
　　　　　　　２０２２（令和４）年３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 23 伸びやかな歌声　華やかステージ となみ野民遊会　第４回おさらい会「民謡初ざらい」

北日本 24 移住定住策に１４３件申請 砺波　プロジェクト拡充へ　砺波市議会２月定例会

北日本 24 公式ＬＩＮＥ開始 ＨＰもリニューアル　砺波市

北日本 24 広場の総称「ブンゾーン」 チューリップの父　水野豊造から命名　砺波チューリップ公園

北日本 25 「科学の甲子園」　総合２位を報告 石附・元秋さん　「第９回科学の甲子園ジュニア全国大会」

北日本 25 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　５組

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市７人

富山 21 地鳴り 懐かしい母校　閉校に寂しさ　松本えみこ　５５歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 遠い冬の日の出来事が鮮明に　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 22 市町村議会（２８日）砺波市 公園に「水野豊造ゾーン」　チューリップの父たたえ　ふわふわドーム　今月下旬に利用可

富山 22 住宅取得支援　３９件の申請 夏野市長

富山 22 科学の甲子園　２位たたえ 砺波・元秋、石附さん

富山 22 家庭備蓄を心掛けて 砺波・出町振興会　パンフレット製作

富山 29 県内コロナ　クラスター　新たに６件 ２２８人感染、１人死亡　砺波市７人

富山 29 ほたるいか 砺波工高の職場見学会　砺波市内で始まり

北陸中日 13 科学の甲子園　全国２位喜び 庄西中・元秋さん、般若中・石附さん　砺波市長に報告

北陸中日 27 県内２２８人　新規感染 砺波市７人

読売 26 世界最高峰の音色　奏でる 富山　「ベーゼンドルファー」体験会

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 27 散居村の今　１ 庭で枝焼き　新ルール

読売 27 チェックシート　お手入れ安全に 支援隊・出村さん

　２日　水曜日
北日本 19 キクラゲ　新たな特産に 砺波　松田さん　大門素麺含め多角化

北日本 19 地元就職の魅力　職場見学し理解 砺波工高

北日本 19 最優秀に藤井さん 特殊詐欺防止川柳　砺波署が募集

北日本 21 庄川観光祭　３年ぶり開催 砺波　「庄川観光祭」実行委員会

北日本 21 金融共済部が移転 砺波　ＪＡとなみ野

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１２人

北日本 26 県内５～１１歳接種開始　「重症化怖いから」の声 朝日町トップ　他市町村は上中旬から　賛否分かれる中　砺波市　３月９日

富山 3 委員長に筱岡氏 県議会予算特別委　副委員長に瘧師富士夫氏

富山 19 地鳴り 国連の意味全くない　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 知事の英断　大いに賛意　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 大好きな祖母　夢の中で会う　夏山郁美　３１歳（砺波市）

富山 21 庄川観光祭　３年ぶり開催 砺波で６月４、５日「７０回の節目」

富山 21 創業の心構え学ぶ 県西部オンラインツアー　

富山 21 金融共済部が移転　来月から遠隔相談 ＪＡとなみ野　

富山 21 創業３０年目記念し南砺市に１００万円 日本環境クリーン（砺波市）

富山 22 なんとフォトクラブ　会員８人が力作 富山銀行福光支店で作品展　きょうから庄川でも

富山 23 段位取得者１４人　審判員４人を発表 県相撲連盟　初段　平木敬大（砺波・庄西中）

富山 26 ４８５人感染、１人死亡 県内コロナ　クラスター２件　砺波市１２人

北陸中日 5 発言 北京五輪　複雑な思いが湧く　上野亮平　７９　富山県砺波市

読売 26 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

読売 27 散居村の今　２ 移住者　空き家に新風

毎日 20 あ、テーブル型ゲーム機！ 過去筐体生産　砺波の工業所　４代目、譲り受ける　「先代の思い受け継ぐ」

  ３日　木曜日
北日本 12 となみ野 オリジナルミュージカル「メリーゴーランド～いちばん大切なもの～」

北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 12 相談はこちら 就職に悩む若者のための巡回相談　９日、ハローワーク砺波

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 17 声の交差点 父母思い出す雛人形　砺波市　武部琉子（７７歳）

