
　　　　　　　２０２２（令和４）年２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 13 全中スキー　きょう開幕 県選手団名簿　アルペン　男子＝中川大陸（出町３）ほか

北日本 13 全種目で入賞目指す スキー国体　県選手団　結団壮行式

北日本 17 交通安全誓い　２万３７９４人署名 砺波市交通安全協会　砺波署に

北日本 17 昭和前半の暮らし見て 民具展示室　農家の冬仕事紹介　季節展示「昔の暮らし　冬の仕事展」

北日本 18 陶器修復の技　教えます 高岡　銅器・仏壇老舗がタッグ　月２回「金継ぎ」教室

北日本 19 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組

北日本 19 高齢者叙勲（２月の県内分） 瑞宝双光章　元県企業局参事　斎藤博氏＝砺波市庄川町五ケ

富山 17 地鳴り もっとレベルの高い対策必要　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 22 砺波のデマンドタクシー 庄川全域、庄西に拡大　市長方針　「市長と語る会」

富山 22 冬の美、厳しさ伝え 砺波市美術館で館蔵品展

富山 22 水耕栽培のチューリップ　切り花出荷が本格化 県内　バレンタイン需要見込み

富山 23 子育て支援、市に要望 砺波のミニ集会で母親ら　砺波市の「ｍｉｎｉ２（ミニミニ）となみーてぃんぐ」

富山 29 ほたるいか 砺波市交通安全協会　交通安全署名簿を提出

北陸中日 1 １月　クラスター２５件 県内　新規感染５日連続２００人超　砺波市六人

北陸中日 12 交通安全の署名　２万３８００人分提出 安全協、砺波署に　

　２日　水曜日
北日本 17 無事故祈り署名簿奉納 市交通安全協　交通安全祈願祭

富山 19 教育研究実践記録　最優秀に牧山教諭 砺波市の研究会　砺波市小学校教育研究会の全体研修会

富山 19 １年間の無事故祈願 砺波市安協　交通安全祈願祭

富山 25 県内９地点で冬日 砺波市氷点下２・８度

富山 25 ほたるいか 砺波市の砺波図書館でバレンタインデー向けの企画展示

北陸中日 28 富山市　クラスター２件 小学校と保育施設　県内新規感染１８１人　砺波市一人

読売 26 県人口　１９７８人転出超過 昨年、３年連続　外国人の転入回復せず　砺波市▼１１１人

朝日 19 カラフル　春を先取り 砺波でチューリップ展　チューリップ四季彩館　「春を呼ぶチューリップ展」

日本経済 35 立山酒造　焼酎販売に参入 福岡の酒造に生産委託、１４年熟成　売上高２億円　上積み狙う

  ３日　木曜日
北日本 1 県内２９６人感染　最多更新 県西部　学校でクラスター　砺波市１１人

北日本 14 となみ野 第３６回春を呼ぶチューリップ展　ほか

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 19 声の交差点 新聞が持つ力実感　砺波市　西森和奏　（１９歳）

北日本 21 大谷さんら最優秀 交通安全標語　砺波市交通安全協会

北日本 29 ニュースファイル 大和ハウス工業と松本建設指名停止　魚津市

北日本 29 ニュースファイル 官製談合事件の１社指名停止　砺波市

富山 13 富山新聞文化センターだより 人前で歌うが楽しみ　中島晴幸さん（８５）（砺波市高波）

富山 15 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 「音楽神社」に仲間集う 昨年３月に死去　酒井宮司を慕い　砺波・藤津　祭礼で毎月奉納演奏　おりん、ライアー、胡弓、多彩に

富山 20 最優秀賞に大谷　𠮷川、熊野さん 砺波市交通安全標語

富山 20 小中学生がとらえた　となみ野の情景２９点 砺波で写真展　となみ野田園空間博物館推進協議会の第１５回小中学生写真コンテスト

富山 21 富山市の官製談合受け１社指名停止 砺波市

富山 21 魚津市は２社指名停止に 大和ハウス工業（大阪市）　松本建設（砺波市）

富山 22 記念賞に荒谷さん（射水） 書道芸術院展　俊英賞は林さん（高岡）

富山 23 紙風船 転倒に注意　砺波総局長・麻本和秀

富山 27 県内最多２９６人感染 コロナ再び２００人台　クラスター１件　砺波市１１人

北陸中日 1 県内２９６人感染　最多更新 砺波市十一人

北陸中日 12 東京の建設コンサル　砺波市が指名停止に 富山市で談合、１年間

北陸中日 12 砺波の子育て世帯　支援策を話し合う 基金の活用法も探る　「ミニミニとなみーてぃんぐ」

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北陸中日 13 催し 季節を彩る花々～早春～　チューリップ四季彩館

読売 24 障害者雇用率最高　２・１８％ 昨年６月時点　法定率達成企業は減　砺波市４・５人

　４日　金曜日
北日本 1 県内最多３１２人 クラスター　富山で４件　砺波市９人

北日本 13 とやまデータ探偵団　マイナンバーカード交付率 南砺市トップ　富山県は１０位　２．砺波市４５．６％
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北日本 13 声の交差点 行政の真の姿を知る　砺波市　小西笑子（７２歳）

