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  １日　木曜日
北日本 14 となみ野 チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２２　ほか

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

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 23 科学の甲子園「全力尽くす」 庄西中　元秋さん　砺波

北日本 23 北陸農政局長賞　市長に受賞報告 かんきょう下村保全会　砺波

北日本 23 きょうもにっこり レストラン「イルクリマ」スタッフ　伊藤円花さん（砺波市・２５歳）

北日本 24 冬に彩り添えて シクラメン出荷最盛期　砺波

北日本 25 入社試験はコロッケ作り 総合建設業の岡部　発想・手際の良さ審査

北日本 33 大幅上昇　不安・ため息 北電４５％値上げ申請　家計圧迫「節電する」

33 酒気帯び運転　消防次長減給 砺波地域消防組合消防本部

富山 22 科学の甲子園大会　砺波の生徒連続出場 市長に活躍誓う　砺波市庄西中２年の元秋篤さん

富山 23 下村保全会が村づくりで北陸農政局長賞 砺波市長に報告

富山 29 酒気帯び消防次長　減給 砺波地域組合　消防長も厳重注意

北陸中日 12 南砺市も１８歳以下に 子どもの医療費無料化　砺波市も二三年度から

北陸中日 13 元秋さん２年連続県代表 科学の甲子園ジュニア

北陸中日 13 催し チューリップ公園ＫＩＲＡＫＩＲＡミッション２０２２　

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 酒気帯び運転疑い　消防次長懲戒処分 砺波地域消防組合消防本部

読売 26 チューリップ公園　光の世界で小旅行 砺波できょうから

読売 27 シクラメン　大切な人へ 砺波　東保の松浦園芸

読売 27 消防次長を減給処分 砺波地域消防組合消防本部

朝日 25 ニュース短信 酒気帯び運転で男性消防本部次長を減給処分

  ２日　金曜日
北日本 12 広告 令和５年度　富山育英センター　県立高校受験動向予想　砺波地区

北日本 13 とやまデータ探偵団　ふるさと納税の受入金額 北海道トップ　富山県は４６位　富山県と県内市町村　１３．砺波市

北日本 21 温かみのある会員作品紹介 県彫刻家連盟　「ぬくもりの彫刻展」

北日本 22 ＤＸ・脱炭素優先 砺波　予算編成方針示す

北日本 22 駐在所の維持強く求める 警察署再編

北日本 22 冬本番に備え運転操作確認 除雪対策本部開設　砺波市

北日本 23 冬景色　電飾で彩り 光の世界「小旅行」　チューリップ公園

北日本 23 庄西中吹奏楽部　金賞受賞を報告 全日本マーチング　砺波

北日本 31 コカイン所持容疑の男逮捕 砺波署

富山 1 きらめく世界旅行気分 砺波チューリップ公園　電飾で７カ国表現

富山 19 地鳴り いい駅にいい店　懐かしく読む　角栄一　７１歳（砺波市）

富山 20 一番いい演奏できた 庄西中吹奏楽部　全日本の金賞報告　砺波

富山 20 福野西部Ⅴ 県カローリングチャンピオン大会　③五鹿屋Ａ

富山 20 砺波市も本部開設 砺波市除雪対策本部の開設式

富山 21 市町村議会（１日）　砺波市 タマネギ最高の販売額　６億５０００万円超　収量、秀品率向上　１２月定例会本会議

富山 21 市町村議会（１日）　砺波市 来年度予算ＤＸ　脱炭素に配分　夏野市長

富山 21 ４人以上の宿泊推進 南砺市　抽選で「逸品」贈る

富山 23 事件・事故 コカイン所持疑いで男逮捕　砺波署

北陸中日 1 師走の寒さ　幻想の光　 砺波　

北陸中日 12 ハイブリッド特急　越中路初 富山―名古屋　「ひだ」が１日１往復　最高速度１２０㌔、エコで騒音低減

北陸中日 12 議会だより　１日 砺波市　定例会

北陸中日 13 全国マーチング金賞喜び 砺波・庄西中「ベストの演奏」

読売 28 花で音符描く　球根植え込み チューリップ公園

読売 28 第４４回よみうり写真大賞　マイベストフォト部門第４期入選 「おにいちゃんといもうと」　浅谷彩乃さん（砺波市）

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 29 師走　点描 輝く世界小旅行　砺波

朝日 25 師走　点描　戻りゆく年末の景色 高まるクリスマス気分　砺波・２５日まで　キラキラ１０万球　満開　彩るシクラメン６０品種

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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  ３日　土曜日
北日本 19 回顧２０２２　詩壇　本田信次 存在倫理への問い深める　世界の理不尽さに向き合う　東山順子（砺波）

北日本 19 「素粒」１９号刊行 ５人が小説・エッセー　萌木恵さん（砺波）のサイレントなど

北日本 27 読者写真コンクール　１０月の応募から 「秋に浮かぶ」　土田豊　南砺市井波

北日本 27 声の交差点 巨大壁画「龍神」に刺激　砺波市　宮永輝彦（５８歳）

北日本 33 県内企業の技術に触れる 般若中生

北日本 36 著名人色紙や掛け軸そろう 県善意銀行の「善意色紙等頒布展」

北日本 39 首長４人　コロナ感染 砺波・小矢部・立山・朝日　１１月に視察同席　公務影響

北日本 39 警察署再編広聴会　結果をＨＰで公表 県警　砺波、南砺、小矢部の３署を１署に統合

富山 1 合掌集落に初雪　南砺・相倉 県内９地点で今季最低気温　砺波市３・３度

富山 2 業界の発展に貢献　功労者１９人たたえ 県生活衛生同業組合連

富山 2 １２月有権者８７万３６８１人 県内、９月から１５６６人減　砺波市▲３６人

富山 3 県議会　質問答弁の要旨 サポカー免許、現状示せ　武田慎一氏（自民）　伝統工芸のブランド継承

富山 25 地鳴り 今年の秋野菜は豊作でうれしい　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 26 「立山くん行灯」安全に光 砺波署と出町防犯組合出発式

