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　１日　土曜日
北日本 1 年越し寒波　大雪注意 県内　夕方まで平野部３０㌢　砺波２７

北日本 27 とやま×私×フォト 「グラデーションの空」　小西文子（砺波市）

北日本 2‐10 人集う地域へ　魅力醸し出す　南砺の酒　砺波の宿　全国発信 古民家改装　１０月開業　砺波　楽土庵　１日３組限定／映画「もみの家」舞台

北日本 2‐10 広告　 贈り物にとなみのチューリップを　チューリップの花言葉は「思いやり」

北日本 2‐11 広告 富山県内１５市町村　地域情報発信　特色いっぱい！わが市町村　砺波市

北日本 4‐9 第２８回初春漫画コンクール　テーマ「熱」 初笑い　ウルトラハッピー　「熱い火の中へ」　ツバサアルモノさん

北日本 4‐11 新春読者文芸 俳壇　地　砺波市　今井久美子　人　今井久雄　詩壇　地　砺波市　蓮井信吉

北日本 4‐14 新年　小学生作品コンクール 習字　入賞・入選者　坪本麻央（砺波南部）ほか

富山 30 義仲「火牛の計」　ＣＧアニメに 物語性高め　名場面を再現　となみ野を愛し元気にする会　大河誘致を後押し

富山 4‐4~7 呉西プロジェクト　地方創生飛躍の年に 砺波市長　夏野修氏

富山 4‐5 広告 砺波市　砺波市議会　ほか

北陸中日 31 積雪　県内警戒続く 午後四時までの最低気温　砺波が氷点下二・二度

毎日 26 北陸の祭り 出町子供歌舞伎曳山

　２日　日曜日
新聞休刊日

　３日　月曜日
北日本 13-16 広告 あけましておめでとうございます 芸術・文化の分野でご活躍の皆様をご紹介しています

北日本 22 民意と歩む 議会診断 続く改革の歩み 砺波市議会

北日本 31 地域発 話題のキーマン 初代チューリップタワーに尽力 笠島 和夫さん オブジェ今も存在感 新たな憩いの場に期待

富山 17・18 広告 おすすめ文化施設ＭＡＰ

富山 21 湧き水トマトジュースに 南砺移住の粟野さん 無化学肥料・無農薬で

富山 24 全面滑走 笑顔はじけ 砺波・夢の平で今季初

富山 29 ほたるいか イオンモールとなみで笠踊り

　４日　火曜日
北日本 33 課題の字丁寧に 砺波　児童書き初め　砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

北日本 33 気合入れ打ち込み 小矢部　柔道稽古始め

北日本 33 かるたの腕試す 富山で新春大会　Ａ級②松井望（砺波）ほか

富山 10 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会１０月句会

富山 12 干支の石像ずらり 砺波・水本一太郎美術館　９１歳、石附さん作品展

富山 19 ほたるいか 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

北陸中日 10 豪快に課題の字書き上げ 砺波の児童が書き初め大会

　５日　水曜日
北日本 10 ２０２２　新年来社 本社　政治・行政　県議　米原蕃氏　ほか

北日本 11 ２０２２　新年来社 砺波支社　県議　瘧師富士夫氏　ほか

北日本 15 広告 砺波市　ほか

北日本 29 声の交差点 大切な水害へのそなえ　砺波市　大浦司（１０歳）

北日本 32 砺波の住宅敷地に家人男性遺体 砺波市高波

富山 3 県と市町村の類似施設　連携会議であり方議論 新田知事　本社で一年の抱負　城端・氷見線ＬＲＴ化「大切なテーマ」

富山 3 本社来訪（４日） 富山本社　新年あいさつ　米原蕃氏　ほか　砺波総局　瘧師富士夫氏　ほか

富山 13 地鳴り 高山右近ゆかりの地　黒田和也　４４歳（砺波市）

富山 19 各自治体で執務始め式 砺波市　コロナ禍で知恵を　夏野修砺波市長

富山 21 事件・事故 砺波で１人暮らし男性遺体　砺波市高波

北陸中日 14 北陸中日新聞　今年の事業 催し　第６５回中部日本吹奏楽コンクール　７月３０、３１日＝砺波市文化会館

読売 33 自宅敷地内で７３歳死亡 砺波市高波の民家

　６日　木曜日
北日本 11 新年来社　２０２２ 本社　政治・行政　デマンド交通充実へ　砺波市　夏野修市長　ほか

北日本 19 ハボタンで「寅」の地上絵 県花総合センター　１５品種９００鉢使用

北日本 25 ニュースファイル 遺体で見つかった男性は病死　砺波市高波

北日本 27 砺波ハンマー襲撃　懲役１２年が確定 富山地裁判決

富山 1 庄川峡　小寒の絶景 県内全域で冬日

富山 2 活力ある地域へ決意　県内８首長が来社 デマンドタクシー拡大　夏野砺波市長

富山 3 本社来訪（５日） 砺波総局　新年あいさつ　米原蕃氏（県議）　ほか

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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富山 15 地鳴り 今回の講習を良い機会に　北清俊一　６４歳（砺波市）