北日本 19 新最終処分場　基本計画報告 砺波広域圏事務組合　砺波市役所で全員協議会

北日本 26 無料税務相談会　１８～２６日４会場 北陸税理士会県支部　１８日イオンモールとなみ（砺波市）　

北日本 29 コロナ退散 高瀬神社節分祭

富山 1 県内３１２人　連日最多 県警などクラスター４件　初の感染３００人超え　砺波市９人

富山 25 コント 砺波・たぬき

富山 28 コロナ収束、「鬼は外」 神職や巫女　袋詰め豆まく　南砺・髙瀬神社で節分祭

北陸中日 1 県内　３１２人感染 連日の最多　県警などクラスター　砺波市九人

北陸中日 27 「分団員出動」配信遅れ 高岡　先月の６棟火災　旧町名未登録　システム不具合

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

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 病退散　福は内 各地で節分祭　高瀬神社　

毎日 15 第６７回青少年読書感想文全国コンクール入賞・入選者 富山県　松田理沙　全　砺波市立出町小４年　ほか

毎日 24 青少年読書感想文全国コン　 県内から３人が入賞　恐れず挑む思い強まった　砺波市立出町小４年　松田理沙さん（１０）

毎日 24 ギャラリーだより 冬季特別企画展「第３６回春を呼ぶチューリップ展」

毎日 24 ギャラリーだより 館蔵品展Ⅱ特集「冬景色」

　５日　土曜日
北日本 17 全中スキー女子回転 堺（富山大付属）２位　初の表彰台　清利（城端）は７位入賞

北日本 25 「福ふく味噌」ブランド化 学校田のコメ使用　南砺福野高　秋出荷へ初仕込み

北日本 25 除雪費７０００万円追加 砺波市

北日本 26 足場シート楽々固定 建設業の佐藤さん　金具開発

北日本 27 県立高推薦選抜０．９１倍 過去最低　少子化影響か　砺波工業

北日本 27 井口さんら４人最高賞 北日本書道展　福野で１２日開幕

北日本 27 コロナワクチン接種 １１歳以下　来月７日から　砺波市

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２０人

北日本 34 新たに３４１人感染 ３日連続で最多更新　クラスター４件　砺波市の介護老人福祉施設

富山 1 そうめん作り丁寧に 砺波・大門　県内、寒い立春

富山 2 県市町村広報コンクール 上市町　４５年ぶりに特選　写真部門の特選　砺波市の「広報となみ」（６月号）

富山 4 タケシンがＳＤＧｓ宣言 スポーツメーカーの製品検査を手掛けるタケシン（砺波市）

富山 27 砺波市、１８歳以上に順次接種券を送付 ワクチン３回目前倒し

富山 27 除雪費７千万円専決 砺波市

富山 28 地鳴り 思い出深き愛すべき郷土　根田奈未子　５５歳（砺波市）

富山 32 ２０２２年度県立高全日制推薦入学志願状況 砺波工

富山 33 堺（富大附２年）回転２位 全中スキー・女子　清利（城端２年）７位

富山 33 がんに立ち向かう青とオレンジの光 南砺・相倉など１５カ所　河原ノリエ東大特任准教授（砺波市庄川地域出身）が司会

富山 37 県内また最多　３４１人 新型コロナ　クラスター４件　重症者ゼロに　砺波市の介護老人福祉施設

北陸中日 12 県、３年連続転出超過 入国規制で実習生減も要因　昨年速報値　舟橋村のみ人口増

北陸中日 13 ２０２２年度県立高推薦入試出願状況 砺波工

北陸中日 13 全国中学スキー 最終日　女子回転　⑱石附志野美（般若）

北陸中日 27 県内３４１人感染 ３日連続最多更新　砺波市では介護老人福祉施設で入所者三人と職員三人が感染

読売 24 ２０２２年度県立高推薦志願者数 砺波工

読売 25 みそ商品化　生徒が挑戦 南砺福野高　プロジェクト始動　今秋発売へ仕込み開始

読売 25 新規感染３４１人 最多更新　砺波市の介護老人福祉施設でクラスター

毎日 24 第３３回読書感想画中央コンクール　県代表作品 彼女に隠された本当の真実　砺波市立庄西中２年　高田恋花さん　自由読書

　６日　日曜日
北日本 1 県内全域に大雪警報 交通網混乱　平野部６０㌢恐れ　砺波３８㌢

北日本 3 社説　砺波の切り花　出荷最多 生産・販売の戦略実った

北日本 13 声の交差点 心和む「日曜美術館」　砺波市　武部琉子（７７歳）

北日本 19 図書館で「恋活」しよう 関連本そろえ読書会も　砺波図書館　企画展示「出会いはすぐそこに…」

北日本 19 書き初め　力作並ぶ 玄土社一陽書会展　砺波市太郎丸の北日本新聞砺波支社ギャラリー

北日本 20 獅子舞伝承　歴史学ぶ 市内運営団体対象に講演　「獅子舞講演会」　砺波郷土資料館の脊戸高志副館長が講演

富山 1 県内大雪　交通に乱れ 全域に警報　強い冬型　きょうも　砺波市３９㌢

富山 4 県内建材メーカー　リフォーム需要高まる リビングで「お仕事」増　デスク、間仕切り　手軽に　テレワーク普及に対応

富山 4 経済　今週の動き 富山　砺波商工会議所

富山 19 地鳴り できそうでできない勇気　上田百合子　６９歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 花を楽しみにまた訪ねたい　小倉慶子　７７歳（砺波市）
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富山 20 交通ルール守ります 子ども免許コーナー　ＪＡＦ富山支部　砺波・四季彩館で開設

富山 20 多彩な獅子舞に理解 南砺市が講演会　砺波郷土資料館の脊戸高志副館長が講演

富山 20 運搬用そりを解説 砺波民具展示室　季節展示「昔の暮らし　冬の仕事展」

北陸中日 1 県内全域に大雪警報 砺波３６㌢観測　あいの風１４本遅れ

北陸中日 1 県内　２９９人新規感染 クラスター　赤十字病院など５件　砺波市一人

北陸中日 12 とやま写真館　 ㉛庄川遊覧船（１９３０年ごろ～）　林業を支えた運搬船

北陸中日 12 「交通ルール守る」　子どもに免許証 チューリップ四季彩館　ＪＡＦ「子ども安全免許証」発行

読売 29 全域に大雪警報　警戒を呼びかけ 砺波市五郎丸で３６㌢

毎日 18 荒谷さんに記念賞 書道芸術院展　林さんは俊英賞

　７日　月曜日
北日本 9 文化ワイド　この人に聞きたい 凶悪犯罪が映す心の闇　誰もが加害者になり得る　絶望の中で短歌に救いを求めた歌人　高島裕さん（５４）

北日本 17 ネット被害　子ども守れ 砺波　三井さん　活動２０年　最後の講演　「小さな変化に気付いて」

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１９人

北日本 23 声の交差点 ハープの魅力知る　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 23 とやま×私×フォト 「初冬の庄川峡」　てつちやん（氷見市）