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１７人

富山 2 選挙人登録者８７万８９３３人 県選管　県内、１２月から１５３６人減　砺波市３９,９０３人

富山 3 ５月９日から北陸道改修 砺波インターチェンジ（ＩＣ）―小杉ＩＣ間が５月９日～８月４日

富山 3 本社来訪（２日） 富山本社　米原蕃氏（県議）

富山 13 コント 砺波・富之助

富山 20 農家の後継ぎ探します 元全農職員・砺波の伊東さん　サイト紹介　マッチング　自身もＵターン　種もみ農家継ぐ

富山 20 春を題材、桜の美とらえ なんとフォトクラブ　砺波で写真展

富山 21 砺波の一服茶屋にひな飾り華やか ふかえ・西島さん寄贈

富山 29 県内　最多６２８人感染 コロナ　クラスター７件　砺波市１７人

北陸中日 1 県内感染　最多６２８人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市１７人

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

読売 27 散居村の今　３ 「景観守る」ＰＲツアー　価値伝える場を　散居村ミュージアム　川原館長

　４日　金曜日
北日本 6 「ＺＥＭＯＮ」　岐阜のメーカー採用 高岡銅器のウイスキー蒸留器

北日本 17 とやま×私×フォト 「仲良し」　ポコちゃん（砺波市）

北日本 19 地元産野菜ふんだん となベジプロジェクト　市食改協が料理教室

北日本 19 デイ施設に文具　アルミ缶集め寄贈 砺波南部小　「みんなが笑顔になれるボランティア委員会」

北日本 20 看護の道　決意の一歩 １９人が巣立つ　砺波准看護学院

北日本 21 ３番組に意見・要望 エフエムとなみの放送番組審議会

北日本 21 本社砺波支社で１１月に作品展 県郷土陶芸会　

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１２人

北日本 28 「１００年フード」県内４件 文化庁　地域の食認定　大門素麺など

富山 18 コロナ専門コーナー　砺波図書館が開設 小説、漫画、ノウハウ本　企画展示「新型コロナウイルス～『知る』と『これから』～」

富山 18 蓄電池や大型救急箱を導入 砺波・太田地区　災害時に迅速対応

富山 18 地元野菜で創作料理学ぶ 砺波市食生活推進員　講習会「野菜料理を学ぶ」

富山 20 校訓の精神、継承を 砺波高　応援旗引き継ぎ

富山 20 医療現場で貢献誓う 砺波准看護学院の卒業式

富山 24 ３人死亡　５１２人感染 県内コロナ　クラスター５件　砺波市１２人

北陸中日 1 県内５１２人感染、３人死亡 砺波市１２人

北陸中日 12 飲食店落胆　足りぬ補償 県まん延防止「申請せず」　協力金期待「経営の痛み届いてない」

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

日本経済 37 ＺＯＯＭ　エヌアイシ・オートテック アルミフレーム工場新設　ＦＡ向けなど好調受け

  ５日　土曜日
北日本 23 大谷さん（出町２）ら最優秀児童表彰 交通安全標語　砺波市交通安全標語コンクール

北日本 25 第５０回県蘭まつり開幕 節目の競演　咲き誇る　心遣い詰まった３４６点

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１１人

北日本 30 魚津・砺波に接種特設会場 来月から県　砺波会場は砺波市三島町のＴＯＮＡＭＩ翔凛館

富山 3 ５市議会でロ非難決議 ９市町議会も検討

富山 22 子供歌舞伎の稽古本格化 砺波・出町　２カ月ぶり再開　児童７人、役の動き学ぶ

富山 23 ＳＮＳ活用に理解 となみＪＣ公開例会

富山 23 鮮やか　春弁当 砺波・総合カレッジＳＥＯ 訓練コースで現場体験

富山 28 ワンチームとやま会議　保護者の不安解消必要 新川、来月１０日から　砺波、来月９日から　ワクチン特設会場

北陸中日 23 県内新規感染４６７人 砺波市１１人

読売 25 接種特設会場　新川、砺波にも 来月から新設　砺波会場はＴＯＮＡＭＩ翔凛館

  ６日　日曜日
北日本 15 ６部門に意欲作８８点 市美術協会会員展始まる　砺波市文化祭の第１８回市美術協会会員展

北日本 16 熱気あふれるステージ ミュージカルキッズ　オリジナル公演　家族の絆描く

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市５人

北日本 22 女性防災士　育成に力 県内最多の砺波　資格取得費を補助

富山 4 女性の政治参画　高橋参院議員語る 砺波　自民党砺波市連女性部の総会

富山 9 地鳴り ハクチョウの姿　想像で心弾む　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 13 ニュース・アイ　２月　バラエティー １席　離陸するＦ１５戦闘機　杉村洋子（砺波市東石丸）

富山 20 最優秀賞の児童３人表彰 砺波市交通安全標語
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北陸中日 10 交通安全標語の最優秀に児童３人 砺波市役所で表彰

　７日　月曜日
北日本 14 ママ・パパ描いたよ 小学生図画コン巡回展示　高岡や砺波、魚津など県内７カ所で

北日本 15 宮丸ふれあい会館　住民ら完成祝う 砺波市宮丸の公民館　落成式

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１１人

北日本 21 声の交差点 逆さ地図で知る古代　砺波市　上野亮平（７９歳）

富山 9 月曜川柳　乱反射 伊藤芳子（砺波）

富山 9 地鳴り 背中流し合い　見掛けなくなる　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 16 地域活動拠点が完成 砺波・宮丸ふれあい会館