富山 26 砺波税務署長賞　麻生さんに賞状 小矢部・大谷小　「税に関する絵はがきコンクール」

富山 32 ４市町長　コロナ感染 砺波、小矢部、立山、朝日　いずれも福島視察に参加

富山 32 広聴会の結果公表 警察署再編で県警

北陸中日 13 庄川の「下村保全会」　北陸農政局長賞受賞 豊かなむらづくり事業

北陸中日 29 ４市町長　相次ぎ感染 砺波、小矢部、立山、朝日　福島視察で同行

読売 33 ４市町長　コロナ感染 砺波市の夏野修市長など

朝日 27 ５首長　コロナに感染 砺波市の夏野修市長など

  ４日　日曜日
北日本 17 人権尊重する関係を築こう 出町中でセミナー　砺波市のコミュニケーションセミナー

北日本 17 薬物断る勇気持とう 砺波市庄川小学校　薬物乱用防止教室

富山 1 砺波平野　凍える朝焼け 県内で放射冷却現象　上市　氷点下０．８度、氷見０度

富山 17 くらしの日記 最高のはずが　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）

富山 18 デートＤＶに理解 砺波・出町中でセミナー

富山 19 チョイソコに理解　市職員が登録求め 砺波・太田高齢者学級

富山 21 地鳴り 十両では相手の顔見て相撲を　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 県王者へアタック 砺波で県バレー小学生大会開幕　女子で熱戦、８強決まる

富山 27 １０３３人感染、累計１７万人 県内コロナ　５日連続１０００人超　２人死亡、クラスター５件　砺波市の介護保険施設で２９人

北陸中日 9 中日歌壇　島田修三　選 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 25 県内１０３３人感染 五件のクラスター　砺波の高齢者施設など

  ５日　月曜日
北日本 19 「チョイソコ」乗り方理解 太田高齢者学級　砺波市太田地区

北日本 24 １２チームが熱戦 中学バスケ入善カップ　

富山 1 第７１回富山県農村文化賞 農業振興の６団体に　農事組合法人ファーム五鹿屋八

富山 16 木の実でウサギ作る 砺波・頼成の森　干支の寄せ植えに

富山 16 収穫祭で子供が餅つき楽しむ 砺波・宮村自治会

富山 16 家庭用しめ縄作る 砺波・柳瀬公民館　

富山 17 浦之島が優勝 第５５回砺波市東野尻ゲートボール同好会長杯争奪地区民ゲートボール大会

富山 18 県バレーボール小学生大会 男子　新庄北　初優勝　女子　堀川　２年ぶり　第３９回県バレーボール小学生大会最終日

富山 22 滑川市長も感染判明 １１月の福島視察参加　１２日復帰予定

富山 22 県内は９１６人感染 クラスター２件　◇県警▽中林正範砺波署長

北陸中日 25 滑川市長が感染 砺波署長は軽症　富山県警

読売 27 寄せ植え体験　ウサギ人形も 砺波・森林科学館　県民公園「頼成の森」の森林科学館

朝日 25 滑川市長も感染 新型コロナ

  ６日　火曜日
北日本 19 砺波工高吹奏楽部　迫力のサウンド 人気の曲披露　第５０回定期演奏会

北日本 19 １００歳　おめでとう 西地ミユキさん（砺波市伏木谷）

北日本 21 防災ヘリと連携訓練 砺波消防署　中州からの救助想定

北日本 21 ぴょんと飛躍の年に 越中三助焼　えとの置物作り

北日本 21 「４強入り目指す」全国大会へ抱負 出町地区バスケチーム「出町ＧＯＬＤＥＮ ＷＡＲＲＩＯＲＳ」

北日本 21 記者ぶろぐ　砺波支社　金田侑香里 五感で学ぶ大切さ
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北日本 27 横断中の男性はねられ重体 砺波　運転の男逮捕　砺波市芹谷の国道３５９号

富山 21 地鳴り 年始に届くうれしい年賀状　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 22 ヘリで救助　迅速に地上へ 砺波で引き継ぎ訓練

富山 23 ガラスの壁掛け　アートなど６０点 砺波で北岡さん個展　「光色のＧｌａｓｓ展」

富山 23 上坂さん優勝 健康麻将越中ひばり会第１２弾射水ふれあい杯予選会④　▽１０周年賞　鹿嶋清信（砺波）

富山 24 Ｕ１５バスケ　全国大会へ意気込み 出町の選手、砺波市役所で

富山 27 金沢・有松殺人未遂　砺波の女来月初公判 金沢地裁裁判員裁判

富山 29 コロナ第８波懸念　忘年会に影響じわり 予約鈍化　キャンセルも　県内飲食店　宿泊施設は影響薄　行動制限ない警報「補助金が助かる」

富山 29 小矢部の４１歳男性　車にはねられ重体 富山の男逮捕　砺波市芹谷の国道３５９号

北陸中日 13 砺波・出町ＧＷ「一丸で戦う」 全国Ｕ１５バスケ出場

北陸中日 27 県内２７７人新規感染 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）千七十一人

読売 32 ウイスキー蒸留器　英国で特許 鋳造製品　世界初　高岡銅器の技術活用　共同研究　熟成３年

  ７日　水曜日
北日本 13 回顧２０２２　歌壇　上田洋一 周年の結社・歌誌相次ぐ　歌会始の儀　県内から入選　春と秋に県大会　文学館で梅花の宴

北日本 13 同人の短歌やエッセー紹介 弦６１号刊行　平岡和代さん（砺波）らが辺見さんの著作に関する持論を発表

北日本 15 声の交差点 八十路を歩く心構え　砺波市　上野亮平（８０歳）

北日本 21 ｅスポーツと食事楽しく せんだんの地域食堂　高齢者が交流

北日本 21 秋の実りお裾分け 宮村地区収穫祭

北日本 21 来年えと「卯」　木の実で表現 頼成の森　工作教室

北日本 23 山田・宮﨑・長徳さん最優秀 中学生人権作文県大会　松本実紗さん（砺波市庄西３、カターレ富山賞）

富山 4 「小麦の奴隷」砺波で開業 アルカスコーポレーション　砺波市平和町に

富山 23 第７１回富山県農村文化賞　富山の大地とともに生きる 農事組合法人　ファーム五鹿屋八　タマネギ栽培のモデル　ドローンで農薬散布

富山 23 複合経営発展させる 花島和彦代表理事

富山 24 獅子舞　５割で復活 砺波郷土資料館、団体を調査　「祭りは地域の絆」　今年３０団体が実施　コロナ対策も徹底

富山 24 ロビー展 砺波まなび交流館友の会（純の会）の隷書展と造形盆栽展

富山 27 シクラメン　色とりどり 砺波で出荷本格化　きょう県内は雨　山間部では雪

富山 30 黒部市長も感染判明 福島視察参加　県内首長６人目

北陸中日 13 地域食堂　一緒にごはん 砺波・栴檀野　高齢者の孤食防止へ企画

読売 28 よみうり文芸 俳句　秀逸　砺波市　野村真里恵

読売 28 世代間交流にボードゲーム 寄付した吉田さん「挑戦テーマに」　砺波市　寄付金で１２１種購入

読売 29 ✕マス彩る花々展示　砺波　２６日まで 「チューリップ四季彩館」で、季節展示「季節を彩る花々～クリスマス～」

読売 29 ４１歳はねられ重体 砺波市芹谷の国道３５９号

  ８日　木曜日
北日本 13 宮本輝氏選　第５７回北日本文学賞 ３次選考　４８編通過　砺波市＝「犬連れの客」松田三千代

北日本 14 となみ野 美の祭典越中アートフェスタ２０２２砺波巡回展　ほか

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 14 相談はこちら 働く人の心の健康相談　ほか

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 19 声の交差点 映画「ひまわり」に思う　砺波市　小西笑子（７２歳）