北日本 24 記者ぶろぐ　政治部　高嶋昭英 ごみ袋に見る地域事情

北日本 27 笑顔あふれるまちに 滑川市長に水野さん　「市民と一緒につくる」

北日本 27 県内コロナ　新たに３２０人感染 介護施設・学校クラスター　砺波市内の学校の同学年の２人が感染

北日本 27 県内　大雪の峠越す 空の便・列車運行乱れ　砺波６０㌢

富山 7 地鳴り 「使命感」こそ長生きのもと　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 7 コント 砺波・富之助

富山 14 第１８回砺波市民体育大会スキー競技 ６日・同市のとなみ夢の平スキー場

富山 14 献血協力呼び掛け となみセントラルＬＣ　イオンモールとなみで街頭献血活動

富山 16 県シニアラージボール卓球大会 射水市大門総合体育館

富山 17 ２３２人を表彰 県高体連総会

富山 20 県内コロナ３２０人 クラスター２件　過去２番目の多さ　砺波市１９人

富山 21 南砺で除雪の男性死亡 県内大雪、交通も乱れ　砺波市６１㌢

北陸中日 1 県内３２０人新規感染 過去２番目　砺波市十九人

北陸中日 1 県内降雪　峠越す 砺波５９㌢

北陸中日 9 車いすバスケ　苦悩、努力語る 砺波出身　パラ銀・宮島選手　金沢で講演

読売 22 読売　俳壇 砺波市　野村真里恵

 ８日　火曜日
北日本 6 兵庫のメーカーとコラボウイスキー 若鶴酒造　

北日本 13 声の交差点 富山弁の地域性学ぶ　砺波市　島田栄（７３歳）

北日本 19 小中の学級人数適正規模を議論 学校のあり方検討委　砺波

北日本 21 心に寄り添い自殺防いで ゲートキーパー養成講座　砺波

北日本 21 グループホーム　きょうから見学会 来月オープン予定　砺波

北日本 21 コロナで夢の平スノーフェス中止 五谷観光企業組合

北日本 21 スキー　第１８回砺波市民体育大会 ６日、となみ夢の平スキー場

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１５人

北日本 29 クラスターに伴う新規感染数 県「把握できてない」　県内新たに２７１人　砺波市、市内の学校で１人陽性

富山 18 くらしの日記 葬儀の日に　紫藤道子　８７歳　（砺波市狐島）

富山 21 地鳴り 美しい風景感じた早朝　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 23 １学年の複数学級望ましい 砺波の検討委　小中学校再編で意見　「砺波市立学校のあり方検討委員会」

富山 23 砺波市がゲートキーパー養成講座 砺波市の「命の門番（ゲートキーパー）」養成講座

富山 28 県内２７１人新規感染 新型コロナ、１人重症に　砺波市１５人

北陸中日 7 かがやき新世代 旅館「ゆめつづり」　小西正洋さん（３５）　客の声聞く力忘れず

北陸中日 16 雪の庄川峡　まるで水墨画 雪化粧した庄川峡を進む遊覧船

北陸中日 16 「広報上市」が４５年ぶり特選 県内広報コンクール　写真部門の特選は「広報となみ」（六月号）

北陸中日 27 県内　２７１人新規感染 砺波市十五人

　９日　水曜日
北日本 5 市町村でもサポート強化 国補助　９市町が「申請」「予定」

北日本 5 体温測定端末２台を寄付 県法人会連合会　黒部学園（黒部市石田）と砺波学園（砺波市福山）に設置

北日本 22 神の川　永遠に　イ病勝訴５０年　 イ病対策協　風化・再発　防止へ決意　勝訴５０年式典　来月開催

北日本 22 文科相表彰を報告 雄神公民館　優良公民館文部科学大臣表彰を受賞

北日本 23 スマホ利用の確定申告ＰＲ 高原兄さん　
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北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市６人

北日本 28 「スニーカー農業」推進 ＪＡとなみ野　若者・女性　呼び込む

北日本 28 ホームページ再開 砺波青少年自然の家

富山 3 ２障害児施設に体温測定器贈る 県法人会連合会　黒部学園と砺波学園に

富山 23 地鳴り 憂いなく握手をできる日はいつ　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 23 地鳴り 屋敷林はもう厄介者である　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 25 ポンテとやま（砺波）が大賞 こころを育む活動全国表彰　「２０２１年度こどもたちの〝こころを育む活動〟表彰」

富山 25 あすから接種券　６４歳以下に送付 小矢部市　小矢部、砺波、南砺の３市が連携

富山 26 ご当地ジェラート多彩 県商工会女性部連　高岡で初コンテスト　グランプリに南砺の「くろまめジェラート」　準は上市の「しょうが」

富山 26 着座式スキー体験 南砺市イオックス・アローザ　有志が初のイベント

富山 26 小カブ出荷本格化 とやまのカンカン野菜　アグリとなみ野　昨年比２５％増目指す

富山 26 高原さん、確定申告「簡単」 スマホ活用を呼び掛け

富山 26 委員長に高畑氏新任 県洋画連盟　副委員長　宮﨑悦郎（砺波）

富山 27 北陸初の漫画図書館　宝達志水町 ４月開設　６万冊収蔵　「レジャーがない町」返上　砺波の電陽社グループと連携

富山 27 改ざんのＨＰ再開　 砺波青少年自然の家

富山 31 県内２６４人　新規感染 新型コロナ　クラスター３件確認　砺波市６人

北陸中日 5 発言 山本昌さんの殿堂入り　朗報　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 13 雄神地区盛り上げ　公民館が大臣表彰 砺波市長に受賞報告　砺波市の雄神公民館　本年度の優良公民館文部科学大臣表彰