富山 20 新年文芸 川柳　佳作　砺波市狐島　紫藤道子

富山 21 教えの流儀 きもの着付入門（イオンモールとなみスタジオ）　講師　深田優子さん　変身願望楽しむ

富山 22 運搬用のそりを紹介 砺波民具展示室　昔の暮らし展

富山 23 葉ボタンでトラ描く 砺波・県花総合センター　正月展示始まる

富山 25 事件・事故 砺波の男性、死因は病死　砺波署

北陸中日 13 ｗｅｅｋｌｙガイド　まつり 厄払い鯉の放流　７日　庄川水記念公園

読売 27 葉ボタン　かわいいトラ 砺波市高道の県花総合センター

　７日　金曜日
北日本 4 ２０２２　新年来社　６日 本社　砺波工業　上田信和社長　ほか

北日本 21 来月１日に前倒し ６５歳以上３回目接種開始　砺波市

北日本 26 カイニョと生きる　砺波五鹿屋地区 剪定枝処理に「たき火」ＯＫ？　居住地域で見解相違　有志が住民アンケート

北日本 26 ３月２６、２７日に無料回収　砺波市 高校生ボランティア受け入れ　砺波市　「春のリサイクル大作戦」

北日本 28 ストーカー疑い　７２歳の男逮捕 砺波署　７０代男性宅押し掛け

北日本 28 ＨＰ改ざん被害　個人情報流出なし 県砺波青少年自然の家

富山 3 本社来訪　（６日） 砺波総局　新年あいさつ　小西十四一氏（砺波市議）　ほか

富山 5 県内大型店３～４割増 初売り売上高　帰省客多く「食」が好調　コロナ禍２度目　滑り出し上々

富山 20 「献血に協力を」呼び掛け となみセントラルＬＣ　砺波市役所で

富山 21 台北にチューリップ球根 砺波市　今年も「エリア」で発信　４年目の交流で充実　児童の栽培体験継続

富山 21 来月１日から３回目 コロナワクチンで予約支援　夏野市長

富山 23 事件・事故 ストーカー疑いで男逮捕　砺波署

富山 26 ＨＰ改ざん、閉鎖 砺波青少年自然の家

富山 27 砺波ハンマー殴打　男の懲役１２年確定 双方控訴せず　富山地裁判決

北陸中日 12 新春ムード　草花で演出 チューリップ×縁起植物　砺波・四季彩館

北陸中日 12 コロナワクチン接種 ３回目　来月１日から　砺波市

北陸中日 24 砺波青少年の家　ＨＰ改ざん被害 富山県教委

読売 29 自然の家ＨＰ改ざんか 県教育委員会　「県砺波青少年自然の家」のホームページ

　８日　土曜日
北日本 4 ２０２２　新年来社　７日 砺波支社　砺波市建設業協会　松本誠一会長　ほか

北日本 25 展望２０２２　市町村長に聞く 夏野修砺波市長　予約制タクシー拡大へ

北日本 25 記者の目　 「地域の足」不可欠　砺波支社編集部長・川渕恭司

北日本 34 コイ放ち　厄払い 庄川　長寿と健康願う　「厄払い鯉の放流」

富山 1 コロナの厄も　鯉に託し放流 砺波・庄川の奇祭　男女１２人、息災願う

富山 3 本社来訪（７日） 砺波総局　新年あいさつ　松本誠一氏（砺波市建設業協会長）ほか

富山 20 地鳴り 昭和こいるさん　死去に寂しく　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 25 「第６波」に警戒を　対策徹底呼び掛け 砺波、富山アラートで　砺波市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

富山 26 台湾児童に球根発送 県産チューリップ８４０個　県花卉球根農協

富山 27 紙風船 屋敷林守って健康に　砺波総局長・麻本和秀

北陸中日 12 コイ　厄を払って 庄川　お神酒飲ませ川に放流　「厄払い鯉の放流」

読売 27 健康　コイ願い奉る 砺波・庄川　庄川水記念公園

読売 26 ｙｆｃニュース　会員プレゼント 「入浴施設共通招待券」を

毎日 23 砺波青少年の家　ＨＰ改ざん被害 県教委が公開停止

　９日　日曜日
北日本 3 武田氏の県議会副議長就任祝う 南砺　米原蕃氏らが祝辞

北日本 13 勇壮　火消しの心意気 コロナで縮小　砺波　市文化会館駐車場で

北日本 13 お点前でおもてなし 出町児童センター　初釜のつどい

北日本 13 感性光る色紙 玄土社瑞穂書会展　砺波　北日本新聞砺波支社ギャラリー

北日本 19 みんなのＶＯＩＣＥ「景気回復への願い」 砺波市　５０代　機械屋さん

北日本 19 とやま×私×フォト 「コスモスウオッチング」　ＫＡＮＡＤＡ－ＭＥＴＡＬ（黒部市）

北日本 23 コロナ　県内新たに１６人感染 オミクロン株　２人目確認　砺波市１人

富山 4 「一緒にまちづくりを」 武田県議会副議長　南砺で就任祝賀会　米原蕃県議らが祝辞

富山 4 「タッグ組んで強力な北陸を」 馳氏が決意

富山 4 経済　今週の動き 富山　砺波商工会議所

富山 18 火消しの心意気示す ２年ぶり一斉放水　砺波市消防出初め式

富山 25 県内オミクロン２人目 コロナ新たに感染は１６人　２日連続２桁　砺波市１人

富山 25 ほたるいか 砺波市出町児童センターの初釜のつどい
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北陸中日 1 県内２人目　オミクロン 新規感染１６人　砺波市一人

朝日 15 １１団体が県大会進出 アンサンブルコン　高岡地区中学の部　砺波は１０日

読売 26 ワイドリポート　コロナ下　図書館進化 感染対策と利便性　両立　自動貸出機や電子書籍　非対面サービス　スマホで閲覧　サポート態勢

毎日 18 紅白ハボタンで「寅」を愛らしく 県花総合センター　季節展示「お正月」

１０日　月曜日
北日本 7 映える写真バトル　第６６回の対戦結果 本紙写真部カメラマンが勝利　本紙写真部カメラマン２０３７－５１５砺波高校写真部

北日本 11 追想　ありし日 月刊紙で地域つなぐ　元国語教諭で前城端時報代表　山本哲也さん

北日本 16 わが家のアイドル 柴田朔毎ちゃん　１歳　砺波市杉木

北日本 16 北日本写真サービス　撮ってネット 成人式の様子　砺波市

北日本 17 県内各地で成人式 変化する社会先導　砺波　市文化会館　新成人５７２人

北日本 23 とやま×私×フォト 「となみザウルス現る」　やぶちゃん（砺波市）

北日本 24 チューリップで「花育」を 県花卉球根農協　台湾の小学校に球根

北日本 24 県内外の女子６チーム熱戦 砺波でミニバス　「出町カップ」　砺波市体育センター

北日本 27 １８歳で大人　早い？　県内　新成人に聞く 一人前　違和感ない　入試・進路選び多忙

北日本 27 来年も２０歳対象 １４市町村

富山 7 コント 砺波・明水百選

富山 12 コロナ禍の克服と商工業の発展決意 砺波会議所賀詞交歓会　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