北日本 21 縁起良い松竹梅の盆栽 村中さん　公民館・小学校に贈る

北日本 21 税務署長賞に麻生さん（大谷小６） 税に関する絵はがき

北日本 28 庄川地域紹介の本紙記事を展示 県信組庄川井波支店

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 24 高岡三山の御朱印帳製作　瑞龍寺　勝興寺　国泰寺 県西部観光社「水と匠」計画　３月に中国人向け寺巡りツアー　善徳寺に「土徳」発信の宿泊施設

富山 24 紙風船 楽しい給食の工夫

富山 28 第７１回富山県農村文化賞贈呈式 農業振興で地域活性　６団体の功績たたえ

北陸中日 1 南砺の総合建設業・岡部　業界初 採用にコロッケ作り　管理能力や発想力　見極め

北陸中日 5 発言 かぶらずし　心を晴らす滋味　上野亮平　８０　富山県砺波市

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 26 災害ボランティア運営で砺波市　協定 社協、ＪＣと

  ９日　金曜日
北日本 6 リゾートホテル売却 大和ハウス　砺波含む全国２４ヵ所

北日本 19 協力してしめ縄完成 柳瀬公民館　砺波

北日本 19 元気にえんじゃら節 東部保育所　園児　踊り教わる　砺波

北日本 21 紫外線でコロナ除去 砺波総合病院　自走式ロボ導入
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北日本 29 県内１３３８人感染 新型コロナ　砺波市の医療機関で入院患者１４人陽性

富山 9 リゾートホテル子会社売却 大和ハウス　富山など２４カ所　砺波、志賀で運営

富山 21 地鳴り 二ノ丸御殿の今後の調査期待　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 砺波のいいところ改めて見直した　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 鉢巻き締め「メーン」 砺波・庄川町　「五歳児のつどい」の納会

富山 22 えんじゃら節、心に残して 砺波・南般若　おどらん会、園児に指導

富山 23 「針供養」ちなみ　会員に大福贈る 砺波・高儀新　砺波市庄川町高儀新の高儀新筏長寿会

富山 29 １３３８人感染、１人死亡 県内コロナ　６市町クラスター　砺波市の医療機関で１４人

北陸中日 6 「大和リゾート」売却へ 大和ハウス　砺波など、雇用は維持

北陸中日 13 えんじゃら節　踊り継ごう 砺波・東部保育所

北陸中日 27 県内１３３８人感染 砺波市の医療機関で十四人

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

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 福島視察６首長感染 新型コロナ　議会日程遅れなど影響　夏野修・砺波市長

朝日 21 富山発ウイスキー蒸留器 世界初の鋳造製　英で特許　高岡銅器の技術活用

  １０日　土曜日
北日本 13 回顧２０２２　俳壇　中坪達哉 ３年ぶりに対面で大会　伏木小２年生が最高賞　富山の魅力発信　重鎮２人死去

北日本 21 地場産野菜に親しむ　庄川中 生産者と食事　

北日本 21 民生・児童委員　４００人が新任研修 砺波

北日本 22 思いやりの心　大切さ学ぶ 出町小　人権教室

北日本 23 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 心情の機微　豊かに表現　きょうから砺波巡回展

富山 20 給食委員の生徒　食材生産者と会食 砺波・庄川中

富山 21 科学甲子園で優勝　砺波市長に報告 庄西中・元秋さん

富山 23 事件・事故　 レトルト食品盗んだ疑い　砺波署

北陸中日 13 「仲間と協力　楽しかった」 科学の甲子園ジュニア大会Ⅴ　砺波・庄西中２年　元秋さん報告

  １１日　日曜日
北日本 3 支社発　自治体リポート　４３　砺波市　 公共交通整備　市営バス路線再編へ　デマンドで日中カバー

北日本 3 記者の直言 「三方よし」広域運行も

北日本 3 社説　あんぽ柿カナダへ輸出 販路拡大でブランド化　砺波市のカフェ店と「あんぽ柿大福」を開発

北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ　「冬本番の味覚」 ８０代　女性　西出郁代

北日本 11 ＭＶＰに中島（富山第一２ｎｄ） サッカーＵ１８県リーグ表彰式

北日本 15 力いっぱい「ぺったん」 子どもたちが餅つき　砺波市東野尻公民館のクリスマス会＆もちつき体験

北日本 15 サンタ光らせ健康づくり チューリップ公園　家族連れら自転車発電

北日本 16 課題研究を発表　生徒制作動画も 砺波高２年

北日本 17 美の祭典　越中アートフェスタ２０２２ 独創的な受賞作展示　砺波巡回展スタート

北日本 17 車いすバスケの宮島さん特別表彰 砺波　砺波市体育協会の設立７０周年記念式典

北日本 17 守備や打撃の基本　冬の体づくり学ぶ 市野球連盟が教室

富山 2 日曜特番　マイナカード交付率５割超え 富山５５．４％　戸別訪問で急上昇　砺波市５８．３％　出張申請

富山 24 ツリーに願いを　各地で✕マス行事 自転車こいで電飾を点灯　チューリップ公園

富山 24 初企画の餅つきと飾り付け楽しむ 砺波・東野尻　東野尻公民館のクリスマス会＆もちつき体験

富山 25 高校生が「チョイソコ」ＣＭ 乗車促進へ制作　便利さ、住民の声紹介　砺波市、ホームページで活用

富山 25 となみ昇栄会が郷土民謡披露 第２６回おさらい会

富山 26 新潟明訓高元監督　トレーニング法指導 砺波市野球連盟の野球教室

富山 26 砺波市体協７０周年　スポーツ振興誓う 砺波市体育協会設立７０周年記念式典

富山 27 砺波初のクラフトビール　メリーズクラブ・斉藤さん 醸造所整備、「１０１２幸」販売　「チューリップのように多彩に」

富山 29 コロナ殺菌ロボを導入 砺波総合病院　自走し紫外線照射

北陸中日 11 自転車こいで輝くツリーに 砺波×明治　健康増進催し　体内時計、輪投げ　「１０７３」チャレンジも

北陸中日 11 冬こそリズム特訓 砺波の中高生　野球練習法学ぶ

  １２日　月曜日
新聞休刊日

  １３日　火曜日
北日本 21 施設で✕マス会　楽しいひととき 三味線教室「和の会」　砺波

北日本 22 市町村議会 砺波　城端線乗り継ぎ充実　市営バス路線再編

北日本 22 代表質問　今藤久之氏（自民会） 出生数２９７人　コロナ前に戻る

北日本 22 高校生９人が傍聴　議長と意見交換 砺波高校と砺波工業高校の１～２年生９人
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北日本 28 「経験糧に頑張る」 科学の甲子園　県に優勝報告　元秋篤さん（砺波市庄西中２年）

