークルａｎ第１１回写真展「瞬」ほか

北日本 14 相談はこちら 就職に悩む若者のための巡回相談

北日本 14 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

北日本 23 住民らの力作並ぶ 東般若　砺波市の東般若公民館が公民館まつり

北日本 23 国道での事故想定し訓練 県西部の消防・病院　集団救急合同訓練

北日本 23 親子がリンゴパイ作る 砺波市社会福祉庄東センターが「わんぱく広場」

北日本 23 油田住民４．５㌔歩く 「Ｒ－１飲んで歩こう　わくわくウオークラリー２０２２」
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北日本 24 下水道ポスター　橘君（金山小４）最優秀 イオンモールとなみで展示

北日本 24 お年寄りと児童交流 砺波市社会福祉協議会　地域の高齢者と児童の交流会

北日本 24 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 25 ４０周年記念し寄付者を表彰 県赤十字有功会　日本赤十字社県支部長感謝状＝原野久夫（砺波市）

北日本 30 警察署再編　上市で広聴会 県警　２２日までに順次開催　

富山 23 コント 砺波・りえちゃん

富山 24 力作１２０点並べ　砺波で市美術展 第１８回砺波市美術展

富山 24 高桑、関原さんⅤ 砺波市グラウンド・ゴルフ協会第８回チャンピオン大会

富山 26 県観光ポスター　新作２点発表 県　砺波市の「散居村展望台から見た散居村」

富山 26 大規模事故の救助　砺波で合同訓練 県西部の３消防本部

富山 27 クリスマス雰囲気高め 砺波の四季彩館　「季節を彩る花々～クリスマス～」展

富山 27 新庁舎建設地話し合う 警察署再編、上市で広聴会　１７日に砺波で開催

富山 27 事件・事故 無免許運転の疑い　富山西署

富山 30 あのころ、富山新聞は　７５ 第７章　中選挙区は熱かった　⑨　綿貫氏、世代交代迫る　新星、２度目で初当選

  １８日　金曜日
北日本 5 針山口六ケ用水　地区の採択要望 庄川右岸地域用排水対策促進協議会

北日本 5 国際交流貢献で表彰 とやま国際草の根交流賞▽団体＝砺波市オランダ友好交流協会

北日本 19 声の交差点 今年もマラソン完走　砺波市　島田栄（７４歳）

北日本 21 秋の恵み　お年寄りに 出町青葉幼稚園　段ボール９箱分贈る

北日本 21 越中三助焼の変遷たどる 郷土資料館で先人展　「郷土先人展　砺波に生まれた器」

北日本 21 人物デッサン中心に５０点 絵画グループ「となみ絵の会　どんぐりこ」の第５４回作品展

北日本 21 繊細なタペストリー 砺波市神島地区の文化展

北日本 21 広告 祝　富山県立砺波工業高等学校　創立６０周年

北日本 22 頼成の森で感謝の集い 砺波市の県民公園頼成の森　「感謝の集い」

北日本 23 となみ政経懇話会　１１月例会 気象予報士・防災士　斎藤義雄氏　今冬　厳寒・大雪の恐れ

北日本 23 税の作文で砺波高生２人に賞状 砺波税務署　「税に関する高校生の作文」の表彰式

富山 2 庄川右岸事業に前向き 補助採択求め農水省回答

富山 2 国際交流に貢献　１団体７個人表彰 県とセンター　とやま国際草の根交流賞▽団体　砺波市オランダ友好交流協会

富山 2 広告 祝　富山県立　砺波工業高等学校　創立６０周年

富山 3 とやまの名匠　６人に認定証 ▽表装　大島繁夫（６４）＝砺波市、大島表具店

富山 4 ウイスキー蒸留器、英国で特許 老子製作所など

富山 21 地鳴り 器でない人大臣に選ぶな　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 今度はどんな顔に会えるか　嶋村了吉　５９歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 22 お年寄りに秋の恵みを 砺波・出町青葉幼稚園

富山 22 南部デイに書き損じはがきの換金を寄贈 砺波・南部児童会

富山 22 ロビー展 平岡和代短歌教室「和みの会」作品展　富山銀行庄川支店

富山 23 ポリ袋料理、簡易トイレ体験 砺波・鷹栖防災会

富山 24 富山でプログラミング祭典 ２７日「道場コン」地方都市で初　ワークショップや講演　コーダー関係者ら全国から集結

読売 28 「おしりたんてい」１位に 「こどもの本」投票　３市８図書館で

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  １９日　土曜日
北日本 1 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 音琴さん（砺波）大賞　立体　県民会館　きょう開幕