富山 13 大人の一歩、力強く 県内、成人式ピーク　砺波市　市文化会館

北陸中日 10 花壇に「虎」　上から眺めて 県花総合センター　紅白葉ボタンで表現

朝日 15 ３３団体が県大会進出 アンサンブルコン　高岡・新川・富山地区

毎日 20 北陸の祭り　 出町子供歌舞伎曳山　砺波市　春休みは稽古に熱

１１日　火曜日
北日本 13 １１０番通報体験 イオンモール来店客　「１１０番の日」に合わせ砺波署

北日本 14 とやまお城探検隊　１８０ 守山城①　高岡市　２５０年にわたり使用

北日本 19 とやま×私×フォト 「やっと着いた！」　ミーのジィジ（富山市）

北日本 20 縁起植物とチューリップ 砺波　四季彩館　新春彩る共演　「季節を彩る花々～新春」

北日本 20 万葉大賞に水野さん（立山） ふるさと高岡フォトコン　佳作＝中村公二男（砺波）

北日本 20 新成人の門出祝う 手をつなぐ育成会となみ地域連合会　「成人を祝い、新春に語る集い」

北日本 20 地域発展へ「有言実行」 となみ青年会議所（ＪＣ）

北日本 23 県内新規感染３３人 射水のクラスター１６人に　砺波１人

富山 7 地鳴り 正月サウナで水風呂克服　藤井昭道　４９歳（砺波市）

富山 7 コント 砺波・富之助

富山 14 「１１０番の日」各地で広報活動 買い物客が体験　砺波署　イオンモールとなみ

富山 15 ３市の６人祝福 手をつなぐ育成会となみ地域連合会　「成人を祝い、新春に語る集い」

富山 15 遊び通じ非認知能力高め となみＪＣ、８月にイベント

富山 15 １６児童クラブの書き初め３８３点 砺波市美術館

富山 16 となみ野ボーイズ　今年の必勝を祈願 南砺・髙瀬神社で

富山 21 「種もみ王国」品質強化 ＪＡとなみ野　新年度計画　新プラント建設　検査合格率９０％以上に

富山 21 射水　クラスター計１６人に コロナ　県内の新規感染３３人　９月４日以来３０人超　砺波１人

北陸中日 1 北陸　コロナ増加傾向 富山３３人、福井４８人、石川１８人　射水クラスター９人増　砺波一人

朝日 19 ３７団体が県大会進出 アンサンブルコン　新川・富山・砺波地区

１２日　水曜日
北日本 15 声の交差点 ＬＲＴ化へ知恵絞れ　砺波市　田辺一郎（６９歳）

北日本 19 書道　上達したかな 児童生徒　書き初め　砺波市児童生徒書き初め大会

北日本 19 ドリーム券の当選番号決定 砺波市商店街連盟の年末年始大売り出し

北日本 20 救急出動　２７７件増４６０３件 砺波・小矢部・南砺　砺波地域消防組合消防本部

北日本 21 記者ぶろぐ　社会部　市江航大 過労死ゼロを目指して

北日本 21 勇ましく掛け声　児童生徒打ち合い 砺波市剣道会

北日本 21 ふるさと納税に感謝状 砺波市　アルカスコーポレーションに

北日本 28 糸鋸師志し工房設立 南砺移住の柴田さん（東京出身）　「井波彫刻支えたい」

北日本 29 新型コロナ　部活動でクラスター 県内　新たに２０人感染　砺波市１人

富山 19 地鳴り 県外の子や孫に久しぶりに会う　堺井清美　６６歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 大みそかにもらった電話　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 回覧板活用へ　タブレット講習 砺波・栴檀山地区

富山 20 救急出動件数　３年ぶり増加 砺波消防まとめ　砺波地域消防組合消防本部　砺波市１４２８件

富山 21 清らかな雪やひな人形並べ 砺波で堀内さん和紙展　となみ散居村ミュージアム
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富山 27 県西部の学校　クラスター ４～６日に県外遠征　部活動で５人　県内新たに２０人　

北陸中日 1 県西部　学校クラスター 計５人　部活動で県外遠征　砺波市の十代女子ら四人ほか

毎日 20 新型コロナ　新たに２０人感染 部活クラスターも　４人は９日に感染が判明した砺波市の１０代女性の濃厚接触者

１３日　木曜日
北日本 11 ＮＩＥ教育に新聞を　第１８回　わたしの新聞コンクール 新聞感想文金賞　「祖母の学習教材とは ⁉」　佐々木沙樹さん　砺波高１年

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 庄川水資料館　「大野一秀　洋画展」

北日本 31 県内新たに１１人感染 年明け以降　１００人超える　砺波市１人

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 22 ロビー展 新春書き初め展　富山銀行砺波支店

富山 23 優良従業員１４人を表彰 砺波・庄川商工会　優良従業員表彰式　「三楽園」で

富山 28 県内で新たに１１人感染 ６日連続２けた　入院、療養１００人超え　砺波市１人

富山 29 ほたるいか 砺波高生の「砺波市政に対する課題研究」の展示

北陸中日 12 のびのび　力作書き初め 砺波市児童ク連が作品展　市美術館で

北陸中日 27 県内１１人感染増 砺波市一人

読売 26 となみ青年会議所　事業計画を発表 砺波市で１０日開催された記者懇談会で

読売 27 羅漢像に雪帽子 砺波市安川の般若山薬勝寺の境内

読売 27 新たに１１人感染 高岡、富山、魚津、射水、砺波の５市の１０歳未満～４０歳代の男女計１１人

１４日　金曜日
北日本 1 小矢部の国道　立ち往生 県内１４市町に大雪警報　砺波で１０時までの３時間に２０㌢

北日本 13 声の交差点 温かさ感じた修正会　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

北日本 19 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 １年　金賞　大浦結生（鷹栖）ほか

北日本 20 家庭守った神棚に感謝 神具店で焼納祭　砺波市五郎丸の長田神具店

北日本 21 庄川温泉郷　魅力向上へ 観光組合　宿泊・交通・道の駅　連携

北日本 21 前川さん（射水出身）特選 独立書展　審査会員＝千代歩月（砺波）

北日本 28 県内　コロナ計５０００人超 新たに３１人　砺波市３人

北日本 28 母殺害未遂疑い　大学生不起訴 富山地検　砺波市内の実家で母親を殴った男子大学生

富山 13 地鳴り 亡き友を思いゆずみそ賞味　長尾恒憲　７５歳（富山市）

富山 19 寒締めこまつな最盛期 砺波・ファーム東宮森　今月末まで８００㌔出荷

富山 20 書き初め秀作４３点 イオンモールとなみ　こども書道作品展　富山新聞文化センター

富山 21 宿泊客に無料バス観光 庄川峡観光協組　金沢などへ５ツアー

富山 24 県内コロナ５０００人超え 新たに３１人、クラスター拡大　砺波市３人

北陸中日 1 県内感染　累計５０００人超 ３１人増　砺波市三人

北陸中日 5 発言 コロナ禍３年目　多様性実践　会社員　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