富山 20 地鳴り 母の教え継承　大根飯を作る　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 22 般若Ｄに栄冠 庄東ブロック・ペタンク愛好会第１６回室内ペタンク大会

富山 23 市町村議会　砺波市 来夏に造成工事着手　柳瀬工業団地第２団地　本会議

富山 23 砺波、砺波工高生　一般質問を傍聴 砺波高と砺波工高の生徒会役員９人

富山 24 パラスポーツに理解 県推進委が研修会

富山 25 科学の甲子園　優勝の喜び語る 富山チームが報告

富山 25 高校生制作ロボ操縦 富山でフェスタ　砺波工など過去の大会出場ロボット並べる

富山 27 事件・事故 靴下とズボン盗んだ疑い　金沢中署

北陸中日 12 県内警察署再編後の旧庁舎 地域警察活動の拠点に

北陸中日 27 県内入院者　過去最多に　３７６人新規感染 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）千百十四人

北陸中日 33 遠隔操作　殺菌ロボ 砺波総合病院

  １４日　水曜日
北日本 1 きょう平野部初雪か 県内冬型　高速道注意呼びかけ

北日本 7 稲垣氏の長男　ＣＥＯに昇任 若鶴酒造　

北日本 21 無事故願い　ツリー点灯 青島保育所

北日本 21 認知症　地域で見守り 砺波市地域包括支援センター

北日本 22 庁舎構想策定　２４年度以降 砺波　来年度　位置や機能議論

北日本 23 全国伝統工芸展　県内から３点入選 都内で来月展示　▽入選＝横山勝次「ティーポットとポット」（庄川挽物木地）

北日本 23 １２０人　白熱ラリー 卓球　松本杯　砺波

北日本 31 県内１９９５人感染 クラスター９件発生　砺波の高齢者施設など

富山 1 県内、暴風警戒　あすにかけ猛吹雪か 白川郷ＩＣ－小矢部砺波ジャンクション間などで降雪が予想

富山 19 地鳴り また訪れたい冬の横浜　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 車の中で寝る懐かしい思い出　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 市町村議会（１３日）　砺波市 定年延長で６５歳追加へ　４０～６０歳のがん節目検診　１２月定例会本会議

富山 20 市町村議会（１３日）　砺波市 部活動地域移行　相談窓口を配置　１２月定例会本会議

富山 20 ツリーに反射材　園児が安全誓う 砺波署で点灯式

富山 23 県境バイパス整備訴え 金沢湯涌福光線　期成同盟会、南砺市に

富山 23 Ｂリーグ富山グラウジーズ 小矢部市民デーＰＲ　２４、２５日に京都戦　桜井市長を表敬

富山 23 県内から１社２個人が入選 伝統的工芸品公募展　横山勝次氏の庄川挽物木地が入選

富山 27 県内コロナ　病床使用率７０％超 新規感染８月以来１９００人台　クラスター９件　砺波１件

北陸中日 27 県内１９９５人感染 入院２日連続最多　九件のクラスター　砺波市の高齢者施設で五人

読売 26 全国マーチング　初の金賞 砺波・庄西中学校　「第３５回全日本マーチングコンテスト」

日本経済 43 若鶴酒造、ＣＥＯに稲垣貴彦氏 若鶴酒造（富山県砺波市）が発表

  １５日　木曜日
北日本 13 宮本輝氏選　第５７回北日本文学賞 ２７編　４次選考通過　▽砺波市＝「犬連れの客」松田三千代

北日本 14 となみ野 和の会折り紙展

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

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 21 ✕マス　歌のプレゼント 庄川小６年　福祉施設を訪問

北日本 21 お小遣い役立てて　園児　善意銀に寄付 出町青葉幼稚園　砺波

北日本 21 電気工事のやりがい伝授 砺波工高で模擬体験会

北日本 21 設立２０年　６人表彰 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ　

北日本 22 市町村議会 ３年で経営改善目標　砺波　コスモス荘　ＰＴ設置

北日本 30 教委広報物　会費で制作 砺波市教委職員　ガイド団体に返金へ

富山 1 県内強風　朝日２０．９㍍　１２月観測史上最大 富山市で初雪観測　例年より遅く　最大瞬間風速　砺波市で２１・４㍍

富山 3 「つながるまで戦う」 県商工会議所連合会と懇談　新幹線大阪延伸で知事

富山 24 古民家で英国紅茶を 砺波のスコーン店・渡辺さん　来夏　ドッグカフェ開設へ　２０日まで改修費用募る

富山 24 来店者襲う不審者　社員ら対応確認 イオンとなみで訓練　砺波署

富山 25 市町村議会（１４日） コスモス荘活性化へＰＴ　新企画や営業力を強化　砺波市

富山 26 １年生が職場体験 高岡第一高インターンシップ

富山 27 Ｂリーグ富山グラウジーズ 砺波市民デー来場呼び掛け　富山で２４、２５日

富山 27 全国高校選手権へ市内選手が健闘誓う 砺波市が激励会

富山 27 地域課題の解決策提案 富大都市デザイン学部２０チーム
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北陸中日 1 富山で初雪 平年より１１日遅く　日中の最低気温　砺波市で○・九度

北陸中日 12 働く喜び　厳しさ知る 高岡第一高生が就業体験　呉西地区６市の企業協力

北陸中日 12 「世界の困っている人に」 園児がお小遣い善意銀行に寄付　砺波市役所訪れ

北陸中日 13 ユーモア影絵　子どもら笑顔 砺波で家族連れ楽しむ　「影絵の世界」

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

  １６日　金曜日
北日本 1 うっすら雪化粧 県内３地点　今季最低気温　砺波０・９度

北日本 5 北陸新幹線　前倒し作業　予算確保を 新田知事　政府・与党に要請

北日本 5 県立高　学区廃止すべき 選択肢増求める意見　あり方検討委

北日本 5 富山　　砺波　なぜ進学できない ６０年前に規則　理由不明

北日本 5 となみ政経懇話会１２月例会 １６日（金）　ロイヤルホテル富山砺波

北日本 19 チューリップ球根植え込み 来春のフェア向け　砺波市球根組合

北日本 19 きょうもにっこり　 デザイナー　柴田和希さん　砺波市出身

北日本 19 野菜の地産地消へ　生産者ら情報交換 砺波

北日本 21 庄川健康プラザでフレイル教室拡充 砺波市議会民生病院委員会

北日本 26 高岡産チューリップ切り花 販売額　初の１億円　出荷量増　後押し　県内トップ産地は砺波市

北日本 26 県内１３２９人　コロナ感染 老人福祉施設や医療機関などで５件のクラスターが発生

富山 1 凍える街中　防寒対策しっかり 富山駅前　上市で氷点下１度、南砺高宮０．７度　最低気温　砺波市０．９度

富山 2 県立高のあり方検討委　 通学区域撤廃求める　「高岡、砺波」を１学区の声も

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 21 砺波市　庄川健康プラザでフレイル予防教室 利用者促進　民生病院常任委員会