北日本 4 新田県政　２年　首長アンケート ワンチーム会議「歓迎」　議論停滞　まとめ役を

北日本 18 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 大賞　インタビュー　ＳＤＧｓ　未来へ　音琴冰春さん（６３）砺波市杉木　資源の再利用訴える

北日本 18 入賞・入選者　敬称略 ▽奨励賞（平面）　大吉田誠夫乃助（砺波）ほか

北日本 20 喜笑哀楽～美・アフリカ～ 大吉田誠夫乃助さん（６２）砺波

北日本 23 声の交差点 感動もらった吹奏楽　砺波市　廣橋幸子（７０歳）

北日本 25 てくてく風土記　砺波市鷹栖地区 ①　大矢四郎兵衛　郷土の偉人　住民見守る

北日本 26 花の交響曲　聴いて　砺波 来春　チューリップフェア　花壇　音符・ト音記号の意匠

北日本 26 学びやの節目祝う 「立派な工業人目指す」　砺波工業高　６０年

北日本 26 使用済み切手とはがきの収益寄付 砺波南部小学校区の南部っ子児童会

北日本 27 鋳物製ウイスキーいかが 高岡銅器の蒸留器「ＺＥＭＯＮ」で原酒　若鶴酒造　初の商品化　２４日発売　洗練された味わいに

北日本 30 自然や動物捉えた受講生の写真一堂 本社砺波支社　「フォトサークルａｎ楽しい写真教室」の第１１回写真展「瞬２０２２」

富山 4 英国特許蒸留器でウイスキー 高岡銅器の技生かし　若鶴酒造など開発

富山 25 光に浮かぶアートハウス 小矢部　きょうから空間芸術点灯
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富山 25 誠実、友愛、自律を実践 砺波工高　５５０人、６０周年祝う　宮島選手が記念講演

富山 27 音楽奏でるチューリップ 砺波・来春のフェア　大花壇に音符の地上絵　球根植え込み始まる

富山 27 音琴さん（砺波）彫刻、大賞 越中アートフェスタ　きょう県民会館で開幕

富山 27 栴檀山の酒造り体験 砺波・ふく福柿出荷組合　チューリップ酵母使用、商品化へ

富山 27 オセアンリーグ　富山ＧＲＮサンダーバーズ 大島ら１３選手指名　▽投手　大島嵩輝（砺波市出身）

北陸中日 12 チューリップ　大花壇で〝演奏会〟 来春のフェア　デザイン発表

北陸中日 13 シクラメン　クリスマス演出 砺波・県花センター

北陸中日 13 富山ＧＲＮサンダーバーズ 県関係５選手を指名　ドラフト　全体１３選手と交渉権

読売 30 女性への暴力　根絶願う紫色 砺波でライトアップ

朝日 29 悲願の金へ　駆けろ庄西中 全日本マーチングコン　あす開幕　「力強く余韻まで響かせる」

日本経済 37 若鶴酒造などのウイスキー蒸留器 高岡銅器の技、英で特許

  ２０日　日曜日
北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ　「夫婦円満のこつ」 砺波市　７０代　友ちゃんのばあば

北日本 15 てくてく風土記　砺波市鷹栖地区 ②　鷹栖小　自転車クラブ　毎日朝練　県大会２２連覇

北日本 16 新作・近作一堂に 砺波市庄川美術館の企画展「日本画燦々２０２２ｉｎ庄川最終展」

北日本 17 野球の基礎技術学ぶ 砺波市野球連盟　スポーツ少年団対象の野球教室

富山 18 晩秋のヒマワリ満開 砺波・高道

富山 18 池田、埜村さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会第８回グランドチャンピオン大会