読売 18 テントや仕切り　災害時供給　協定 砺波市、太陽工業などと

読売 19 男子大学生を不起訴 砺波市の実家で　名古屋市の男子大学生

毎日 20 ギャラリーだより 大野一秀洋画展　砺波市庄川町金屋の庄川水資料館

毎日 20 ギャラリーだより 児童企画展示「冬のおたのしみ」　砺波市幸町の市立砺波図書館

毎日 21 ぶらり　つれづれ 穏やかな田園　血の歴史　射水市大島絵本館長　立野幸雄さん

１５日　土曜日
北日本 1 ワクチン３回目　県接種会場　来月５日開設 富山・高岡　３月から前倒し　４月以降新川・砺波

北日本 1 交通機関　乱れ 県内　大雪ピーク過ぎる　砺波３２㌢

北日本 21 優良従業員を表彰 庄川町商工会

北日本 22 日中児童　がん学ぶ 上平小　オンラインで授業　

北日本 31 先手の除雪　寸断防ぐ　県内大雪 住民　小まめに雪かき　通勤前　車両フル稼働　昨冬の教訓生かす

北日本 31 オミクロン３１人増３３人 県内　デルタから置き換わり　砺波市１人

富山 1 接種会場　来月５日設置 きょうから予約開始　４月以降新川、砺波も

富山 1 きょうから大学共通テスト 雪、コロナ対策徹底　県内会場で準備進む

富山 21 地鳴り 大学生孫も帰省　にぎやかな正月　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 22 日中児童、がん学ぶ 南砺市上平小　トヨタ助成で遠隔授業

富山 28 オミクロン感染　３３人に 県内、コロナ新たに２４人感染　砺波市１人

富山 28 母殺害未遂疑い　大学生を不起訴 富山地検

富山 29 大雪で県内交通混乱 目立つノーマルタイヤ　国道立ち往生、鉄路運休

富山 29 知事「適時適切に対応」 昨冬教訓　県が大雪対策会議

北陸中日 27 大雪　県内交通乱れる 国道８号渋滞、立山線区間運休　砺波　市民が除雪、混乱なく

北陸中日 27 ３回目接種開始前倒し 県内２特設会場　来月５日に　四月からは新川、砺波両地域にも

北陸中日 27 県内２４人　新規感染 砺波市一人

4 ページ



読売 27 大雪　道路渋滞、鉄道運休 富山・猪谷積雪１１２㌢　警戒呼びかけ　砺波市で３７㌢

読売 27 ３回目接種　特設会場　来月５日から 県、施設の高齢者優先　

読売 27 チューリップと新春の花々競演 砺波　チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々～新春～」

毎日 22 小矢部　国道８号　１５㌔渋滞 県内大雪　トラック立ち往生で

毎日 22 特選に前川さん ２３日まで　東京で独立書展　無鑑査　審査会員＝千代歩月（砺波市）

毎日 22 事件・事故 殺人未遂容疑で逮捕の男子大学生を不起訴

日本経済 31 データで読む　地域再生　富山、チューリップに磨き 農産物の登録品種　半世紀で３７種育成　球根出荷量は国内トップ

１６日　日曜日
北日本 1 県内４ヵ月ぶり４０人超　 砺波市４人

北日本 19 大回転　男子石井　女子井林Ｖ 県体スキー　距離は広瀬姉弟制す

北日本 21 みんなのＶＯＩＣＥ　「阪神大震災の記憶」 砺波市　５０代　機械屋さん　砺波市　８０代　お猪口一杯で酔うヒト　砺波市　８０歳　田畑順司郎

北日本 23 役者の児童７人顔合わせ 砺波　出町子供歌舞伎　３年ぶり開催へ

北日本 23 無病息災願う 五鹿屋地区　砺波市五鹿屋公民館の左義長

北日本 24 となみ野ボーイズ　今春に１０選手入団 中学硬式野球　砺波体育センターで総会

北日本 32 地理Ｂ　砺波平野が設問に 大学入学共通テスト

北日本 33 風車 砺波市社会福祉協議会　市内のボランティア団体を紹介する催し

富山 5 地鳴り 髙瀬神社の新しいしめ縄　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 30 スキーの季節に新メニュー 砺波・夢の平コスモス荘

富山 30 カードゲームで避難所運営を体験 砺波市で防災士会研修　砺波市防災士連絡協議会の研修会

富山 31 ３年ぶり開催へ精進誓う 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭　東の児童７人が稽古始め