富山 17 寺でカフェ　がん教育も 南砺の光教寺　「ＳＤＧｓ　ＯＴＥＲＡ　ｃａｆｅ（お寺カフェ）」

富山 23 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家の「きずなプログラム」

北陸中日 9 チューリップ公園整備・屋外ステージと広場 ＢＵＮＺＯ－ＮＥ　総称が決まる

北陸中日 9 新公民館　使い勝手上々 砺波・宮丸地区　住民ら落成祝う

  ８日　火曜日
北日本 19 挽物木地で卒業祝う 庄川の松村・但田さん　鹿児島の小６へ絵皿

北日本 20 カイニョと生きる　剪定枝　ワンチームで議論 砺波　関連自治体と連携意欲　砺波市議会　本会議

北日本 20 移住定住策　充実へ 申請者にアンケート　砺波市

北日本 20 代表質問　今藤久之氏（自民会） 庄川水記念公園　再整備に過疎債

北日本 20 チューリップフェア会場 直径３㍍の輪で装飾　円形花壇オブジェ

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市６人

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 21 地鳴り 簿記３級取得へ動画を見て勉強　夏山郁美　３１歳（砺波市）

富山 22 砺波市議会代表・一般質問 剪定枝のバイオマス研究　市長方針　関係自治体と連携　「かいにょサイクル」実現　

富山 22 「スマートインター柳瀬工業団地」整備 夏野市長

富山 22 補正予算案を提出 本会議

富山 22 チューリップフェア 円形花壇にリングの装飾　「星」テーマの展示も

富山 24 地元の農産物　転入者に贈る　砺波・般若地区 人口増へ「お裾分け」　米やリンゴなど１万円分　宅地分譲の好機　「おいしい」と評判

読売 31 砺波市「一部過疎」指定 旧庄川町区域　新年度から　

　９日　水曜日
北日本 25 樹齢１５０年　イロハカエデ守りたい 五鹿屋地区　樹勢回復へ　土壌を改良　

北日本 26 ドーム遊具に防犯カメラ 砺波　チューリップ公園　増設　砺波市議会本会議

北日本 26 氷見・砺波・南砺 議会がロ非難決議

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１５人

富山 5 経営者約８０人が若手育成法学ぶ 富山で研修会　富山県建設業協会　砺波工業（砺波市）の担当者が社員教育の事例紹介

富山 13 地鳴り 「が」使いこなす　新参者の目標　染谷孝子　６０歳（砺波市）

富山 22 火の恵みに感謝、防火誓う 南砺・髙瀬神社

富山 22 砺波税務署長賞に出町小の荒木さん 絵はがきコンクール　砺波法人会女性部会と砺波税務署

富山 23 市町村議会（８日）　砺波市 ふわふわドーム広場　カメラなど防犯対策　コロナ自宅療養食料支援６０件

富山 24 コロナ対策万全　力尽くす 県立高入試始まる　消毒、換気、机の間隔広く…

北陸中日 1 県内４２３人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市１５人

読売 28 よみうり文芸 短歌　砺波市　前田美智子

読売 28 建築探訪 となみ散居村ミュージアム（砺波市）　伝統的家屋の構造美

読売 29 防火へ祈り 高瀬神社で鎮火祭

１０日　木曜日
北日本 16 となみ野 めざましクラシックスｉｎとなみ　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　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 26 カイニョと生きる　春と秋　剪定枝無料回収 砺波　２８００台分　２５０㌧見込む

北日本 26 障害児も楽しめる新遊具２公園に 砺波市　三島町ふれあい公園と鍋島わんぱく公園に

北日本 26 「となベジ」に協力 市飲食店組合

北日本 32 新中３生の塾代支援 共笑基金　県内対象

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１１人

富山 13 コント 砺波・たぬき

富山 24 県立高の一般入試 試験終え、ほっと
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富山 30 コロナ４６９人 県内、クラスター６件　砺波市１１人

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館　砺波市美術館

北陸中日 29 県内新規感染４６９人 砺波市１１人

１１日　金曜日
北日本 21 福田さん（砺波東部小）表彰 優秀スポーツ選手　砺波市教育委員会

北日本 23 コロナワクチン 小児接種　８００人予約　砺波市議会民生病院委員会

北日本 25 主な国公立大・私立大の県内合格者数 東大　富山中部９人最多　富山大は富山東３９人

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１５人

富山 3 きょう５氏が質問 県議会予算特別委　午前中は瘧師富士夫氏

富山 4 経営陣　北陸コカ・コーラボトリング 「強み」発掘、事業多角化　グループの連携を強化

富山 33 東大合格　高岡から１３人　前期入試　９年ぶり県内トップ 全県　東大２９人、京大は１９人　富山中部１２人、理Ⅲ１人　高岡南、８年ぶりに１人

北陸中日 5 発言 平和と安定　かつてない危機　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

北陸中日 12 魚津の平田さん 城郭カード５０城　無線交信に成功　今年の目標　日本五大山城制覇

北陸中日 25 砺波の洋菓子店・中山さん スイーツ　笑顔の手伝い　ロールケーキ　宮城に毎年贈る

北陸中日 25 県内４３４人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市１５人

読売 30 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 5 県議会　予算特別委 事業点検　運営方法変更　県方針　新年度　２０事業抽出