富山 20 美の祭典　５７７点競演 越中アートフェスタ開幕

富山 20 伏木海陸野球部が学童４チーム指導 砺波で野球教室

富山 21 飛躍胸に熱戦火ぶた　秋季Ｕ１２バスケ ７７チーム出場　第３９回県秋季Ｕ１２バスケットボールリーグ第１日

富山 21 県勢４チーム　１回戦突破 ボーイズリーグ第５３回日本少年野球全国春季大会北陸支部予選第１日

富山 23 信仰の歴史学ぶ　富山新聞文化センター 古刹・霊場を巡る　初回は高岡・佛石寺

北陸中日 10 とやま写真館 ５１　砺波チューリップ公園（１９６４年～）　住民見守る　塔が目印

北陸中日 10 美術　県民の感性輝く 越中アートフェスタ開幕

  ２１日　月曜日
北日本 13 ２１１５人駆け抜ける となみ庄川散居村縦断マラソン

北日本 22 富山の太鼓　ばちさばき迫力満点 コンクール「心」（高岡）優勝

北日本 22 球根寄せ植え 砺波　オランダ友好交流協

富山 9 コント 砺波・たぬき

富山 16 ✕マス竹灯籠できた 砺波・栴檀野公民館

富山 16 「亀甲積み」の石垣理解 砺波・見学会　元石工・石附さん説明

富山 16 中段さん優勝 第６回能越ケーブルネット杯健康麻将交流大会　②清登武志（砺波）

富山 17 オランダゆかりのチューリップ楽しみ 砺波・友好協が寄せ植え

富山 18 １７３６人　となみ野疾走　庄川散居村マラソン ハーフ一般男子２９歳以下　西浦（砺波）制す　ゲスト神野さん、快走披露

富山 19 男子７チーム　女子５チーム　全勝 第３９回県秋季Ｕ１２バスケットボールリーグ第２日

富山 19 富山と射水　決勝 ２６日　高岡は３位決定戦へ　ボーイズリーグ第５３回日本少年野球全国春季大会北陸支部予選第２日

富山 23 ほたるいか 砺波市の富山県民公園頼成の森で工作教室

北陸中日 11 晩秋の砺波平野　駆け抜ける となみ庄川散居村縦断マラソン

北陸中日 11 オランダに思いはせ　 チューリップ寄せ植え　砺波の友好交流会

朝日 22 第３５回　全日本マーチングコンテスト 庄西中（富山）が金賞　出雲北陵高（島根）など銀

朝日 27 庄西中　圧巻の「金」 全日本マーチングコン　富山商高「銀」

  ２２日　火曜日
北日本 17 てくてく風土記　砺波市鷹栖地区 ③　プログラミング教室　小中高生集う無料道場

北日本 17 伝統の石積み法学ぶ 八十歩　神明社　手がけた職人解説

北日本 17 図書館「お助け隊」が親睦 砺波図書館のボランティア団体「図書館お助け隊！」の活動報告会と研修会

北日本 18 安否確認　アプリ活躍 栴檀山　富山大生と防災訓練

北日本 18 森の恵みでリース作り 砺波市の県民公園頼成の森でリース作り教室

北日本 18 高齢者福祉に貢献 第４９回下新川郡老人福祉大会　ライフフィット（砺波市）の和田社長が講演

北日本 18 金婚７組祝う 砺波市北部の若林、林、高波の３地区合同の金婚を祝う会

北日本 27 消防次長　酒気帯び運転 砺波地域組合　職員と飲酒後

富山 4 貢献組合や個人表彰 中小企業富山県大会　◇知事表彰▽優良組合　となみ駅前商店街振興組合

富山 25 金婚夫婦７組祝う 砺波北部地区　

富山 26 ツリー、サンタお目見え 県花総合センター　シクラメンに囲まれ

富山 26 「結ネット」で安否確認 砺波・栴檀山自主防災会　富大生と避難所設営訓練

富山 27 男女４０チームが激突 来月、県バレー小学生大会

富山 27 富山新聞文化Ｃプレミア講座　富山ウイスキー奥深さ知る　 三郎丸蒸留所で見学、試飲　本場・英国が認めた世界初鋳物製の技術　
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富山 31 消防本部次長　酒気帯び 砺波地域組合「厳正に対処」

北陸中日 12 協力隊員定着へ県が資金集め ふるさと納税活用　サイトで紹介　第１弾は４人支援　「任期後の活躍の場整えたい」

北陸中日 29 鋳物蒸留器　本場・英で特許 富山発ウイスキー世界進出狙う　若鶴酒造など　高岡銅器の技術で開発

北陸中日 29 消防次長　酒気帯び運転 砺波署、容疑で摘発

北陸中日 29 県内２９１人新規感染 二十一日までの一週間の厚生センター等別感染者数　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）が八百十五人

読売 30 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 31 消防次長　酒気帯び検挙 砺波地域消防組合消防本部