読売 26 よみうり文芸 短歌　砺波市　武部由美子

読売 26 近県情報 車いすバスケの宮島選手が講演　金沢市立泉野図書館

 １０日　木曜日
北日本 14 となみ野 第３６回春を呼ぶチューリップ展　ほか

北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 23 華やか　春の訪れ チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々～早春」

北日本 24 小学生図画コンクール 特選・特別賞に３６点　特選・富山第一銀行賞＝伊東樹希（砺波南部１）ほか

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１５

北日本 33 新型コロナ　県内最多４０９人感染 富山でクラスター２件　砺波市教委　市内の保育施設と学校で感染者確認

北日本 33 風車 日本ピアノ調律師協会北陸支部　砺波工業高校で授業

富山 21 コント 砺波・明水百選

富山 22 夢の平スノーフェス中止 １１日、砺波　五谷観光企業組合が発表

富山 22 建設会社が初の福祉施設運営 砺波で南砺・アルカスＣ　砺波市神島で障害者向けのグループホーム建設

富山 23 優良公民館で文科大臣表彰 歴史に触れる機会を提供　砺波・雄神　砺波市雄神公民館

富山 30 新型コロナ　県内最多４０９人感染 富山市、初の２００人超え　２保育施設クラスター　砺波市１５人

富山 31 屋敷林たき火に賛否 転居者４割　散居村７割　自治振興会調査　ルール作りへ　砺波平野「昔ながら」「火事心配」

北陸中日 1 県内最多　４０９人新規感染 砺波市十五人

北陸中日 12 春を感じる花　一足早く 砺波・四季彩館で企画展　「季節を彩る花々～早春～」

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北陸中日 26 新型コロナ　９日 砺波の保育施設

毎日 20 遊女の悲恋　盆踊り唄に　石川・小松　串茶屋町の「やっちん踊り」 １８１８年に起きた心中事件題材　「えんじゃら節」歌詞の９割同じ　子どもたちへ文化の継承を

１１日　金曜日
北日本 7 経済団体トップ　来週の予定 商工会議所　砺波・北村憲三会頭

北日本 22 ＳＤＧｓ啓発　ポスター展示 砺波ロータリークラブ

北日本 23 カラフル　春香る 花まつり　チューリップ・桜展示　「早春を彩る花まつり２０２２」　県花総合センター

北日本 25 県産スギ　ぬくもり感じて 農林中央金庫など　展示棚・ベンチ贈る　県花総合センター

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市４０

富山 21 地鳴り 安全運転で冬乗り切って　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 22 啓翁桜、春の彩り 砺波で早春の花まつり　県花総合センター

富山 22 県産スギの展示棚　花総合センターに 県森連など寄贈

富山 28 ３９９人感染　累計１万人 高岡でクラスター　重症者２人に　砺波市４０人

北陸中日 1 知事「現状　要請は不要」 県内３９９人感染　砺波市四十人

北陸中日 17 春の花　香り楽しんで 砺波　県花センターで５０００本展示　「早春を彩る花まつり」

北陸中日 17 県産スギのベンチや棚寄贈 農林中金など、県花センターに

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

１２日　土曜日
北日本 10 県小・中・高校生書き初め大会 郡市代表２０００点審査　推選作８００点決まる　砺波市

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市３７人
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北日本 25 声の交差点 庄川の文化施設存続を　砺波市　柏樹直樹（８６歳）

北日本 25 声の交差点 庄川のすてきな場所　砺波市　川越美子（６８歳）

北日本 26 チューリップ　首都圏でＰＲ 砺波切花研究会　

富山 7 地鳴り わが家の除雪機　今日もフル稼働　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 7 コント 砺波・富之助

富山 18 お薦め本でときめき交流 砺波図書館　初の恋活イベント　「としょ恋～図書館でときめき恋活読書会～」

富山 18 チューリップ贈って 千葉でバレンタイン展示　砺波切花研究会

富山 18 建国記念日　繁栄願う 砺波・出町神明宮　松風会が詩吟奉納

富山 25 県内　最多４２０人感染 コロナ　クラスター６件発生　砺波３７人

北陸中日 1 県内　最多４２０人感染 砺波市三十七人

北陸中日 5 発言 立浪竜　石川昂選手に期待大　会社員　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

読売 23 色で香りで　告げる春 砺波　「早春を彩る花まつり２０２２」　県花総合センター

１３日　日曜日
北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ「こだわりチョコ」 砺波市　５０代　男性　自営　機械屋さん

北日本 14 広告 第６０回　ファーストバンク　小学生図画コンクール　審査発表

北日本 17 入賞・入選２５３点一堂 北日本書道展　ＣＯＳＭＯＳ書会　南砺市福野文化創造センター

北日本 18 １１７人１３４団体を表彰 県善銀と県親切運動本部

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市２５

北日本 27 県内コロナ３６２人感染 クラスター　富山で２件　砺波市教育委員会　市内の保育施設で複数の職員と園児が感染

富山 5 地鳴り 春に歩きたい冬ソナの道　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 22 アルペンルート　ＶＲで体験 弥陀ヶ原を「散策」　小矢部のアウトレット