北日本 5 ワーケーション誘致を　瘧師富士夫氏　自民　砺波 ▽地方創生局長…ガイド作成しＰＲ

北日本 5 消防団活動「知らない」 県民調査で若者の２割　瘧師氏の質問に説明

北日本 22 散居村型タクシー 全２１地区で説明会　砺波市議会総務文教委員会

北日本 22 ふるさと納税　件数と額１．７倍 砺波市　２０２２年２月末時点

北日本 23 県警人事　刑事部長に青木氏 富山中央署長は島田氏　砺波署長（捜査第一課長）中林正範ほか

北日本 24 ぶんぶんジュニア　イラストコーナー 怪盗くりぃ（８）　砺波市

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市６人

富山 3 県議会　質問　答弁の要旨 消防団員の処遇改善を　瘧師富士夫氏（自民）　危機管理局長　１５市町村の全てで実施

富山 23 地鳴り すぐにたまるスンバを拾う　犀川寮明　７３歳（砺波市）

富山 23 地鳴り 嫌うだけでなく　雪利用し楽しむ　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 24 野球部の活躍期待　マイクロバス寄贈 砺波高ＯＢ会

富山 24 児童が邦楽楽しむ 砺波北部小教育振興会　邦楽グループ「筝と尺八　律の会」の演奏

富山 25 市町村議会（１１日） 元農地防災事務所を取得　砺波市　福祉団体の活用検討

富山 27 県警人事　刑事部長に青木氏 警備部長は中田氏　富山中央署長に島田氏　１１署長交代

北陸中日 12 地元採用　初の女性所属長 県警人事、１１署長が異動　県警職員　主な異動者

北陸中日 13 砺波高野球部にマイクロバス贈る ＯＢ会と父母会

北陸中日 30 県内４１９人感染 ５クラスター発生　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市６人

読売 26 県警刑事部長に青木氏 第１次異動１０８人　１１署長が交代

毎日 26 県警　１０８人が異動　１次 部長級８人、１１署長交代　砺波署長（捜査１課長）中林正範ほか

１３日　日曜日
北日本 19 和歌や漢詩　　多彩な書 砺波　カルチャー教室　開講２０周年展

北日本 19 耐震補強で機能向上 砺波市三郎丸の油田自治振興会館

北日本 19 きょうもにっこり 薬剤師　佐野幸子さん

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１６人

富山 20 １６人を表彰 砺波・花と緑の財団　「花と緑のフォーラム」

富山 21 会館の改修完了　防災機能高め 砺波・油田自治振興会　油田自治振興会館の改修工事竣工披露会

富山 27 ３８５人感染　１人死亡 県内コロナ　砺波市１６人

読売 34 男女間の公平考えるセミナー 富山のホテル　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山　国際女性デーに合わせて

読売 34 アクアの挑戦 デンソーに敗れる　ホーム戦飾れず　１２日、砺波市の県西部体育センター

１４日　月曜日
富山新聞以外の各紙は休刊日

富山 7 地鳴り 朝ドラを見て思わぬ変化　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 8 音楽でつなぐ遺志 砺波・藤津神社で祭礼　元宮司酒井さんしのび奉納

富山 8 親子で「キャンプ飯」 砺波　県砺波青少年自然の家の「きずなプログラム」

富山 8 バド全国３位の福田さんを表彰 砺波市少年少女優秀スポーツ選手表彰式　

富山 9 コロナ後に消費喚起策 砺波市長が方針　砺波市飲食店組合の総会
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富山 9 沖田組合長を再任 市飲食店組合

富山 10 南条など８強そろう 第２９回万葉旗争奪ジュニア野球大会第３日

富山 10 １０人の入団祝う となみ野ボーイズ　入団式

１５日　火曜日
北日本 23 「キャンプ飯」できた！ 青少年自然の家　家族協力し調理　「きずなプログラム」

北日本 23 人生の節目祝い市民に記念樹贈る 花と緑のフォーラム　砺波　チューリップ四季彩館

北日本 32 県内感染１８３人 新型コロナ　新型コロナの市町村別感染者数　砺波市５人

富山 20 電飾イベントでＧＣＦを継続 砺波市行革市民会議

富山 22 桜の枝持ち帰り　今年も継続 名所の砺波・上和田　地元保存会、定期化へ　雪折れ伐採　処分費抑え景観維持　２１日　テントサウナ、燻製体験も

富山 23 「行動すれば変わる」 車いすバスケ宮島選手　砺波で講演

北陸中日 13 洋画や彫刻、書など　個性豊か８８点展示 砺波市美術協会会員

北陸中日 13 Ｗｉｔｈ　ＫＩＤＳ　おすすめスポット 広田記者紹介　砺波図書館　豊かな世界　はじまりはじまり

北陸中日 29 県内１８３人感染 砺波市５人

１６日　水曜日
北日本 5 離職者向けに５学科新設 県技術専門学院見直し案　新川・砺波はものづくり系

北日本 19 尺八の音色　聴き入る　北部小　演奏会 砺波市砺波北部小学校　日本の伝統楽器を使ったコンサート

北日本 20 フェア開幕　心待ち 砺波　チューリップ開花調整

北日本 20 柳瀬工業団地工事　請負契約など可決 砺波市議会　本会議

北日本 20 論戦を振り返って 目線低く強み磨いて

北日本 21 幸福・ブランドで意見 県成長戦略ワークショップ　県の成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」