富山 32 ８チーム　決勝Ｔ進出 ６年１６チームが熱戦　氷見フットサル大会２０２２　６年の部第１日

富山 32 富山メンバー発表 きょう都道府県女子駅伝　８区（３㌔）上野真由（砺波市庄西中３年）

富山 32 大回転　石井、井林が制す　距離クラシカル　広瀬崚、悠Ｖ 第７５回富山県体スキー競技第１日

富山 37 県内、新たに４５人 新型コロナ　７割近く１０、２０代　帰省、成人式で拡大か　砺波市４人

富山 37 地理Ｂに「砺波平野」 散居村の変化巡り出題　大学入学共通テスト

北陸中日 1 県内４０人超 昨年９月以来　砺波市四人

北陸中日 23 出町子供歌舞伎　お待ちを ３年ぶり披露へ稽古始め

毎日 24 新型コロナ　県内２カ所に接種会場 来月５日から３回目開始　宿泊療養施設１カ所を追加

１７日　月曜日
北日本 21 きょうもにっこり 富山福祉短大幼児教育学科２年　和田風吹さん

富山 1 五箇山和紙へ白くなれ 南砺、原料のコウゾ「雪ざらし」　

富山 22 教育用ドローンやバルーンアート 砺波で奉仕活動紹介　砺波市社会福祉協議会のボランティア活動紹介展とイベント

富山 22 炎に願い託す 各地で左義長　―砺波・五鹿屋　―砺波・種田

富山 24 単独チームで大会出場 となみ野ボーイズ　新１年生１０人　

富山 25 小杉、逆転で栄冠 氷見フットサル６年の部　アズー高岡に３－１

１８日　火曜日
北日本 1 来月上旬から本格化　県内自治体　 砺波　集団接種さらに前倒し

北日本 19 柳瀬工業団地４㌶造成　２３年度完成 高岡砺波スマートＩＣ隣接　砺波市　　

北日本 19 チューリップ公園再整備に３０００万円 砺波市議会議案説明会　

北日本 19 平穏祈り左義長　種田地区 砺波市の種田地区自治振興会と種田公民館

北日本 20 避難所運営を模擬体験 市防災士連絡協　地震想定し研修

北日本 21 会長に谷口さん 日本新工芸家連富山会　監事＝安達陽子（砺波）

北日本 26 善意のともしび 砺波善銀

富山 5 ＬＰガス業務提携検討 東京の企業と　北日本物産、サカヰ産業

富山 13 コント 砺波・たぬき

富山 18 くらしの日記 大事な後輩　犀川寮明　７３歳（砺波市苗加）

富山 20 新春、華やかに彩る 砺波・四季彩館で季節の花　「季節を彩る花々～新春～」

富山 21 工業団地３月にも着工 砺波・柳瀬　北側４㌶先行整備　東海北陸道の残土　かさ上げに活用

富山 21 集団接種を２９日に前倒し 高齢者３回目　夏野市長

富山 21 ダム湖浚渫など　補正予算案に計上 砺波市

富山 21 砺波市に１００万円 アルカスコーポレーション寄付

北陸中日 12 コロナワクチン接種 ２９日に前倒し　３回目集団接種　砺波市

北陸中日 12 高岡砺波ＳＩＣ北側工業団地　年度内着手 砺波市、２４年度完成へ

１９日　水曜日
北日本 1 新型コロナ コロナ感染　新たに３０人　砺波市４人

北日本 5 過疎地域に６５市町村追加 砺波は「一部過疎」

北日本 17 声の交差点　☆ジュニア 水害の用意に安心　砺波市　河合茉穂呂（１０歳）
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富山 1 県内冬日　雪かきに汗 各地で事故、交通も乱れ　砺波市２６㌢

富山 1 県内３０人感染 重症おらず　砺波市４人

富山 2 砺波　過疎地域に追加 総務省　国勢調査　人口減受け

富山 12 「日本最速」社員ドライバー 自動車整備士・山口さん（ネッツトヨタ富山）　先月の６時間レース　ヤリス部門でチームＶ

富山 19 地鳴り 「愛妻の日」にチューリップを　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 昭和の初めへ祖父と時間旅行　薬師子龍　１４歳（射水市）

富山 20 大型絵本をお披露目 砺波図書館　吉田さん寄付で購入

富山 20 絈山さん優勝 ＮＰＯ法人健康麻将越中ひばり会第１２回交流プラザ杯　②高田隼水（砺波）

北陸中日 1 県内　新たに３０人感染 砺波市四人

毎日 22 第６７回青少年読書感想文全国コンクール　県代表作品④ 小学校中学年の部　課題図書　しっぱいをおそれずに　砺波市立出町小４年　松田理沙さん　

２０日　木曜日
北日本 4 健康教育実践・給食表彰決定 県教委　健康教育実践　近視予防の部　準優良校＝砺波市庄南小ほか

北日本 4 科学の甲子園　県代表２位 中学生大会 ４７チーム競う　県代表メンバー＝石附大知（砺波市般若２）ほか

北日本 5 ＬＲＴ化　道筋見えず 県・４市・ＪＲ西の検討会　コロナ逆風　事業費焦点　岡山は中断　「想定内」　２０００人はクリア　　

北日本 5 「需要はつくるもの」 交通政策に詳しい中川大氏（富山大副学長）に聞く

北日本 5 運行増で乗客４６％増 需要予測の結果を公表

北日本 5 コロナ対策支援要望 新田知事　田畑副大臣らと面会　砺波の夏野修市長が同席

北日本 5 県など大臣表彰 国勢調査ネット利用　砺波市５０・４％

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 19 声の交差点 東大寺と庄川扇状地　砺波市　大蔵外喜雄（７６歳）

北日本 21 電子回覧板　見守りに活用 栴檀山地区　アプリ導入　住民が操作方法学ぶ

北日本 21 新成人４２４人が安全運転誓う 砺波署に署名簿

北日本 22 大型絵本を披露 図書館で読み聞かせ　ファーストブックの会　砺波

北日本 28 庄川地域の本紙記事展示 ゆずの郷やまぶき

北日本 31 砺波のチューリップ　切り花出荷最多　２４０万本 本年度　最新設備を導入

北日本 31 県内新たに４１人感染 新型コロナ　７割が経路不明　砺波市１人

富山 2 ２０年国勢調査 ネット回答率　全国でトップ　田畑副大臣から知事に表彰状　砺波市　５０.４％

富山 2 ワクチン　供給見通し明示を 知事、高市政調会長に要望　夏野修砺波市長とともに

富山 21 地鳴り おいしい果物楽しみたい　加茂博一　７３歳（富山市）

富山 21 地鳴り 社会生活またも制約されるのか　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 豪華な花々　圧巻の光景　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・富之助

富山 22 瑞龍寺　勝興寺　国泰寺　連携　観光ツアー３月に販売 高岡・県西部観光社　訪日外国人向けで　御朱印帳やアロマの土産物も

富山 22 「水の事故・ゴミ捨て防止」入賞者たたえ 県標語・ポスター表彰式

富山 24 県代表２位 科学の甲子園ジュニア

富山 24 農業普及指導員　古込さん全国へ 富山で発表会　砺波農林振興センターの古込朱音さんが全国大会の代表

富山 28 県内４１人　コロナ感染 ８０代男性中等症　砺波市１人

富山 29 県内　冷え込み路面凍結 スリップ事故３０１件　砺波市で氷点下３・８度　山間部中心　きょう大雪予想

富山 29 ほたるいか 砺波市の新成人の交通安全署名簿提出

北陸中日 1 県内４１人感染増 砺波市一人

北陸中日 12 大型絵本　子どものために 砺波図書館１６８冊購入　吉田さんの寄付活用

読売 29 雪の峡谷行く　緩やかな波紋 「大寒」　小牧ダムと大牧温泉を結ぶ遊覧船

毎日 20 第６７回青少年読書感想文全国コンクール　県代表作品⑤ 小学校高学年の部　自由読書　「窓ぎわのトットちゃん」を読んで　砺波市立砺波東部小６年　岩崎愛さん　