富山 22 ウサギの置物　飛躍を願い 砺波・越中三助焼、生産最盛期

富山 22 チューリップフェア成功へ球根植え込み 砺波市球根組合

富山 26 県内１３２９人感染　２人が死亡 新型コロナ　クラスター５件　砺波市の医療機関で５人

北陸中日 12 県立高校４学区　維持、廃止を議論 富山で検討委　「令和の魅力と活力ある県立高校のあり方検討委員会」

読売 28 復活の盆踊り　園児体験 砺波　「えんじゃら節」練習会

読売 28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  １７日　土曜日
北日本 23 チューリップ　庁舎彩る 切花研　毎週花届ける　砺波

北日本 23 越中三助焼のえと置物寄贈 窯元の谷口さんら

北日本 23 不審者想定　対応を訓練 砺波市中神のイオンモールとなみ

北日本 24 市町村議会 小中いじめ８１件　９割解消　砺波　市議会総務文教委員会

北日本 25 となみ政経懇話会　１２月例会 タレント　新潟食料農業大客員教授　大桃美代子氏　女性・高齢者が宝に

北日本 30 砺波のチューリップ切り花 出荷・販売　過去最高へ

北日本 30 会費で広報物制作　不適切会計を陳謝 砺波市教委事務局長

北日本 31 自転車の女性　車と衝突し死亡 砺波の国道１５６号　砺波市庄川町示野

富山 17 コント 砺波・たぬき

富山 21 くらしの日記 宝くじ　伊藤芳子　８３歳　砺波市高波

富山 22 チューリップで庁舎彩る 砺波切花研究会　市に毎週花束贈る

富山 22 砺波市に三助焼の干支の置物贈る 般若自治振興会

富山 22 ジャックさんショー　親子が影絵楽しむ 砺波　「となみ元気道場」が企画

富山 23 市町村議会（２２日） 砺波市　医療費無償化拡大　３月に申請書送付　総務文教常任委員会

富山 23 市町村議会（２２日） 増山城跡の広告費　解説団体から支出　昨年度、市が返金へ

富山 24 氷見出身歌手　圓山二朗さんしのぶ　歌仲間が追悼公演 砺波・北部苑で１９日「最後にお別れしたい」コロナで急逝

富山 29 自転車の７６歳はねられ死亡 砺波の国道１５６号交差点　砺波市庄川町示野

  １８日　日曜日
北日本 9 声の交差点 リハビリ施設に感謝　砺波市　砂﨑猛雄（８２歳）

北日本 15 晴れ舞台へ意気込み 出町子供歌舞伎　児童７人顔合わせ

北日本 15 きょうもにっこり ｃｏｔａｅネットワーク共同代表兼３６９ＡＲＴ代表　渡邉陽子さん（砺波市）

北日本 15 平面や立体　感性光る１９０点 砺波地区中学生美術展

北日本 16 冬のスポーツ安全に となみ夢の平スキー場　来場客の増加願う

北日本 17 高校球児　教えて学んで 審判の知識習得　２校の３０人

北日本 23 県内１４３０人感染 新型コロナ　砺波など６市町村で９件のクラスター

富山 2 日曜特番　進む小中学校の統廃合 全域対象に再編計画　富山市　独自の「適正」設定　砺波市でも独自基準

富山 19 地鳴り 一期一会の関係が続く　北清俊一　６５歳（砺波市）
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富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 21 ４年ぶり舞台へ意欲　砺波・出町子供歌舞伎曳山祭 中町の児童７人、初顔合わせ　配役決定「本番でいい演技を」