北日本 27 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市１２人

北日本 29 湯来楽（砺波）の運営会社破産 負債８億円　富山の焼き肉２店も

富山 5 砺波「ゆらら」　破産開始決定 相澤建設グループ

富山 21 コント 砺波・富之助

富山 23 となみチューリップフェア 来月２２日開幕へ　遮光で開花調整　ネット設置

富山 23 「去年の分楽しみたい」 ショー出演　はじめしゃちょーさん

富山 23 市町村議会（１５日）砺波市 高山の処分場で意見書　庄川上流　岐阜県に「慎重な判断を」　本会議

富山 23 自衛隊入隊の２人を激励 砺波市　自衛隊入隊予定者激励会

富山 24 大石会長を再任　９月、国体記念大会 砺波市野球連盟総会

読売 29 満開まだ待って 砺波チューリップ公園

読売 29 「湯来楽」運営会社破産 東京商工リサーチ富山支店が発表

１７日　木曜日
北日本 4 民意と歩む　県議会定数　４０維持 各会派おおむね一致　県議選の区割りと定数（現行）　砺波市　２

北日本 16 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「彫刻教室展」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 就職に悩む若者のための巡回相談

北日本 16 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北日本 25 送迎用のバス　野球部に寄贈 砺波高のＯＢ会

北日本 25 宮島選手招き講演・体験会 となみセントラルライオンズクラブと砺波ライオンズクラブ

北日本 27 調理学んだ３人巣立つ 総合カレッジＳＥＯ

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　６人

北日本 32 １８校３０学科　２次募集 砺波工業・機械（３０人）電気（６人）

北日本 33 風車 砺波市消費生活センター　消費生活講座

富山 1 克雪　親雪　利雪　三つの観点で積極支援 豪雪法に基本理念新設　改正案、きょう衆院本会議可決

富山 1 富山・海岸通　早咲き品種かれん 県内４月並み陽気　砺波市１８・７度

富山 15 地鳴り 小銭にも手数料　５００円玉貯金やめる　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 22 健康づくりで大塚製薬と協定 砺波市　大塚製薬と包括連携協定

富山 22 日本環境クリーン　砺波市に１００万円 創業３０年で寄付

富山 22 災害対策用テント　砺波市に１５セット 全共連県本部

富山 28 県立高、欠員３６１人 県教委　砺波工機械３０、同電気６

富山 28 調理学んだ３人卒業 総合カレッジＳＥＯ

富山 32 記者Ａ　漫画家　藤子不二雄Ａ氏の記者時代 高岡産業博　古城公園に「ダム」出現　電源県・富山を発信

北陸中日 1 新規感染　県内４５７人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市６人

北陸中日 5 発言 黄砂でかすむ山　春の知らせ　島田栄　７３　富山県砺波市
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北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

毎日 24 チューリップ開花調整中 砺波・フェアに向け

１８日　金曜日
北日本 25 県教委人事　教育次長に中﨑健氏 富山高校長は佐野氏　砺波高校長に中村謙作南砺福光高校長（５７）

北日本 25 健康づくりへ連携 市が大塚製薬と協定　砺波市

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 33 寺院侵入盗疑い　５１歳男を再逮捕 県警　砺波市内の寺院に侵入し、現金を盗んだ疑い

富山 22 未使用タオルなど贈呈 砺波法人会女性部会

富山 24 県教委人事　教育次長に中﨑健氏 坪池次長は退職へ　砺波高校長に中村謙作南砺福光高校長（５７）

富山 28 砺波の寺院侵入　４５万円窃盗疑い 富山南署、男再逮捕

北陸中日 12 大塚製薬と砺波市協定 健康増進６項目

北陸中日 13 日本環境クリーンが砺波市に１００万円寄付 青少年育成に

北陸中日 27 県内３０８人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市８人

読売 24 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 企画展示「新型コロナウイルス～『知る』と『これから』～」　市立砺波図書館

１９日　土曜日
北日本 4 となみ政経懇話会　総会・３月例会　日韓の正常化に期待 コリア・レポート編集長　辺真一氏　演題　韓国次期大統領の対日、対北政策～どうなる日韓・南北関係　交代会員を紹介　