  ２３日　水曜日
北日本 3 社説　県警の小規模署再編 地域に寄り添い丁寧に

北日本 14 らいちょう　若い力　煌めく感性 第３４回県高校文化祭閉幕　演劇　富山第一・呉羽が最優秀　放送

北日本 16 創作の喜びあふれる 越中アートフェスタを訪れて　福光美術館学芸員　土居彩子

北日本 25 てくてく風土記　砺波市鷹栖地区 ④　週末だけのパン店　一番人気は「猫の顔」

北日本 25 昔の遊びを体験 砺波市の南町老人クラブ「みなみ会」

北日本 25 華やかな踊り披露 砺波市の踊りグループ「風香の会　民舞の集い」

北日本 26 太鼓たたき認知症予防 砺波

北日本 26 １００万円寄付に感謝状 砺波図書館

北日本 27 災害時の連携協定結ぶ 砺波市と市社会福祉協議会、となみ青年会議所

富山 3 職業能力開発関係大臣表彰に荒山氏 シンコー精機の荒山秀則氏（６０）＝砺波市

富山 23 地鳴り 戻ってきた地域のお茶会　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 23 地鳴り 元同僚に誘われ楽しい旅行に　本江信隆　８３歳（高岡市）

富山 24 ボードゲーム　所蔵数、北陸一に 砺波図書館、吉田さん寄付活用

富山 24 カーレースで安全運転も　 砺波でｅスポーツ体験

富山 24 親子でリンゴ収穫体験 砺波市社会福祉庄東センターの「わんぱく広場」

富山 25 最優秀にアルカスコーポレーション 砺波土木協会表彰

  ２４日　木曜日
北日本 10 となみ野 金工・墨彩画名取川雅司作品展　ほか

北日本 10 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 10 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

北日本 22 電飾イベントへ市民１５３人が準備 砺波チューリップ公園

北日本 24 色と香り　こだわり一杯 齊藤さん　砺波初クラフトビール　店内に醸造所　あすから販売

北日本 24 三味線と語り　情感豊か 出町浄瑠璃大会　精進の成果披露

北日本 24 避難所運営学ぶ 宮城の菅井さん講演　砺波市防災士連絡協議会

北日本 26 川田氏の功績しのぶ 川田工業社長　県経営者協会長　お別れの会に５００人

富山 9 地鳴り 県民割を利用したくさん旅行　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 9 地鳴り 定年後の友達　長い付き合いを　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 9 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 来月　「光の大谷」登場 砺波・キラキラミッション　１０万球設置

富山 20 砺波・般若中、高岡向陵高に学習用機材 北陸銀行奨学助成財団

富山 21 五穀豊穣に感謝　新嘗祭 ４ＪＡ関係者が参列　南砺・髙瀬神社

富山 21 太夫、三味線　精進の成果 砺波で出町浄瑠璃大会

富山 26 川田忠樹氏を５００人追悼 川田テクノロジーズ相談役　砺波でお別れの会

北陸中日 9 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

  ２５日　金曜日
北日本 19 声の交差点 孫の学校４０周年祝う　砺波市　武部幹夫（８２歳）

北日本 21 精巧な金工や墨彩画を紹介 名取川さん作品展　ギャラリーみかん堂

北日本 21 和と洋の音色楽しむ 砺波市砺波北部小学校

北日本 22 砺波市　医療費無料　高校生も 来春から　事業費２０００万円見込む

北日本 22 消防組合次長の酒気帯びで陳謝 管理者の夏野市長

北日本 22 警察署の再編「砺波で整備を」 会見で市長

北日本 22 「弁慶号」遊び場に チューリップ公園南門周辺計画　砺波市議会全員協議会

北日本 22 被害者支援協力呼びかけ 出町防犯組合と砺波署

北日本 22 囲碁対局楽しむ 砺波市文化祭囲碁大会

北日本 23 ゴーセイ‼ 呉西な給食おいしい ６市で提供　地元ブランド肉使用

北日本 23 １４団体が受賞 砺波土木協会の優良土木工事表彰式

富山 16 バンナン編集委員コラム 馳知事ランチョンマット問題　デリカシーを大切に　面接なら不合格になりますよ！

富山 20 砺波市　医療費１８歳まで無償化 夏野市長が方針　来年度、対象は１４００人

富山 20 出産サポート金増額 砺波市　新生児の保護者に
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富山 20 市農業公社を解散 砺波市　年度末で

富山 20 弁慶号に鉄道公園の魅力 チューリップ公園南門整備　休憩所や模擬線路

富山 20 消防本部次長の酒気帯び運転陳謝 管理者の夏野市長

富山 22 全国民謡で旅気分 風香の会、民舞の集い

富山 23 呉西食材で豪勢な給食 ブランド肉メンチ堪能　県西部６市の小中で提供

北陸中日 12 砺波市１８歳まで拡大へ 子どもの医療費無料化

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 起立性調節障害　知って 頭痛、めまい　通学難しく　学校現場　支援進まず　「眠れない…」　「怠け」誤解も　手引で啓発