富山 22 高校野球部員が審判の知識学ぶ 砺波

富山 23 華麗な舞　ポーズ確認　富山シティバレエ団 きょう砺波で公演

富山 23 夢の平スキー場　降雪、安全祈る 砺波・五谷観光企業組合

富山 27 県内コロナ　１４３０人感染、２人死亡 クラスター９件、病床使用率７１．５％

北陸中日 11 出町子供歌舞伎　始動だ 来年の演者　指導者と初顔合わせ　「せりふ　大きな声で言えるように」

北陸中日 23 砺波市教委の印刷物費用 ボランティア団体　肩代わり　係長「予算がなかった」　手続き踏まぬのは問題

北陸中日 23 県内１４３０人感染 九件のクラスターが発生　砺波市など

読売 29 砺波　７６歳はねられ死亡 砺波市庄川町示野の国道１５６号

  １９日　月曜日
北日本 15 サンタが贈り物 出町児童センター　「クリスマスのつどい」

北日本 19 声の交差点 投稿者の高畠さん悼む　砺波市　武部幹夫（８２歳）　

北日本 21 クマ出没情報　１８日発表 砺波市　◇目撃　▽庄川町前山

北日本 23 風車 県民公園頼成の森　ミニ門松づくり教室

富山 9 コント 砺波・富之助

富山 14 奉仕巫女７５人を認証 南砺・越中一宮髙瀬神社

富山 14 砺波では地元の松竹梅で製作 砺波市五鹿屋公民館の門松づくり

富山 17 晴れの日　リムジンで となみ観光交通が導入　光岡自動車特別仕様タクシー

富山 17 クマ目撃情報 砺波市庄川町前山　１頭

北陸中日 1 県内　一気に冬本番 各地で積雪、今季最低気温　警報級大雪にきょうも警戒

北陸中日 10 初詣　７５人が巫女に 南砺・高瀬神社で認証式

  ２０日　火曜日
北日本 1 高岡　国道１６０号渋滞 県内　雪で交通乱れ　高岡　積雪３１㌢　氷見３０㌢　富山２０㌢

北日本 21 三世代交流し正月準備 マイ門松作る　五鹿屋地区

北日本 21 外国人が門松作り 日本の伝統に親しむ　砺波市の庭師、横川實さんと舘武範さんが講師

北日本 21 歌とお点前をプレゼント 図書館で砺波高生

北日本 21 ✕マスソング演奏 合唱団となみ　クリスマスコンサート

北日本 22 市町村議会 白江教育長を再任　砺波　砺波市議会　本会議

北日本 22 市農業公社解散へ 来年３月末　

北日本 22 論戦を振り返って 監視の目　市民が期待

北日本 22 新年度予算へ要望書を提出 自民砺波市連

北日本 31 県内新たに４１９人感染 新型コロナ　砺波市などの高齢者施設で計３件のクラスター

富山 19 コント 砺波・富之助

富山 21 市町村議会（１９日） 砺波市　白江教育長を再任　本会議

富山 21 砺波高茶道、合唱部　図書館で✕マス企画 砺波高茶道部と合唱部の１、２年生２９人

富山 21 砺波工高前の渋滞解消など市に要望 自民砺波市連

富山 23 圓山二朗さん歌で送る 氷見の歌手　仲間がしのぶ　砺波・北部苑で追悼公演

富山 23 ６市町に写真集寄贈 イナガキさん、魅力を紹介

富山 26 県内コロナ４１９人 入院者数が最多　クラスター３件　砺波市の高齢者居宅施設で７人

北陸中日 1 積雪　交通に乱れ 高岡２４㌢　北陸道　通行止め■あいの風遅れ

北陸中日 12 議会だより　１９日 砺波市　本会議

北陸中日 27 県内４１９人感染 三件のクラスター　砺波市の高齢者施設など

読売 28 砺波の老舗旅館　看板犬お出迎え 全国ランキング５位　一緒に記念撮影も　「すいげつろうホテル」

毎日 19 青少年読書感想文全国コン 富山県代表１０編　中央審査へ　県入選　砺波市立砺波南部小５年、東愛優歌

  ２１日　水曜日
北日本 5 県の人口　自然減　初の８０００人台 昨年１０月～今年９月調査　砺波市　自然増減▲３３８人

北日本 19 課題解決　こうすれば ポスターに工夫を　砺波高生　砺波市の施策を研究した成果を発表

北日本 19 １位は３年ぶりのイベント開催活気 市１０大ニュース　砺波市

北日本 26 マイナポイント２ヵ月延長　総務省 申請増　窓口混雑受け　県内自治体「ゆとり持って来て」

北日本 26 県内コロナ１８６８人感染 ４人死亡　砺波市など５市の病院や高齢者施設などで計７件のクラスター

富山 20 地鳴り 甘くしてくれた太陽の光に感謝　大島安子　８０歳（砺波市）

富山 22 地域課題の研究成果を発表 フードドライブ　公共交通で提案　市長に砺波高２年生

富山 22 ３年ぶり子供歌舞伎　庄川観光祭が１位 砺波市１０大ニュース

富山 27 県内、転出超過６９７人 前年比縮小　入国緩和で外国人増　人口移動調査　砺波市

富山 28 県内１８６８人感染　４人が死亡 新型コロナ　砺波市の介護保険施設で５人感染
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北陸中日 12 砺波市の十大ニュース 「３年ぶり歌舞伎、観光祭」１位

北陸中日 27 県内１８６８人感染　４人死亡 砺波市の介護保険施設で五人

読売 22 よみうり文芸 川柳　砺波市　源通ゆきみ

  ２２日　木曜日
北日本 1 最も遅い初氷 県内５地点　寒さ今季一番　砺波で氷点下１・６度

北日本 7 元地域協力隊員企画の目標達成 ＣＦ型ふるさと納税

北日本 7 海外協力隊員２人が抱負 津田雄飛さん（３２）＝砺波市

北日本 16 となみ野 第４回ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰ　ほか

北日本 16 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 16 相談はこちら 働く人の心の健康相談　ほか

北日本 16 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館

北日本 25 台湾で〝チューリップ交流〟　砺波市 来年２月　３年ぶり訪問　市長　現地「フェア」出席

北日本 25 チューリップ切り花に笑顔 東般若保育園に市が贈る

北日本 25 プリンセスらが砺波のフェアＰＲ 本社金沢支社　来春の２０２３となみチューリップフェアに向け

北日本 25 ゆず湯でぽっかぽか きょう冬至　砺波市庄川町庄の健康福祉施設「ゆずの郷やまぶき」

北日本 30 県内インフル流行入り 県　管轄別の患者報告数　砺波はゼロ

富山 4 大東建託　住みここちランキング 野々市が全国４位　富山トップは砺波５９位

富山 5 イナガキさんの写真で新ポスター 北陸銀行　砺波市の庄川峡など

富山 24 児童が学生と工作やダンス 出町児童センターのクリスマスのつどい

富山 24 自転車のヘルメット着用呼び掛け 砺波署、死亡事故現場で

富山 25 国際交流　つながる喜び 交流の証し、アート花壇　台湾・文雅小　砺波市長がメッセージ

富山 25 となみＪＣ　災害時の支援つなぐ 南砺市、市社福協と協定

富山 27 訪日客回復の兆し　砺波・庄川遊覧船 台湾、香港から乗船　春節でにぎわい期待

富山 27 無病息災願い　ゆず湯 砺波の温泉施設　「ゆずの郷やまぶき」

富山 27 公共施設にチューリップ 砺波市　配布プロジェクト始まる

富山 27 チューリップフェア　砺波市長がアピール 北國新聞社で紹介

富山 30 インフル流行入り 県内　コロナも拡大「予防を」　砺波厚生センター管内はゼロ

北陸中日 12 本社来訪　３００万本の彩り　見に来て 砺波市長ら　来春チューリップフェアＰＲ

北陸中日 12 富山で初氷観測　平年比１９日遅く 砺波市で氷点下一・六度

北陸中日 13 青年海外協力隊　活躍誓う 県庁で市河さん、津田さん

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  ２３日　金曜日
北日本 1 県内　大雪に警戒 国道など交通規制か　きょうから