北日本 4 となみ政経懇話会会員 副会長＝米原蕃（県議）夏野修（砺波市長）ほか

北日本 6 富山けいざい　短信 ＳＤＧｓ宣言を策定　ワイケーコウキ（砺波市五郎丸）

北日本 25 素焼きの女性像並ぶ 本社支社教室の７人出品　砺波　講座「彫刻教室」の作品展

北日本 26 青少年育成へ寄付 下水道管工事の日本環境クリーン　砺波市に

北日本 26 避難所用テント贈る ＪＡ共済連富山　砺波市に

北日本 27 平均倍率０．５４倍　１９６人が志願 県立高入試２次募集　砺波工業・機械６人（３０人）電気０人（６人）

北日本 27 県警第２次人事７９８人 警部　刑事企画課課長補佐（砺波署刑事課長・生活安全課長）今村哲朗　ほか

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１０人

富山 19 県分特別交付税３５億円 今年度　除雪費、原油高騰で増　砺波市　１２億２１５４万円

富山 30 ４団体に福祉車両　こども食堂助成も トナミＨＤ松寿会　砺波市社会福祉協議会北部デイサービスセンター　ほか

富山 32 県警第２次人事異動 警察官、職員７９８人内示

富山 36 地滑り避難指示解除 砺波・井栗谷２世帯　１年３カ月ぶり

富山 37 ほたるいか 砺波市の生活困窮家庭への学習支援「こみんか塾」の卒業・進級お祝い会

北陸中日 1 「ＢＡ・２」県内初確認 オミクロン派生型「対策は従来同様」　砺波市１０人

読売 26 生活環境課　特別捜査室に 県警　警察航空隊は警備課移管　第２次人事異動を発表

日本経済 S1 何でもランキング　春鮮やか　チューリップの名所 第１位　９００ポイント　砺波チューリップ公園（富山県砺波市）　圧倒的な数と演出　産地の迫力

２０日　日曜日
北日本 9 声の交差点 ロシアの暴挙許すな　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 17 鷹栖保育所　ありがとう　砺波 月末閉所　写真や文集展示　住民ら思い出に浸る

北日本 17 かれんな花共演 庄川雪割草展　庄川水記念公園にあるふれあいプラザで

北日本 17 自衛隊入隊２人を激励 自衛隊入隊予定者砺波市激励会

北日本 17 アンサンブル＆ニュース ウクライナ　キエフ・バレエ団支援コンサート　砺波市文化会館

北日本 19 県青少年音楽コンクール ３４人あすの本選へ　声楽　小・中学生の部＝中村咲紀（出町中２）

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１１人

北日本 22 とやまｗｅｂｕｎランキング ①「湯来楽」運営会社が破産手続き開始

北日本 25 砺波の有志　戦禍の団員にお返し キエフ・バレエ３０年前公演　来月　慈善コンサート

富山 20 ありがとう鷹栖保育所 砺波　６９年の歴史に幕　お別れイベント始まる　全卒園児　２２５２人の写真並べ

富山 21 アニメ好き集まれ　きょう独身交流会 砺波市　となみ散居村ミュージアムで

富山 23 ４強入り　砺波北部・庄川　高岡西部、能町 第２９回万葉旗争奪ジュニア野球大会第４日

富山 26 県内感染２万５０００人超 新型コロナ　クラスター４件　砺波市１１人

北陸中日 8 中日歌壇　 砺波市　上竹秀幸

２１日　月曜日
北日本 7 映える写真バトル 第７２回　スタート　砺波高校写真部

北日本 21 卒業・進級祝う となみセントラルライオンズクラブ

北日本 27 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２人

北日本 28 高岡・砺波の団体　特別賞 ジュニア太鼓　富山で初の全国大会

富山 16 定期リーグ戦　来月１０日開幕 砺波地区寿野球連盟の総会
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北陸中日 11 鷹栖保育所　ありがとう 砺波で閉園イベント　写真や文集公開