富山 26 県内３６２人感染 富山市、クラスター２件　新型コロナ　砺波市２５人　保育施設の複数の職員と園児

北陸中日 1 県内３６２人新規感染 ２件クラスター　砺波市二十五人

北陸中日 19 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

１４日　月曜日
新聞休刊日

１５日　火曜日
北日本 25 ２年生初　第２種電気工事士　全員合格 砺波工高電気科　支え合い努力実る

北日本 25 手品・紙飛行機　室内遊び楽しむ 砺波図書館講座　「室内あそび楽しもう！」

北日本 25 きょうもにっこり 砺波市広報情報課主任　鈴木創悟さん（砺波市）

北日本 26 特別会計予算　前年度比１．０％増 砺波介護保険組合議会　２月定例会本会議

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市３４

北日本 32 県内コロナ３７２人感染 自宅療養３０００人超　今月死者累計３人　砺波市教育委員会　市内の学校で休校

富山 22 ローズ　ママン（砺波市鷹栖） 「ネコ食パン」　イチ押し　かわいく、もっちり

富山 27 議長に藤本氏　副には赤池氏 砺波地方介護保険組合議会２月定例会

富山 28 砺波工高電気科　初の快挙 電気２種、２年全員合格　部活の傍ら補習　「新しい伝統に」　３年生は６年連続

富山 32 県内３７２人感染　１人死亡 クラスター発生　自宅療養３０００人超　砺波市　学校１校の複数の教員と子供

北陸中日 1 県内　感染増３７２人 児童福祉施設クラスター　砺波市　３４

北陸中日 12 第２種電気工事士試験 全２年生が一発合格　砺波工高で初

１６日　水曜日
北日本 21 とやま×私×フォト 「１２月１８日」　小西文子（砺波市）

北日本 24 ドローン搭載指揮車導入へ 砺波地域消防組合議会　定例会議　

北日本 25 県展は６月に 新しい県展会員に辻和志さん（彫刻、砺波）

北日本 25 砺波も前倒し きょうから予約受け付け　新型コロナワクチンの３回目接種

北日本 25 スキー　第４６回夢の平ジャイアントスラローム大会 となみ夢の平スキー場　男子　中学生②中川大陸（砺波ＪＲ）ほか

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１５人

富山 3 ２７人１５団体表彰 農林水産奨励賞　農業振興賞

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 22 地元就職の魅力紹介 南砺・吉江中　２年生に出前授業　

富山 22 射水市に１千万円　フットボールＣに 砺波・たち建設が寄付

富山 23 ドローン装備の指揮車 新年度　砺波消防組合が導入　２月定例会

富山 23 砺波市、６４歳以下のワクチン接種前倒し きょうから予約受付

富山 29 クラスター最多８件 コロナ　県内３３１人感染　１人死亡　砺波市１５人

北陸中日 26 １日最多　８クラスター 県内、１人死亡３３１人感染　砺波市１５人

北陸中日

北陸中日
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 １７日　木曜日
北日本 1 春一番　一転　雪 県内　きょうまで警戒　１６日午後９時時点の積雪　砺波１７㌢

北日本 6 太田さん（庄川）の発表が優秀賞 商工会女性部全国大会

北日本 14 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「こども美術教室展」

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 松村外次郎記念庄川美術館

北日本 23 がんばってます　富山の職場 日本環境クリーン　砺波市石丸

北日本 23 デイ施設に車いす贈る 砺波北部小　アルミ缶集め購入

北日本 23 ふるさと納税活用　２社が市に寄付 射水　たち建設とミヤシゲ　射水市フットボールセンターの整備に

北日本 24 カイニョと生きる　剪定枝専用ヤード増設 砺波広域圏　受け入れ態勢強化　焼却炉２基　来月フル稼働

北日本 24 新年度国保税率据え置く見通し 砺波市国民健康保険運営協議会

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市４８人

北日本 33 砺波の田んぼ　６９歳男性死亡 砺波市堀内

北日本 別刷1 ＮＩＥ　教育に新聞を　第１８回わたしの新聞コンクール 探究心あふれる力作　金賞受賞の皆さん　砺波高１年　佐々木沙樹さん

北日本 別刷2 家族ｄｅ新聞スクラップ（敬称略） 銅賞　小学校　砺波市＝平尾和花奈（出町２）ほか

北日本 別刷5 【新聞について思うこと】 「祖母の学習教材とは⁉」　砺波高１年　佐々木沙樹さん

北日本 別刷6 新聞感想文（敬称略） 銅賞　中学校　砺波市＝松井七海（庄川１）ほか

北日本 別刷6 ＮＩＥ学校賞 中学校＝砺波市庄川

富山 1 新型コロナ　県内　最多５７１人感染 「みなし陽性」きょう導入　検査なしで診断　砺波市４８人

富山 4 整理券配布で行列減 富山で確定申告スタート

富山 24 アルミ缶回収の収益で車いす 砺波北部小が寄贈　北部デイサービスセンターに

富山 25 新年度の国保税率据え置き 砺波市運営協議会

富山 25 室内遊び　楽しもう 紙飛行機、皿回し体験　砺波図書館　「室内遊び　楽しもう！」

富山 25 クリーンセンター　剪定枝の収納増強 砺波広域圏議会　２月定例会

富山 27 事件・事故 砺波の田に男性遺体　砺波市堀内

北陸中日 1 県内感染　最多５７１人 みなし陽性　きょう運用開始　砺波市４８人

北陸中日 13 砺波北部小児童が寄付 回収活動収益で施設に車いす　市北部デイサービスセンターに

北陸中日 26 県内積雪　猪谷で８２㌢ きょう　平地も大雪の可能性　砺波市一二㌢

読売 12 よみうり時事川柳 砺波　越中之助

読売 30 子供に交通安全　クイズで伝える ＪＡＦ、砺波で

読売 31 第２種電気工事士　２年生全員　笑顔の合格 砺波工高で初

１８日　金曜日
北日本 21 庄川エンボース工業所（砺波）　流行支えた木工技術 ４０年前　ゲーム機の筐体製作　市内で発見　譲り受ける

北日本 21 市の公共交通計画案を報告 砺波市地域公共交通会議

北日本 23 佐々木教諭（井波小）　小教研賞受賞 教育研究論文等表彰式　佳作＝金子真弓（砺波東部）ほか

北日本 28 本社カルチャー教室冊子発行 全１３２講座　詳しく紹介　林清納さん（砺波市）の作品が表紙

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１６人

富山 25 地鳴り 家内を大事にしなくては　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 27 デマンドタクシー拡大を 砺波市交通会議　市営バス再編も