２１日　金曜日
北日本 5 ワクチン集団接種　新川・砺波会場　前倒しを 市町村長　子ども向け検討も　ワンチーム会議

北日本 5 ワンチーム会議　市町村長の主な発言 助成拡大ありがたい　夏野修砺波市長

北日本 5 県産材民間利用拡大へ事業費 山村振興議連に知事

北日本 17 とやまデータ探偵団　人口に占める１５歳未満 舟橋村トップ　若い世代増加　砺波市　１２．１％

北日本 19 なんと版画年賀状公募展 小西さんら３人大賞　かゆう堂賞＝石村優衣（砺波市砺波北部小３年）ほか

北日本 19 第６７回砺波市児童生徒書き初め大会 小学生　北日本新聞社賞・特選　１年＝朝倉志織（出町）ほか

北日本 20 ふくおかカメラ館　コンテスト 澤田さん（富山高１）ジュニア大賞　一般は畠中さん（千葉）

北日本 20 ２０代９人入り練習に熱 劇団Ｐ．Ｏ．Ｄ．　来月２６、２７日　高岡で公演

北日本 20 市町村議会 柳瀬工業団地造成事業可決　砺波市議会臨時会

北日本 21 サクラ新品種　２種類発見 県中央植物園調査　立山・上市と砺波で自生　かれんな八重咲き

北日本 27 「安心」「副反応怖い」 ５～１１歳接種　承認へ　県内保護者　判断悩む　有識者にも温度差

富山 1 特設会場２９日設置　ワンチームとやま会議 東部、西部とも前倒し　３回目接種で県　７カ月経過の高齢者も対象　１１日間に拡充　県に１２歳未満の集団接種を提案　

富山 3 子ども医療費助成　拡充など実績報告　 県、今年度の連携推進項目
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富山 21 市町村議会（２０日） 砺波市　柳瀬工業団地の整備予算など可決

富山 22 「寒甘アスパラ」収穫　 砺波、南砺　道の駅など個人向け出荷

富山 27 県内　新たに７１人 昨年８月以来７０人超え　新型コロナ　県西部の学校でクラスター

北陸中日 1 止まらぬ感染拡大　北陸でも 富山７０人超　１４５日ぶり　石川１８０人　最多更新　福井１０９人　初の３桁

北陸中日 1 県３回目接種　２９日から 特設会場、１週間前倒し　

北陸中日 12 議会だより　２０日 砺波市　臨時会を開会

北陸中日 13 なんと版画年賀状展　大賞決まる あすから福光美術館で展示

北陸中日 26 「大寒」県内　雪しんしん 猪谷１０１㌢、砺波３１㌢

北陸中日 26 風紋 支え合い　

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 大寒冷え込む　きょうまで雪 気象台予想　砺波市で氷点下２・５度

読売 25 工業団地整備へ関連議案を可決 砺波市議会

朝日 19 響き　輝け　 県アンサンブルコン　あす開幕　砺波市文化会館で

毎日 5 新たに過疎地域になる６５市町村 一部過疎　富山県砺波市

２２日　土曜日
北日本 1 ブルッ　身を寄せ合いホッと 県内各地で氷点下　２１日　積雪　砺波３９㌢

北日本 5 県議会臨時会 新川・砺波会場　前倒しは　▽知事…２回目人数検証し検討　庄司昌弘氏　自民新令和富山第一

北日本 21 強盗に備え訓練 北銀砺波支店　砺波署

北日本 23 工業高生対象　全国製図コンクール 高桑・境・柴野さん最優秀　第３８回全国製図コンクール　機械系部門

北日本 31 県内新たに７２人 ２１日　砺波市３人

富山 1 県内冬日　上市町で今季最低氷点下１０．３度 ２１日　最低気温　砺波市氷点下４度

富山 3 県議会臨時会 ２回目接種検証し検討　新川・砺波特設会場　設置前倒しに知事

富山 4 富山スモーキー　ハイボール５０万本 若鶴酒造

富山 5 砺波「湯来楽」休業 再開は「未定」　砺波市の温浴施設「湯来楽砺波店」

富山 21 地鳴り すてきな風習　未来に残して　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 22 全国高校生コンクール ３人が製図最高賞　第３８回全国製図コンクール機械系部門　砺波工業・柴野展希さん

富山 22 強盗犯への対応確認 刺股使い方も学ぶ　北陸銀砺波支店で訓練

富山 24 ゲレンデ横にサウナ となみ夢の平スキー場　テント新設　癒やしの場、入浴やヨガも

富山 28 県内新たに７２人感染 昨年９月以来　入院患者１００人超え　砺波市３人

北陸中日 1 まん延防止適用、時短要請　知事、目安２例示す 「ステージ２、特定区域で拡大」「ステージ３」　県内７２人感染　２日連続７０人台　砺波市三人

北陸中日 13 強盗、ニセ電話…「いざ」に備え 北陸銀と警察　対応訓練　■砺波支店■

読売 22 寄付で購入　大型絵本披露 砺波図書館で読み聞かせ

読売 22 富山弁紙芝居で児童にがん授業 南砺　「おはなしポケット」の島田陽子さん　

読売 22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 寒い季節に大活躍　イラスト　土江田玲子（砺波市）

２３日　日曜日
北日本 1 県内１３２人コロナ感染 過去２番目　オミクロン大半　砺波市９人

北日本 3 支社発　自治体リポート　２７　砺波市 デマンドタクシー　認知度向上　利用増が鍵　エリア広げ当日予約も

北日本 3 記者の直言 散居村の課題解決に

北日本 13 声の交差点 支えになる友の言葉　砺波市　西内彩乃（１８歳）

北日本 16 文化財防火デー前に　各地で訓練　地域の宝　火魔から守る 落雷で出火想定　砺波　萬福寺

富山 1 県内１３２人　２番目の多さ クラスター３件　「全域で市中感染」　砺波市９人

富山 4 東京ＨＯＴライン　豪雪法に財政措置を 県関係国会議員　改正へ奔走　橘氏「国が主体的に」　除雪の死傷事故増　吉田氏「方向性評価」

富山 19 男子　福光東部　となみ　１位　女子　萩浦　津沢　石動東部　新庄北 砺波・小学生バレー連盟強化練習会　男女２８チームが熱戦

富山 19 火災から文化財守れ　 各地で訓練　砺波・萬福寺

富山 20 県内高校生とプロが交流 ｅスポーツの魅力堪能

富山 21 野上氏４選へ一致団結誓う 自民砺波市連女性部　新春の集い

富山 25 ほたるいか 砺波市五鹿屋公民館　スノーパーク

北陸中日 1 県内１３２人感染　６割若者 施設・学校・寮　クラスターも３件　砺波市九人

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

読売 22 アスベスト被害の相談会　 来月から県内６か所　新法施行後初「ぜひ来て」　２月８日　砺波文化会館

読売 23 ｅスポで県の魅力発信 実証実験　配信画面に観光名所

読売 23 文化財　火から守る 砺波・萬福寺で訓練

朝日 17 ９団体が北陸大会へ 小・高・大学　県アンサンブルコン　砺波市文化会館で

２４日　月曜日
北日本 1 県内コロナ拡大　新たに８５人感染 富山の学校でクラスター　砺波市１人

北日本 11 追想　ありし日　被災地の寺院と交流 地域との関わりを大事にした聞願寺前住職　埴山法山さん（砺波市新明）

北日本 17 雪上かるた負けないぞ 五鹿屋農村公園でイベント　五鹿屋地区体育振興会
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北日本 24 移住希望者に魅力紹介 県西部６市　オンラインツアー　ＤＩＹ貸し工房「Ｒ３２２」（砺波市）取り上げ