 ２２日　火曜日
北日本 11 栴檀野の桜枝　役立てて 剪定し市民に配布　「せんだんの桜保存会」

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　３人

北日本 18 県青少年音楽コンクール本選 大賞に勝田さん（朝日中２マリンバ）　５２人　８部門で競う

富山 16 市民の力　桜の名所守る 砺波・上和田緑地キャンプ場　伐採した枝　まき、観賞用に

富山 16 発達障害とネットで意見 ポンテとやま　「インターネットとゲームの付き合い方」をテーマにしたオンライン対談

富山 16 転倒予防の歩き方学ぶ 小矢部シルバー人材センターの安全就業講習会

富山 16 会員に桜餅届ける 砺波・高儀新筏長寿会

富山 16 林氏、人口減の教育課題指摘 砺波図書館で講演会　砺波市立図書館友の会

富山 17 シニア需要掘り起こす　県砺波青少年自然の家 体験と食事いかが　コロナ禍で利用者減　工作、三助焼、ペタンク…　活動メニュー用意

富山 18 砺波北部・庄川　能町で決勝 第２９回万葉旗争奪ジュニア野球大会第６日

富山 23 「挽回の春よ来い」 県内宿泊施設、観光地　回復の兆し　県民割拡大に期待　まん延防止解除　関西から来客増　客室稼働率９割

北陸中日 12 長寿会７２人に桜餅をお届け 砺波・種田地区　高儀新筏長寿会

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

朝日 21 鋳造製蒸留器　県外へ初導入 若鶴酒造など開発　飛騨高山に来春

２３日　水曜日
北日本 1 県内住宅・商業地　下落　公示地価 コロナ回復遅れ鮮明　上昇率１位　八日町（富山）の工業地

北日本 6 工業地３０年ぶり大幅上昇　県内公示地価 １．７％アップ　物流施設　高い需要　高速ＩＣ付近も

北日本 11 県内公示地価一覧 砺波市

北日本 21 会長に今藤氏 市パークゴルフ協　砺波体育センターで総会

北日本 22 チューリップ切手発売　フェアＰＲ 砺波　日本郵便北陸支社

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１人

富山 1 富山市商業地　２年連続　下落 公示地価　マイナス０．１％　コロナで中心部落ち込み　県全体は下げ０.３％

富山 4 上昇は富山、砺波のみ 商業地　県全体の下落幅は縮小

富山 4 富山、砺波、舟橋で上昇　 住宅地　砺波市では変動率が０．５％の下落から０．１％の上昇

富山 5 高岡中心部　下落続く　富山県内公示地価 大和撤退、コロナ禍影響　イオン周辺は県西部トップ　富山県内市町村、用途別変動率

富山 12 北陸三県の公示地価 富山県

富山 15 地鳴り 春になっても火の用心徹底　夏山郁美　３１歳（砺波市）

富山 15 地鳴り 分別きちんとごみを出して　工藤直美　５７歳（砺波市）

富山 20 チューリップフェアへムード高め 記念切手を発売　日本郵便、砺波市に贈呈　会場美しく　市シルバー人材センター　落ち葉集める

富山 26 県内コロナ　１０１人感染 ２日連続１００人台、１月以来　砺波市１人

富山 27 ほたるいか 富山県砺波青少年自然の家で高齢者向けの教室

北陸中日 10 石川、富山の公示価格 富山県　砺波市

北陸中日 14 物流需要増し工業地上昇 公示地価　「設備投資堅調も影響」　観光地、飲食店街は下落

北陸中日 15 塩糀スイーツいかが　５周年キャンペーン 砺波「糀ＡＳＯＢＩ」

北陸中日 29 県内１０１人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１人

読売 32 公示地価　５４地点で上昇 ３０年連続下落　コロナ影響　伸び悩み

読売 32 県内の公示地価 砺波市

読売 33 チューリップフェア　切手に 郵便局など　「２０２２となみチューリップフェア」のオリジナルフレーム切手発売

朝日 別1 ２０２２年公示地価　おもな都市主要地点 富山　砺波市

朝日 別3 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 27 北陸３県の公示地価 富山県　全用途　３０年連続の下落　前年比０．３％減　飲食店撤退目立ち

２４日　木曜日
北日本 13 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「わくわく写真教室展」ほか

北日本 13 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 13 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北日本 25 がんばってます　富山の職場 「匠の技」光る大工集団　サンエー建工　砺波市太田

北日本 25 医療用ウイッグ　私の髪を使って 砺波　砺波市高波の園児、中嶋心春ちゃん（６）

北日本 25 来月から時差出勤 市が８区分で試行　砺波市

北日本 28 商工農林部長に坪田氏 砺波市人事

北日本 29 新任校長に６２人 県教委人事　校長・課長級以上　校長の女性割合２９．７％

北日本 31 主な国公立大・私立大の県内合格者数 富山大医学科２４人　１７年度以降最多　富山大現役　富山東４１人

北日本 34 砺波支社カルチャー教室 安産・ベビーｙｏｇａ　来月から新講座
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北日本 34 行楽シーズン前に観光情報誌春夏号 県「うみとやま」

北日本 34 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１１人

富山 20 富山文芸　３月賞 歌壇　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

富山 23 コント 砺波・たぬき

富山 25 県教委人事　新校長に６２人登用 女性２９％、過去５年で最高

富山 25 砺波市人事 企画総務部長　島田氏　広域事務局長　平木氏　商工農林部長　坪田氏　議会事務局長　津田氏

富山 27 増山城の案内人　９年ぶり養成 砺波・曲輪の会　ガイド講座、５月開催　コロナ後の増加見据え

富山 33 ２４７人感染１人死亡 県東部児童施設でクラスター　砺波市１１人

北陸中日 12 砺波市異動 商工農林部長　坪田氏が昇任

北陸中日 12 砺波市　来月から時差出勤を試行 子育て、介護に配慮

北陸中日 12 新校長に６２人 県教委異動　県立学校　新校長の皆さん　中町保　砺波工業高校長

北陸中日 29 県内２４７人感染 ３ヵ所でクラスター　砺波市　１１人

読売 32 校長新たに６２人 県教委人事　主な顔ぶれ　中町保　砺波工業高校長

毎日 26 女性校長　３割に 人事異動　過去５年で最高　県教委

２５日　金曜日
北日本 5 ロシア関連予算　執行見合わせ決議 県議会閉会　議長　渡辺氏　副は瘧師氏

北日本 5 「成長戦略しっかり見る」 正副議長が来社　議会改革に努力

北日本 21 さらなる発展誓う 砺波市赤十字奉仕団　設立４０周年式典

北日本 21 春先に使われた農具や衣服紹介 民具展示室　砺波　「春を待つ民具展」

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１５人

富山 18 すこやか　育児 河口奈菜さん　砺波市頼成　長男　功明ちゃん

富山 27 クリーンセンター　改修工事が完了 砺波、焼却能力１．２倍に

北陸中日 5 発言 手紙とメール　使い分け心得　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 12 議長に渡辺議員　副議長　瘧師議員 県議会　二月定例会最終日