読売 25 クリスマス　花を添えて 砺波　県花総合センター

読売 25 砺波市補正案２億円 砺波市

  ２６日　土曜日
北日本 13 宮本輝氏選　第５７回北日本文学賞 １５１編　２次選考通過　▽砺波市＝「犬連れの客」松田三千代

北日本 13 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 人気賞に与島さん（富山）の「読書」　ほのぼのした雰囲気伝える

北日本 17 声の交差点 加越線の小さな旅　砺波市　瀬川和子（７４歳）

北日本 25 高僧の書や軸並ぶ 善意色紙頒布会　

北日本 25 秋のサクラも趣 二季咲き品種見頃　砺波「コブクザクラ（子福桜）」

北日本 25 余った食品寄付 砺波高生　砺波市とアルビス

北日本 26 除雪功労者１４人たたえる 砺波市

北日本 27 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 平面と立体　感性光る　きょうから高岡で巡回展

北日本 35 フードバンク提供急増　県内に浸透 人手・資金不足　課題に　活動継続へ「支援必要」

富山 23 地鳴り 農業愛した友亡くなる　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 23 地鳴り おもてなしの心　声掛けうれしく　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 24 有名作家らの色紙や軸入札 砺波で善意頒布会　第５５回砺波善意色紙頒布会

富山 24 フードドライブ協力　アルビスに食料寄贈 砺波高生

富山 25 松村謙三氏没後５０年　大島前衆院議長講演 きょう、砺波で自民支部

富山 26 障害者雇用の職場の現状学ぶ 砺波でセミナー　障害者雇用セミナー

富山 27 Ｓａｔｕｒｄａｙとやま　ひろば 前回の正解　アジ　食卓にぎわす庶民の味　イラスト　土江田玲子（砺波市）

  ２７日　日曜日
北日本 15 とやま×私×フォト 「コキアをリサイクル」　イイネ！となみ（砺波市）

北日本 19 来年のえと「卯」木版画に 講師「彫りすぎても個性」　砺波市庄川美術館の実技講座「干支を彫る」

北日本 20 障害者の雇用に理解 渓明会がセミナー　砺波

北日本 20 ✕マス飾り作る 出町児童センター　砺波

北日本 21 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 独自性あふれる平面・立体　高岡で巡回展スタート

北日本 21 創立７０周年で決意新た 庄川町商工会の創立７０周年記念式典

北日本 27 ２０２２　県内１０大ニュース　１０項目選んでください １１月　㊿県警小規模署再編　建設候補地公表（１４日）

富山 13 コント 砺波・富之助

富山 23 今後も事業者支援 庄川町商工会７０周年式典

富山 23 鉄道の利便性向上　地域活性化に影響 呉西地区交通市民会議　「〝生活の足〟創造セミナー」

富山 24 男子・豊田　女子・上市、豊田　県王者へ２勝でリード 第３９回県秋季Ｕ１２バスケットボールリーグ第３日

富山 25 富山新聞文化センタープレミア講座　富山のウイスキー理解 砺波・三郎丸蒸留所　見学や試飲

富山 26 松村精神、民主主義守る 砺波で没後５０年　大島前衆院議長が講演

富山 26 来年春に支援策提言 地方鉄道ＰＴ座長　砺波で橘氏国政報告

富山 29 ほたるいか 砺波図書館のボードゲーム体験会

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

  ２８日　月曜日
北日本 6 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 9 追想　ありし日　「魂で作れ」情熱注ぐ チューリップの父・水野豊造氏の四男　元県花卉球根農業協同組合参事　水野嘉孝さん（砺波市高道）

北日本 17 高校生に便利な交通計画考える まちづくり講座　となみ野田園空間博物館推進協議会の学習講座

北日本 17 特産ゆず湯でぽっかぽか 北部苑で市社協

北日本 23 とやま×私×フォト 「人生初の有峰湖」　虹（砺波市）

富山 9 コント 砺波・たぬき

富山 18 除雪功労１４人表彰 砺波市

富山 19 ✕マス飾り　児童が手作り 砺波・出町児童センター

富山 21 男子　豊田　女子　上市　Ⅴ 県秋季Ｕ１２バスケ　準優勝は男子・定塚、女子・豊田

富山 21 庄川ゆずポカポカ 砺波・北部苑、無料で提供　湯船にさわやなかな香り

富山 21 プログラミング学ぼう 富山で初　道場コン　親子５００人体験

富山 21 砺波北部小で和太鼓体験 砺波市砺波北部小のオータムコンサート
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富山 21 井波中で球根植え込み 県花卉球根農協（砺波市）の柴田将成営業部長が講師