北日本 6 海外売り上げ比率５０％に　 若鶴酒造　稲垣ＣＥＯ就任　「選ばれる酒」目指す

北日本 6 風情ある回廊完成 ２つの蔵結ぶ　若鶴酒造の大正蔵と令和蔵

北日本 17 とやまデータ探偵団　過去４回の県議選 選挙区は５～９区　２０１１年　砺波市

北日本 19 きょうもにっこり 富山エクエルホテル東急レストラン「リコ・モンテ」調理担当　荒木渓史さん（砺波市）

北日本 20 紅白葉ボタン　出荷ピーク 砺波　新屋敷営農組合

北日本 20 自転車ヘルメット着用を呼びかけ 砺波署　死亡事故受け

富山 1 小矢部、砺波で小中臨時休校 小矢部市教委と砺波市教委

富山 1 時鐘 チューリップフェアの宣伝

富山 5 ３番麦汁の回収設備導入 若鶴酒造　新回廊、イベント活用

富山 21 正月用葉ボタン　出荷最盛期 砺波・新屋敷営農組合

富山 21 聖夜、正月に花束を 砺波　チューリップ出荷盛ん

富山 21 七色のタワー、イヴ盛り上げ きょうからクロスランドおやべ

富山 26 県内コロナ１４１４人　高齢者２人死亡 クラスター４件　砺波市の介護保険施設で１１人

北陸中日 7 「世界にファン１００万人つくる」 若鶴酒造・稲垣ＣＥＯ就任会見

北陸中日 25 県内１４１４人感染 砺波市の介護保険施設で十一人

北陸中日 25 砺波、小矢部の小中　大雪予報で休校に 砺波、小矢部市教委

読売 23 師走点描　冬至　ユズで元気 湯船　香り高く　砺波市庄川町庄の市健康福祉施設「ゆずの郷やまぶき」

  ２４日　土曜日
北日本 1 県西部大雪　高岡積雪５２㌢ 交通混乱　国道８号通行止め　５市１町２２００戸停電

北日本 27 チューリップ酵母で日本酒 ふく福柿出荷組合

北日本 35 ✕マス寒波　県民急襲　一部で休校 砺波市の１２校と小矢部市の９校が休校

富山 1 県西部で大雪　高岡５２㌢ 各地で通行止め　列車運休　スリップ事故１００件
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富山 3 ２０２３　県関係政府予算案　利賀ダム本体工事へ ８９億９７００万円計上　建設開始３０年「いよいよ」　庄川の洪水から流域守る

富山 3 綿貫氏「スピードアップを」 節目喜び、感慨

富山 17 地鳴り 横殴りの積雪　大変な辛抱　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 17 コント 砺波・りえちゃん

富山 27 純米酒「ふく福」商品化　砺波 チューリップの酵母を使用　

富山 29 県内の公立小中　冬休みスタート 砺波市の小学８校と中学４校などを除く

富山 29 機械に手を挟まれ、重傷 高岡市戸出春日の大征工業工場

富山 33 初の同時通行止め　混乱 富山、石川県境　北陸道と国道　「どこも通れないのは想定外」　集中的除雪、大規模な立ち往生回避

北陸中日 1 県内大雪　伏木で４２㌢ 北陸道など一時通行止め　きょう　平地は５０㌢予想

北陸中日 13 待望オープン　格好良く滑降 イオックス・アローザスキー場　夢の平はオープン日未定

北陸中日 13 砺波の恵み酒３種　きょう限定販売 ふく福柿出荷組合

読売 27 県内大雪　交通乱れ相次ぐ 高岡で積雪５２㌢

読売 27 小中学校終業式 砺波市と小矢部市　大雪のため全小中学校で休校

読売 25 北陸大雪　警戒呼びかけ きょうも警報級続く　砺波市砺波２０㌢

  ２５日　日曜日
北日本 13 親子で餅つき　熱々おいしい ひまわり子ども食堂

北日本 14 庄川挽物木地を器に 地元野菜レシピ　サイトで発信　砺波

北日本 15 フットサルで１０チーム熱戦 「第４回ＰＡＲＴＩＤＡ　ＴＯＮＡＭＩ　ＣＵＰ」

北日本 22 県内　大雪ピーク越え 一部でスタックや渋滞　続く雪かきにため息

北日本 24 令和４年度　富山国際大学　エクステンション・カレッジ特別講演会 ウィズコロナ、そして、アフターコロナ　私たちがめざす未来　講師　太田昌克氏（富山県砺波市出身）

富山 1 県内　大雪一服 富山地方気象台　落雷、なだれ注意　高速　通行止め一部続く　スリップ５５件　４人負傷

富山 18 各地で✕マス企画 砺波・南砺・小矢部　ご当地キャラが集結

富山 18 砺波総合病院に回復願い福寿箸 南砺・髙瀬神社

富山 18 ロビー展 森松民子氏・絵手がみ展　北陸銀行庄川支店

富山 19 こども食堂　餅つきで交流 砺波・深江

富山 19 避難所運営学ぶ 砺波で災害時研修

富山 19 大型店の消火設備を点検 砺波消防署が査察

富山 20 男女１１チームが熱戦 第１７回おおしまスポーツクラブ杯争奪ミニバスケットボール大会第１日

富山 20 小学生は麻生さん　中学生は八田さん 県防火ポスター最優秀

北陸中日 10 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 25 北陸道、国道８号　初の同時通行止め 大規模な立ち往生発生せず　人命最優先　早めの判断奏功

読売 26 病院の実力　～富山編１７５ 脳卒中　顔、手、言葉に異変　１１９番を　市立砺波総合

読売 27 若鶴酒造ＣＥＯ　稲垣貴彦氏就任 「時代にあった酒を」

  ２６日　月曜日
北日本 15 わが町　この１年　砺波市　 晴れ舞台　伝統つなぐ　３年ぶり出町子供歌舞伎曳山祭　住民一丸　コロナ対策

北日本 15 しめ縄と飾り縄　丹念に仕上げ 雄神集会センター

北日本 15 音楽や体験　心身健康に チューリップ四季彩館　「美マルシェ」

北日本 19 とやま×私×フォト 「季節はいつ？」　大東吉行（砺波市）

富山 9 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

富山 14 工作やショーでクリスマス満喫 砺波の北部苑でマルシェ

富山 14 災害対策用の電源　太陽光パネル寄贈 南砺市に２ＬＣ

富山 14 手伝いの小遣い　砺波善意銀に寄託 出町青葉幼稚園

富山 14 ロビー展 大吉田誠夫乃助さん作品展　北陸銀行砺波支店

富山 15 無病息災願い　七五三しめ縄 砺波・雄神公民館

富山 16 戸出、入善西が初Ⅴ 第１７回おおしまスポーツクラブ杯争奪ミニバスケットボール大会最終日

北陸中日 11 伝統のしめ縄　丁寧に 庄川・雄神の住民ら作る

  ２７日　火曜日
北日本 4 県内公務員給与指数　富山市のみ国水準超 県内市町村の２０２２年ラスパイレス指数　７　砺波市

北日本 5 優良工事に６０業者 県が表彰

北日本 6 ２０２３年の戦略　県内トップインタビュー　１１ 北陸コカ・コーラボトリング会長　稲垣晴彦氏　さらなる値上げ検討

北日本 17 声の交差点 「好事魔多し」の教訓　砺波市　紫藤道子（８８歳）

北日本 19 無事故願って門松を設置 砺波安全運転管理者部会　砺波署に

北日本 20 記念日の送迎にリムジンタクシー となみ観光交通　光岡自動車から購入

北日本 21 ２０２２年　県内１０大ニュース　６人が全的中 家族で朝乃山応援　砺波市林　舘加奈子（３８）ほか

北日本 21 文科大臣表彰の石田さん受賞報告 スポーツ推進委功労　砺波
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北日本 22 とやまゼミナール　２０２２ テーマ　北条朝時と富山　承久の乱　北陸道で大役