富山 28 転作田のサツマイモ　石焼き芋を名物に ＪＡとなみ野、販路拡大へ　来月から道の駅で販売

富山 28 １５教諭たたえる 県小教研が表彰　佳作　金子真弓（砺波市砺波東部）ほか

富山 29 五穀豊穣願い詩吟 南砺・髙瀬神社で祈年祭

富山 29 チューリップフェア優秀賞 ふるさとイベント大賞

富山 33 ５１７人感染１人死亡 県内コロナ　クラスター６件　砺波市１６人

富山 33 県内真っ白 富山中心部積雪３４㌢　砺波ほか１０市町に大雪注意報

北陸中日 1 県内感染　２日連続５００人超 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市１６人

北陸中日 29 県内積雪増　富山市３３㌢ 砺波市で二七㌢

読売 29 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 24 ギャラリーだより 児童企画展示「ＢＰＭ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ｆｏｒ　ｓｃｈｏｏｌ　＆　ｗｉｔｈ　いくつのえほん」市立砺波図書館

１９日　土曜日
北日本 1 県東部・西部　各２署 県警　小規模警察署再編　建設地や時期検討　

北日本 16 秋田スキー国体 県勢　成年男子Ｂ大回転　⑲亀谷崇仁（砺波地域消防組合）５６秒３７

北日本 21 とやま×私×フォト 「仲良しチューリップ」　ｔａｋａｒａ（射水市）

北日本 23 子どもの感性キラリ 美術教室作品展始まる　「こども美術教室」の作品展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室開講２０周年

北日本 24 県内市町村　新年度予算案 砺波　散居村に対応　交通網整備　デマンドタクシーを拡大

北日本 24 庄東地区にこども園 般若・東般若を統合
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北日本 24 住みよさをアップ 夏野市長

北日本 24 予算ワンポイント １０年後見据え布石

北日本 24 カイニョと生きる 収集車で剪定枝回収　運ぶ手間なく負担減

北日本 25 子ども接種券　２８日から発送 市長　交互接種アピール　砺波市

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市２７人

北日本 32 死因は低体温症 砺波署　砺波市堀内

富山 3 成長戦略策定　発信へ 来月１２～２１日　各地でトーク企画　県が報告　意見公募　４５人から１３０件　時間軸で目標設定

富山 21 地鳴り メダル関係なく選手や競技見る　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 23 屋敷林の戸別回収拡充　砺波市当初予算発表 剪定枝など管理支援　パッカー車は大量、軽トラ何度でも

富山 23 散居村型デマンドタクシー ３地区へ運行拡大　２３年度　市内全域に

富山 23 一般会計２１９億２３００万円 暮らしのソフト事業充実

富山 23 チューリップフェア　昨年中止の事業実施 はじめしゃちょートークなど

富山 23 主な新規事業 子育て支援アプリ導入事業７７万円など

富山 25 山元豪　ジャンプ５位 山﨑が６位入賞　距離１０㌔クラシカル　成年男子Ｂ大回転　⑲亀谷崇仁（砺波地域消防組合）５６秒３７

富山 25 事件・事故 砺波の男性遺体は低体温症　砺波市堀内

富山 28 県警、再編計画公表　県内１４→８署体制に 富山市３署、射水署除き　東西各５→２署　設置場所　時期未定

富山 28 ３９５人　新たに感染 南砺の施設でクラスター　県内　みなし陽性初の６人　砺波市２７人

富山 29 ほたるいか 北陸税理士会富山県支部の無料税務相談　イオンモールとなみ

北陸中日 1 県内感染３９５人増 砺波市２７人

北陸中日 12 保育施設整備など重点 新年度　砺波市、２１９億円予算案

北陸中日 12 砺波市当初予算案　２０２２年度 一般会計　２１９億２３００万円（１．７％↘）など

北陸中日 12 主な事業　砺波市 庄川地域保育施設整備事業　２億６２９０万円など

北陸中日 12 相乗りタクシー　ＡＩ配車 県内初導入、５月中旬から

読売 24 砺波市予算案　１．７％減２１９億円 砺波市　２０２２年度当初予算案発表

読売 25 缶回収費で児童　車いすの贈り物 砺波北部小　ふれあい委員会　市北部デイサービスセンターに

毎日 24 県内で新品種の桜　二つ発見 県中央植物園　大原研究員　今春１種を公開へ

毎日 24 県産スギ　華やかな展示棚に 砺波　３団体が１３点贈呈　砺波市高道の県花総合センターに

２０日　日曜日
北日本 11 みんなのＶＯＩＣＥ「ネコとわたし」 砺波市　４０代　現状はスマッシュスマッシュ！　砺波市　５０代　智子

北日本 16 わが家のアイドル 上野朔ちゃん　１歳　砺波市鷹栖

北日本 17 絵画や版画　力作５０点 「水きらら・人・花」展　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 17 入賞児童表彰 市北部社協　福祉作文