富山 21 詐欺被害防止呼び掛け 砺波署と砺波市の出町防犯組合

富山 22 詩情豊かに吟詠 砺波市松風会　４０回節目彩る

北陸中日 10 ジビエ活用へ魅力引き出せ　富山で食事会「軟らかく、おいしい」 硬くて臭い食味　悪評払拭　県、需要拡大へ力

北陸中日 11 亡父丹精の炭　アートに 五箇山出身・江向さん個展　砺波で４３作品展示「残してくれた黒の美しさ感じて」

  ２９日　火曜日
北日本 5 ２０２３　県議選 自民県連　１次公認　現職２８人

北日本 5 永年在職議員８人表彰 県議会　３５年　米原蕃氏

北日本 19 ４０人朗々と 松風会吟道大会

北日本 19 認知症対応「三ない」大切 鷹栖小で講座　砺波

北日本 19 議会日程 砺波市

北日本 21 ３００人が白熱ラリー 県ビーチボール選手権　砺波

北日本 28 高岡の空き地　カラス１８羽死ぬ 鳥インフル陰性　８月に砺波市で野鳥が５羽以上死んでいた

北日本 29 生配信で販路開拓 県内企業　ライブコマース導入増加　中国向け　工芸品ＰＲ

富山 2 県議選　とやま　２０２３春 １次公認に現職２８氏　自民県連が常任総務会

富山 3 永年在職８氏を表彰 県議会　３５年在職の米原蕃氏（７９）＝自民

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 19 地鳴り カレンダーで作った封筒好評　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 20 鷹栖小で認知症サポーター養成講座 砺波

富山 20 「呉西の肉」でメンチカツ 砺波でゴーセイな給食

富山 21 広域での運行に意欲 砺波市の乗合タクシー　夏野市長、老人クラブで講演

富山 21 議会日程　（１２月定例会） 砺波市

富山 22 法務大臣表彰に５氏 富山地方法務局　大谷幸毅（砺波市）

  ３０日　水曜日
北日本 7 飲みやすく　畳みやすく 「い・ろ・は・す」容器刷新　北陸コカ

北日本 21 砺波　クリスマス　花で彩り ポインセチア２１品種　四季彩館で季節展示　シクラメンとツリー　県花総合センター　組み合わせ演出

北日本 21 育てた米　かまど炊き 砺波南部小５　住民と味わう

北日本 23 夜彩るキラキラ「光の大谷」お薦め あすからチューリップ公園　「チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション」

北日本 29 ニュースファイル 鉄塔工事で手首骨折　砺波市庄川町金屋の工事現場

富山 1 県内強風と夏日　八尾２４．３㍍　魚津２５．７度 富山で足場傾き解体　１９９７年に砺波市で２５・０度を観測

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 24 こども二科展　４人入賞 富山新聞文化センター受講生　イオンモールとなみ教室の音頭紅芭さんほか

富山 24 砺波・戦国米に続け　せんだんイモ　特産化目指す のぶた農城、栽培３年目　生産拡大　貯蔵施設を整備

富山 25 「光の海外旅行」楽しんで あすから砺波チューリップ公園　ＬＥＤ１０万個、幻想的に　ＰＲ隊が来社

富山 25 作業中に腕挟まれ重傷 砺波市庄川町金屋の工事現場

北陸中日 1 最も遅い夏日＋強風　一転、きょうは気温急降下 魚津で２５．７度　八尾で最大瞬間風速２４．３㍍

北陸中日 5 発言 マラソン　沿道応援うれしく　島田栄　７４　富山県砺波市

北陸中日 12 来訪　「光の大谷」キラキラ チューリップ公園　冬のイルミＰＲ　あすから

北陸中日 12 県内から４作品入賞 統計グラフ全国コンクール　砺波市砺波東部小二年の桑田一慶君

読売 32 高齢者へ届けて 砺波の幼稚園　出町青葉幼稚園の年長児

読売 32 北陸　小旅行　三郎丸蒸留所（砺波市） ウイスキーの魅力堪能

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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