富山 11 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

富山 11 地鳴り 新庄監督の采配楽しみ　北清俊一　６４歳（砺波市）

富山 13 確定申告をスマホで体験 砺波税務連絡協　「スマホ申告体験会」

富山 14 高岡工芸、龍谷富山Ⅴ 県高校新人バスケットボール選手権大会

富山 15 学童フットサル６年の部 カンピオーネ連覇　小矢部で８チーム熱戦　３０日に５年の部

富山 15 移住体験語る とやま呉西圏域　オンラインでアピール　井波など紹介

富山 21 県内新たに８５人 富山の学校　クラスターに　砺波市１人

北陸中日 1 県内感染８５人増 学校クラスターも　砺波市一人

北陸中日 5 発言 続くコロナ禍　無病息災祈る　農業　島田栄　７３　富山県砺波市

北陸中日 11 交通安全を宣言　新成人が署名簿 砺波署にも提出

朝日 17 １１団体　次は北陸大会 中学と職場・一般　アンサンブルコン

毎日 22 チューリップの球根、台湾の児童に 県農協が「花育」で　県花卉球根農業協同組合

２５日　火曜日
北日本 1 ２保育施設　クラスター 県内コロナ１１３人感染　１０代以下４割　

北日本 20 神社で日本の文化に触れる 外国人が見学会　「ふれあい日本語教室たかおか」

北日本 20 カレー肉に地域の違い ヨネスケさん講演　砺波市新春農業講演会

北日本 21 チューリップフェア　県外でのＰＲ中止 砺波市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

富山 1 県内　１１３人新規感染 新型コロナ　学生寮でのクラスターは砺波市の１０代男性と２０代男性３人

富山 18 地鳴り ガラスで高級感　おひなさま買う　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 20 茎１本に花３輪 砺波のチューリップ生産者　「新タワーに似ている」

富山 21 関西、中京圏へのフェアＰＲを中止 砺波市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

富山 22 「大門きくらげ」栽培 素麺に並ぶ新たな特産に　砺波の松田さん　コンテナで通年出荷

富山 26 高岡の学校職員や氷見の園児感染 県内新型コロナ　砺波地域消防組合消防本部の男性消防士も

北陸中日 27 ２児童施設でクラスター 県内　若年層中心に１１３人感染　砺波市四人

北陸中日 27 公設「漫画図書館」満喫を 寄贈６万冊＆遊休施設　活用　電陽社協定　宝達志水に４月開館

読売 26 ヨネスケさん　砺波に「突撃」 「食文化　ひ孫まで伝えて」　「隣の晩ごはん」農業者向け講演

２６日　水曜日
北日本 19 先人の知恵学ぶ 砺波南部小３年　民具・農機具　見学　となみ散居村ミュージアム

北日本 20 三助焼の器で料理紹介 市食改協　サイト通じ魅力発信

富山 15 地鳴り ポジティブ条例　練り直しに共感　堺井清美　６６歳（砺波市）

富山 20 昔の暮らしはＳＤＧｓ 児童が農具など体験　砺波郷土資料館

富山 20 サイバー犯罪手口から被害防止学ぶ 砺波で消費生活講座

富山 27 児童、高齢者クラスター　 富山市で２件　県内１００人感染　砺波市２人

北陸中日 1 県警戒レベル「２」に まん延防止要請「慎重」　感染１００人増　砺波市二人

北陸中日 12 球根一つ、花は三つ 砺波市内で発見、市役所で展示

読売 28 よみうり文芸 短歌　俳句

２７日　木曜日
北日本 1 新型コロナ　県内１７０人感染　最多 今年初　重症者確認　砺波市３人　

北日本 14 となみ野 第３６回春を呼ぶチューリップ展

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 21 がんばってます　富山の職場 ２０周年　スポーツ身近に　ＮＰＯ法人ＳＥＩＢＵスポーツクラブ　砺波市柳瀬　

北日本 21 サイバー犯罪の手口や対策学ぶ 消費生活講座　砺波市消費生活センター

北日本 22 熱心に生徒会・ボランティア 富山県をよくする会　中学生１９人　１９団体表彰

北日本 22 活力あるまちへ３団体が企画提案 協働事業審査会　砺波市まちづくり協働事業の審査会

北日本 23 ３回目予約　長い列 ワクチン接種　イオンにサポート会場　砺波

富山 1 県内コロナ　最多１７０人 富山、氷見でクラスター　１人が重症に　砺波市３人

富山 21 とやま童話　第４８回富山県児童文学祭優秀賞 みんなのパプリカ　文・吉田真寿美（砺波市）　絵・みやばやしともこ（砺波市）

富山 25 ３回目接種予約に列 イオンモールとなみ　２０分で打ち切り　市「慌てず対応を」

富山 25 地域活性化事業　補助金を審査 砺波の３団体提案　砺波市まちづくり協働事業の審査会

富山 26 富山県をよくする会 中学生１９人　１９団体たたえ　地域を明るく照らす

北陸中日 1 富山県　最多１７０人 高齢者住宅などクラスター　砺波市三人

北陸中日 12 砺波市キッチン　検索１００万件 クックパッドで野菜料理紹介　突破記念　器に越中三助焼

北陸中日 12 まちづくり事業で３団体が概要提案 砺波市協働審査会

北陸中日 13 お取り寄せ 高道（たかんどう）ロール　富山県砺波市の洋菓子店「糀ＡＳＯＢＩ」

北陸中日 13 全国製図コンクール機械系部門 ３高校生　最優秀特別賞

北陸中日
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２８日　金曜日
北日本 1 コロナ感染急拡大 県東部５ヵ所クラスター　新たに２７７人　連日最多　砺波市０人

北日本 11 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 23 声の交差点 水島先生ありがとう　砺波市　宮永輝彦（５７歳）