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市２１人

富山 1 時鐘 砺波市のＪＡとなみ野で「紅はるか」の石焼き芋

富山 20 第２の人生は割烹店主 砺波・柳瀬　元フォーシーズンズ・近江さん　「散居村リゾート」も構想　ラーメン店など　社員に譲渡

富山 20 福祉作文、最優秀児童６人たたえ 砺波・北部社福協

富山 23 新年度会長に吉田氏 県会議所青年部連　日本商工会議所青年部出向役員は常務理事・本江択氏（砺波）

富山 26 県内　４３１人感染 高岡の施設でクラスター　砺波市２１人

北陸中日 11 悠久紙で花と雪の世界 砺波、作家の堀内さん個展　となみ散居村ミュージアム

北陸中日 11 藤田　距離５㌔Ⅴ 国体スキー　成年男子Ｃ大回転　㉓田中大輔（砺波地域消防組合）１分５秒２０

読売 31 「顕著な大雪情報」周知へ 短時間・大量　立ち往生など防ぐ　３年前から運用

２１日　月曜日
北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１８人

北日本 25 声の交差点 小林選手「金」「銀」喜ぶ　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 26 ９月に県華道展 県連合会　酒井理事長を再任　９月に砺波市で「県民芸術祭２０２２　生活文化展」

富山 1 県内　冬型強まる 大雪、高波「警戒を」　砺波市２２㌢

富山 9 地鳴り 老後を楽しむ彼女見習いたい　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 16 砺波・高波　大玉転がしに歓声 自治振興会が購入　高波子育てボランティアグループのびのびひろば（砺波市）のひな祭り会

富山 23 富山市３小でクラスター 県内で新たに４５５人感染　県警　砺波署の３０代男性警察官

２２日　火曜日
北日本 17 災害に備え家庭備蓄を 出町自治振興会　リーフレット配布準備

北日本 18 チューリップフェア特別企画 はじめしゃちょーさん登場　大阪桐蔭高吹奏楽部も

北日本 18 観光客２００万人目標 ４計画・プラン概要示す　砺波市議会全員協議会

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市４人

富山 5 新代表取締役に砺波出身・野村氏 大建工業

富山 5 世界的ウイスキーコンテストで金賞 若鶴酒造　シングルモルト「三郎丸ハンド・フィルド」が金賞受賞
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富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 21 となみチューリップフェア詳細発表 ５月１日　はじめしゃちょー　５日　大阪桐蔭演奏会　来月から整理券受付

富山 23 高校生ものづくりマイスターに２５人 県教委が認定　荒井宏典ほか（砺波工）

富山 23 「砺波エリア」満開 台北・チューリップ展　輸出の県産品種

富山 26 県内　冬型続き大雪注意 砺波市３２㌢　小杉―砺波ＩＣ間一時通行止め

北陸中日 13 撮影瞬間「出たとこ勝負」 「広報となみ」県コンクール写真部門特選　ブルーインパルス、砺波上空　鈴木さん振り返る

北陸中日 27 県内で雪　あすまで警戒 二十四時間の降雪量　砺波市一八㌢

北陸中日 27 制止無視し逃走…酒気帯び発覚 砺波の容疑者逮捕　金沢東署

北陸中日 23 県勢４団体　全国大会へ 北陸アンサンブルコン　中学校　金賞　富山＝庄西（打５）

２３日　水曜日
北日本 20 剪定枝の再資源化　負担減求め提言 市議会特別委　砺波市議会の景観保全対策特別委員会

北日本 20 教育大綱の改定案了承 砺波市総合教育会議

北日本 21 台北　士林官邸チューリップ展 県産１万２４００本彩る　今年も「砺波エリア」出展

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１４人

北日本 29 ニュースファイル 脅迫疑いで男逮捕　砺波市内の事業所に複数回

北日本 30 平野部で大雪 朝日５０㌢　魚津４２㌢　県内の積雪量　砺波５１㌢

富山 21 地鳴り 物忘れに悩まされる　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 会話が生まれる刺しゅうマスク　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 23 剪定枝処理で連携を 砺波市議会景観委が提言

富山 23 庄東に新こども園 砺波市教育会議　２４年度の開園目指す

富山 25 「義仲・巴」主人公に 小矢部など関係自治体　大河ドラマ誘致へ連携　オンライン推進会議

富山 25 事件・事故 脅迫の疑いで逮捕　砺波署

富山 28 県内大雪 スリップ事故　２４時間で１４１件　砺波市５１㌢

北陸中日 25 県内４０９人新規感染 １人死亡、クラスター５件　砺波市１４人

２４日　木曜日
北日本 1 県内最多６０２人感染 コロナ　軽症が９割以上　砺波市１４人

北日本 10 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「書道（漢字・仮名）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 15 学生服　無料できれいに 砺波のアサヒヤクリーニング　２６日実施　卒業式　新学期「気持ちよく迎えて」

北日本 15 大玉転がし楽しむ 高波地区ひな祭り会　子育てボランティアグループ「のびのびひろば」

北日本 15 散居景観モデル　新たに不動島指定 住民が組織つくる　砺波市

北日本 21 声の交差点 度肝抜いた高木選手　砺波市　島田栄（７３歳）

北日本 25 県民　朝から除雪に汗 冬型弱まる　６ヵ所今季積雪最大　県内の積雪量　砺波５８㌢

富山 6 富山文芸　２月賞 歌壇　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

富山 9 地鳴り 十人十色の説法　イライラ治まる　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 16 足場組み、壁ぴかぴか 砺波北部小　石川組が清掃奉仕