富山 19 地鳴り 億や兆の大金ピンとこない　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 20 石田会長が文科大臣表彰を報告 砺波市スポーツ推進協

富山 23 県の発注工事　優良事業者表彰 富山県建設優良工事の表彰式

富山 26 あのころ、富山新聞は　９５　最終章　次の１００年に向けて　① 「二つの記念日」に考える　多様な言論の大切さ　高岡生まれの新聞　「認識が変わった」

北陸中日 10 ニュースダイジェスト　４▶６月 ３年ぶりに城端曳山祭

北陸中日 23 オミクロン亜系統　新たに県内で確認 ４１３人感染、２人死亡　一週間の厚生センター等別の感染者数　砺波　九百四十八人

  ２８日　水曜日
北日本 12 北日本文芸　年間賞 俳壇　詩壇　柳壇

北日本 19 華やかに新年迎えよう 出町小児童　正月飾り作る　出町児童センターで工作教室

北日本 21 ウクライナバレエ支援へ２００万円贈る 砺波公演実行委

富山 3 県議選とやま２０２３春　中 砺波市（定数２）　自民２氏で無投票の公算

富山 20 １０月・砺波　栴檀山で東大生が活動 コスモスに新たな魅力

富山 20 ６年生の自覚持とう　児童が餅つきなど 県砺波青少年自然の家　「きずなプログラム～冬の学びと遊び編～」

富山 21 記者が選んだこの１枚２０２２ １１月・射水　１２１０日ぶり総帆展帆　貴婦人支える奉仕員増

富山 26 時間外勤務　月５５．３時間 ４～１０月　県内中学教員、上限超え　コロナ前は下回る　県教委報告

富山 26 小矢部市「還暦」祝う クロスランドのタワー赤く点灯

  ２９日　木曜日
北日本 17 砺波郷土資料館調査　 夜高・獅子舞　５割再開　コロナ対策と継承両立

北日本 17 年の瀬　火の用心 砺波

北日本 17 県内外中学女子１０チームが熱戦 バレーＶＣ富山杯　砺波

富山 19 地鳴り １５年も持ったテレビに感謝　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 行事や好きな物表現　カレンダーを手作り 砺波学園

富山 20 三つの「待つ」門松に願い 砺波安全運転部会

富山 20 児童が刺繡枠で正月飾り作り 出町児童センター　正月飾り作り教室

富山 20 正月用生け花　しめ縄作る 砺波・種田公民館

富山 21 年末の防火へ警戒 ２３分団１１０人激励　砺波　歳末特別警戒激励式

北陸中日 7 農家引き継ぎ　後押し 解説本　石川、富山の２人出版　成功のコツ　実体験から紹介

  ３０日　金曜日
北日本 8 ４年に１度　政治決戦　４月　県議選 県議選の立候補予定者数　砺波市　２

北日本 9 ４年に１度　政治決戦　４月　県議選 砺波市　（定数２）　連続無投票か

北日本 11 金田（桜井中出）大東大７区 箱根駅伝区間エントリー　瀬川（庄西中出）国士舘大３区

北日本 13 とやま×私×フォト 「１１月のヒマワリ」　ムラオカ（富山市）

北日本 14 わが家のアイドル　 吉水陽莉ちゃん　碧彩ちゃん　砺波市東保

北日本 14 こども食堂で餅つき 砺波市中野

北日本 15 ぜんざい販売の収益金を預託 きらめきネットワーク　砺波市の女性交流団体

北日本 20 県内１２１６人感染 新型コロナ　砺波市などの高齢者関連３施設で計１７人感染

富山 2 富山市除き国を下回る 市町村職員の平均給与　市町村別ラスパイレス指数　砺波市　９７．６

富山 2 県分は１０億９４００万円 特別交付税１２月分　砺波市　２億４１５９万円

富山 10 地鳴り 教育を支援するシステム充実を　角栄一　７１歳（砺波市）

富山 11 県内　経済 永原さん　新幹線観光推し進め　砺波市出身

富山 14 すこやか育児 山本裕美さん（３４）＝砺波市東石丸　長男　耀大ちゃん

富山 16 呉西の直売所を１枚に とやま呉西圏域、マップ作製

富山 16 ぜんざいの収益金　砺波善意銀に預託 砺波のきらめきネット　砺波市の女性交流団体「きらめきネットワーク」

富山 18 初詣情報 砺波市　芹谷・千光寺

富山 22 ７０代の車、コンビニ突っ込み１人けが 砺波、ガラス割れ　砺波市栄町のファミリーマート砺波市役所前店

富山 22 県内１２１６人感染　３人が死亡 コロナ、クラスター４件　砺波市の高齢者施設で５人が陽性

富山 23 ほたるいか 砺波市中野地区のこども食堂

北陸中日 18 県内１２１６人新規感染 砺波市の高齢者施設で入居者と職員計五人

  ３１日　土曜日
北日本 1 華やかなお正月に おせち作り大詰め　県内ホテル・飲食店

北日本 14 お重におせち彩り良く 砺波　総合カレッジＳＥＯで講座

北日本 15 麻生・八田さん最優秀賞 県小中防火ポスター　中学生の部　八田智尋さん（般若中学校３年）ほか

富山 1 あすから創刊１００年大型企画 龍の来た道　庄川ものがたり　富山新聞社　小説と歴史ルポで迫る
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富山 2 異色コラボで「大河ドラマ」 作家の洞察力と記者の足　編集委員・宮本南吉

富山 3 龍の来た道　庄川ものがたり　庄川の大きさ鮮烈に 作家・砂原浩太朗さん　龍は人智超えた導き手

富山 11 地鳴り 今年ほど「憂世」痛感した年ない　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 11 華のワルツ 富山県いけ花作家協会員　山本由園（砺波市）

富山 18 初売情報 砺波市

富山 19 おせちで明るい年を 県内ホテル、料理店　彩りよく仕上げ　重箱並べ、大忙し

富山 23 庄川温泉郷デジタル誘客 利用状況データ化、需要把握　来月から観光ＤＸ実証　とやま推進機構

富山 23 ほたるいか 砺波市の料理学校「総合カレッジＳＥＯ」のおせち講座

北陸中日 14 統一地方選２０２３ 県議選情報㊦西部　砺波市選挙区

北陸中日 15 新星・出町ＧＷ　目指せ全国４強 Ｕ１５バスケ大会　５日に初戦　「自分たちのプレーを」年末年始も練習に熱

読売 17 師走点描 おせち作り最終盤　砺波

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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