北日本 25 砺波でチューリップ展　早春鮮やか１万本 愛と希望テーマ　映えスポットも

北日本 25 交通事故防止へ高齢者が講習 砺波市シルバー人材センター

北日本 25 出会った人の自然な姿撮影 山田さん写真展　高岡市吉久の陶工房と喫茶「さまのこ屋」

北日本 26 先駆者の功績紹介本並ぶ 砺波市砺波図書館の企画展示「新境地をひらく」

北日本 27 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 春の到来　願い込め

富山 2 県教育振興基本計画に意見募集 県教委

富山 19 地鳴り 御嶽海の優勝　思わず拍手　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 出てきた手紙と本を読み返す　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 ５人の功績たたえ 砺波署が感謝状

富山 20 ロビー展 小西淳子氏・木目込み人形展　北陸銀行庄川支店

富山 21 春の息吹　輝く星　チューリップ１万本ずらり 砺波で「プレフェア」、春を呼ぶ展　ミニＳＬ、綿菓子オブジェも

富山 21 「となベジ」料理　検索１００万件 越中三助焼を器に使用でブランド発信　砺波市

富山 27 ほたるいか 砺波市シルバー人材センターの交通安全講習会

北陸中日 12 春を呼ぶチューリップ１万本 砺波の四季彩館で開幕

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

毎日 24 読書感想画コン　広がる多様な表現 応募７２５点　県代表１６点決まる

２９日　土曜日
北日本 1 県内　保育１６施設休園 コロナ　子ども感染拡大　小中　休校２　学級閉鎖１０　砺波市　保育施設０　小中学校１学級

北日本 4 県　転出超過増え１９７８人 ２１年人口調査　自然減は７４２７人

北日本 18-19 ２０２１年度　北日本新聞スポーツ記録賞 陸上の記録　高校男子　石﨑快軌　砺波③

北日本 21 声の交差点 冬の庄川峡の遊覧を　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 21 声の交差点 家業を継ぐ苦労知る　砺波市　吉岡公成（６４歳）

北日本 23 特殊詐欺防ぎ２回目感謝状 セブンインター店安念さん　砺波署

北日本 23 きょうもにっこり 富山市消防局婦中消防署消防第１係主任　山﨑康晴さん（砺波市）

北日本 23 コロナ終息祈る 三喜有　恵方巻き食材願掛け

北日本 23 県警本部長・署長感謝状 砺波署

北日本 23 広告　チューリップ四季彩館　冬季特別企画展 第３６回　春を呼ぶチューリップ展

北日本 24 すのーず（富山工業高）最優秀　ミラコン 「ミラコン２０２２」　奨励賞＝砺波工業高機械科

北日本 32 県内２１６人感染 学校クラスター２１人　砺波市の２０代と１０代の男性６人

富山 2 県の人口移動調査　３年連続転出超過 ２１年　１９７８人、２０代女性が５４％　成長戦略で食い止め方針

富山 3 ５氏の功労たたえる 県が高齢者叙勲伝達式　竹内吉直さん（８８）＝元県砺波県税事務所長

富山 3 松本建設を１カ月指名停止 県

富山 3 来訪 砺波総局

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 24 恵方巻き生産拡大 南砺・三喜有　健康祈願で人気

富山 24 安念さん２度目　詐欺被害を防止 砺波署が２人に感謝状

富山 25 工業技術論文発表　最優秀は富山工高 ミラコン　奨励賞　砺波工高機械科

富山 30 県内　２１６人新規感染 新型コロナ　２日連続２００人超す　砺波市１１人

北陸中日 1 県内２１６人感染　連日２００人超 砺波市十一人

読売 24 春　待ちきれない　チューリップ展 砺波・四季彩館　「第３６回春を呼ぶチューリップ展」

日本経済 31 データで読む地域再生　富山・砺波市　孫世代育児に給付金 高齢独居率低い北信越５県　石川・白山市、同居で補助金

３０日　日曜日
北日本 17 みんなのＶＯＩＣＥ「キャッシュレス」 砺波市　３０代　自営業　ランクアップを待ち侘びて

北日本 17 とやま×私×フォト 「みんなーハイポーズ！」　ロビンちゃん（砺波市）

北日本 19 癒しのテントサウナ 白銀のゲレンデに登場　砺波市五谷の夢の平コスモス荘

北日本 20 オリーブで農業活性化 地元経済人　会社設立　新たな特産品目指す

北日本 26 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市７人

北日本 28 コロナワクチン　「早めに打てて安心」 県特設会場　３回目接種開始

富山 1 絵本原画ニャー！展　ニャんと多彩　猫の絵 県美術館で開幕　国内外の２５０点

富山 20 砺波で３回目接種スタート コロナワクチン　砺波まなび交流館で

富山 20 オリーブ園の整備計画説明 砺波・柳瀬地区　砺波市柳瀬地区自治振興会の地域協力セミナー
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富山 23 着座式スキー普及を 南砺で有志グループ　来月８日にイベント

富山 23 ゲレンデサウナ「気持いい」 砺波・夢の平スキー場　銀世界、雪で体冷やす

富山 27 ほたるいか 総合カレッジＳＥＯの初弾会

北陸中日 1 県特設会場で接種開始 今後、新川、砺波両地域にも設置予定

北陸中日 1 県内児童施設と学校　３ヵ所でクラスター 新規感染３日連続２００人超　砺波市七人

読売 24 ゲーム依存　予防ルール 小中学校など独自対策　１８年県内児童５．６％「疑い」

３１日　月曜日
北日本 1 県内感染　４日連続２００人超 新型コロナ　日曜で最多２７１人　砺波市４人

北日本 17 本番衣装で入念稽古 となみミュージカルキッズ　３月公演　自作舞台　家族の絆描く

北日本 17 子育て世帯の意見聞かせて 市が基金活用策探る　砺波　「ミニミニとなみーてぃんぐ」

北日本 23 とやま×私×フォト 「尖山（とがりやま）」　まめたろう４０（砺波市）

北日本 24 １１月に氷見で「富山の太鼓」 県太鼓協会　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館で総会

北日本 27 風車 県民公園頼成の森　竹スキーを作る教室

富山 9 地鳴り 行き過ぎた対策講じている気も　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 9 月曜川柳　乱反射 嶋田道子（砺波）

富山 21 ほたるいか 砺波市の富山県民公園頼成の森　「竹スキー」製作

北陸中日 11 砺波地域３市　出火が３件減 昨年、救急は２７７件増　砺波地域消防組合　二〇二一年の出動件数まとめ

北陸中日 23 県内　２７１人新規感染 ４日連続２００人超　砺波市四人

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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