富山 17 砺波・中心部、山間部　「保存樹」の支援拡大 市が新年度　維持費の助成制度　散居景観と合わせ保全

富山 17 不動島を散居景観モデル地域に指定 砺波市

富山 17 ３回目接種の予約　支援コーナー開設 砺波市、２７日まで　イオンモールとなみに

富山 19 オセアンリーグ　富山ＧＲＮサンダーバーズ 初代王者へ意気込み　新入団１７選手　小矢部で会見　スローガン「雷進～頂点へ」

富山 19 県出身・松原、島村、武部の３選手 「地元に恩返ししたい」

富山 23 県内最多　６０２人感染 コロナ　富山でクラスター５件　砺波市の８０代男性などが中等症

北陸中日 1 県内大雪　深々と ピークは越す　砺波市で五九㌢

北陸中日 10 Ｗｅｂ口座振替受付サービス 高岡市が４月から開始

北陸中日 10 漫画図書館に５万冊　電陽社社員ら並べる 石川・宝達志水

北陸中日 11 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 23 各地で大雪　事故注意 スリップ２１件、１人けが　砺波市で５７㌢

２５日　金曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「シマシマな朝空」　つちのこ（砺波市）

北日本 21 火牛の計　ＣＧアニメに 「元気にする会」　源平俱利伽羅合戦を表現　大河ドラマ誘致　後押し

北日本 21 おもてなし力に磨き 市観光協会ガイド研修　チューリップフェアに向け

北日本 21 砺波北部小の校舎きれいに 石川組　砺波

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１３人

北日本 28 白銀峡谷　航跡描く 庄川遊覧船　県内久しぶり晴れ間

富山 13 コント 砺波・富之助

8 ページ



富山 21 除雪費５千万円専決 砺波市

富山 22 火牛の計ＣＧアニメ完成 「義仲・巴」大河誘致へ　となみ野を元気にする会　小矢部　２７日、フォーラムで上映

富山 27 青空につらら輝く 県内曇り、全地点で冬日　砺波市５・４度

富山 27 ほたるいか 砺波市観光協会の研修会

北陸中日 4 第８１回　中日農業賞　生命育て、つなぐ スマホ時代の食育に力　山本亮一さん（４１）　富山県砺波市

北陸中日 7 ワールド・ウイスキー・アワード２０２２ 若鶴酒造「三郎丸」金賞

北陸中日 12 門出の日　きれいな制服で 砺波・高岡で洗濯店　江尻さん小中高生ら無料　１００人限定、コロナ禍の子応援

北陸中日 26 県内３４７人　新規感染 砺波市１３人

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 砺波・散居村　代々の屋敷林　維持に不安 高齢化　伐採で１万本減　守りたいが…　市が枝葉回収

毎日 24 ギャラリーだより 堀内章代和紙造形展　となみ散居村ミュージアム

２６日　土曜日
北日本 5 議長　渡辺氏の方向 自民　副は瘧師氏の見通し　県議会

北日本 23 個性あふれる色紙や軸 支社教室　２０年記念し書道展　北日本新聞砺波支社

北日本 23 本年度最優秀に中邨さん選ぶ 木立句会　砺波市林地区の俳句愛好者でつくる木立句会

北日本 24 居場所探しサポート 砺波の「Ｐｏｎｔｅとやま」「こころ育む活動」全国大賞

北日本 25 南部さん（小杉中１）最優秀デザイン 県庁前公園花時計　優秀賞＝岡田武良（砺波市在住）

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市８人

北日本 32 富山中部探究科２．５３倍 県立高入試出願締め切り

北日本 32 寺院本堂侵入疑いで男逮捕 富山南署など　各署と県警捜査１課

富山 3 県議長候補に渡辺氏 自民党議員会　副議長は瘧師氏

富山 3 大雪で交付税前倒し 県内市町村に計２６億７８００万円　砺波市　１億９５００万円

富山 3 最優秀に南部さん　花時計のデザイン 県庁前公園　優秀賞　岡田武良（砺波市在住）

富山 21 地鳴り リゾート環境も変わる予感　北清俊一　６５歳（砺波市）　

富山 25 過去最低１・０４倍 県立高一般入試　志願者最少５５９４人　最高は中部探究２・５３倍

北陸中日 12 県立高全日制　１．０４倍で最低 出願締め切り、志願者も最少

北陸中日 25 県内　新規感染３８８人 学校・福祉施設　クラスター６件　砺波市８人

読売 26 県立高全日制　最低１・０４倍 県教育委員会

毎日 26 今月の二首 砺波市　伊藤和世

２７日　日曜日
北日本 17 議会日程 砺波市

北日本 17 きょうもにっこり 日本自動車連盟（ＪＡＦ）富山支部推進課事業係　長谷川佑香さん

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市２５人

富山 16 ロビー展 手をつなぐとなみ野福祉作業所庄川作品展　北陸銀行庄川支店

富山 17 雪上ヨガでリラックス 「イグルー」作りも体験　砺波・夢の平

富山 17 最優秀賞に藤井さん 砺波署・特殊詐欺防止川柳

北陸中日 1 県内５９６人感染 過去２番目の多さ　砺波市二十五人

毎日 18 北陸ひと模様　天皇陛下と会話、来年も… ５０年ぶりに応募した短歌が歌会始で入選　西村忠さん（８５）　砺波高校卒業

２８日　月曜日
北日本 8 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 16-17 広告　めざそう！　幸せ人口一０００万 １２／１８　砺波市　富山県成長戦略ビジョンセッション

北日本 19 夜高まつり　興味持って 砺波商議所青年部　動画で疑問にアンサー

北日本 19 楽しい舞台　披露します ミュージカルキッズ　来月上演　稽古に熱

北日本 19 備品を拡充　防災力強化 太田地区自治振興会

富山 13 「義仲・巴」を主役に　となみ野を愛し　元気にする会 大河ドラマ誘致に期待　小矢部でフォーラム　パネル討論やアニメ上映

富山 9 県産　台北で咲き誇る チューリップ展　４年連続展示　「士林官邸チューリップ展」

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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