北陸中日 13 江波地区環境保全委　農政局表彰受賞喜び 砺波市長に報告　豪雨災害から地域を守る「田んぼダム」

北陸中日 31 県内３２５人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１５人

読売 30 尺八、琴の音色　児童ら堪能 砺波の小学校でコンサート　砺波市立砺波北部小学校

読売 30 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 31 予算案を可決　県会閉会 露関連費「情勢踏まえ判断」　県議会　２月定例会最終日

２６日　土曜日
北日本 2 叙位叙勲（２５日） 正六位　元砺波市立砺波東部小校長石橋栄一氏（９６）

北日本 6 砺波でウイスキー製造 国内初　５原酒ブレンド　若鶴酒造三郎丸蒸留所など

北日本 7 産業フェア　９月上旬開催 砺波商議所　通常議員総会

北日本 23 感性豊か　動植物捉える 本社支社で写真教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室の開講２０周年を記念

北日本 23 農政局長賞　市長に報告 江波環境保全委

北日本 24 「心癒やす公園に」 ふわふわドーム　園児ら笑顔

北日本 25 地滑り避難指示解除へ 井栗谷の中尾集落　市長や被災住民視察　１年３ヵ月ぶり

北日本 26 読者写真コンクール　２月の応募から 「白いオオワシ」　田辺一郎　砺波市野村島

北日本 26 とやま×私×フォト 「ザ・足場」　大東吉行（砺波市）

北日本 27 ＪＡとなみ野人事 金融共済部長（庄西支店長）満保良浩　ほか

北日本 28-29 教頭　女性３９．３％ 県教委人事　過去５年で最高

北日本 34 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

北日本 37 ふわふわ　ジャンプ！ 砺波　公園にドーム完成　砺波チューリップ公園

富山 4 ウイスキー　５蒸留所の原酒ブレンド Ｔ＆Ｔ　ＴＯＹＡＭＡ、来月から販売

富山 13 ４月イベント一覧 【２２日】第７１回となみチューリップフェア

富山 22-23 新教頭に８５人　県教委　教職員人事 女性管理職３５．１％　過去５年で最高

富山 26 消防長に下保氏 砺波地域消防組合　４月１日付の人事異動発表

富山 30 チューリップ公園でジャンプ　ふわふわドーム完成 砺波地域　初の遊具　砺波市の砺波チューリップ公園

富山 31 砺波・井栗谷の地滑り 夏野市長が対策視察　３１日に避難指示解除

富山 33 稲本さん初入選 日本南画院展　再入選　石田さち子（院人・砺波）

富山 33 叙位叙勲（２５日） 正六位　元砺波市立砺波東部小学校長石橋栄一氏（９６）

北陸中日 16-17 県教職員異動１８５１件 前年度より２９９件増

北陸中日 33 砺波地滑り　避難指示解除 ３１日、１年３ヵ月ぶりに

北陸中日 33 県内２３９人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８人
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読売 26 教頭新たに８５人 県教委人事　砺波市

読売 28-29 富山県の教職員人事 ４月１日付　退職は３月３１日付

２７日　日曜日
北日本 22 カイニョと生きる　剪定枝を無料回収 砺波　屋敷林保全「春の大作戦」　初日１０㌧トラック１２台分　砺波高生　作業手伝う

北日本 23 会長に桜野さん 砺波市ソフトボール協会総会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１０人

北日本 28 強風猛威　県民を直撃 ダイヤ乱れ富山駅混雑　県内各地で影響　交通機関

北日本 28 通行止め 倒木相次ぐ 道路や橋　砺波市安川の国道３５９号でマツ倒れる

北日本 28 停電 ３９００戸で復旧急ぐ 砺波市３６０戸

北日本 28 春の嵐　大暴れ 道ふさぐ　砺波市安川

富山 1 県内暴風　 八尾風速３５㍍　交通乱れ　７０００戸停電　北陸新幹線１３本運休　フェーンで朝日２６度

富山 9 地鳴り 孤独な友から届いた連絡　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 21 枝葉回収、砺波高生が助っ人に 砺波でリサイクル大作戦

富山 22 砺波北部・庄川初Ⅴ 万葉旗争奪ジュニア野球　能町に６―３　最優秀に嶋田

富山 26 春の行楽　嵐が足止め 富山駅、窓口に列　新幹線、あいの風鉄道動かず　電線も寸断　砺波、県道に倒木

富山 26 １人死亡、２３６人感染 県内コロナ、クラスター１件　新規感染者　砺波市１０人

北陸中日 1 小矢部で９棟焼く 強風、住宅に次々広がる

北陸中日 1 県内　最大瞬間風速３５㍍ 停電、交通乱れ相次ぐ

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 10 平和な世界が訪れますよう 生前、宮司だった藤津神社　月並祭

北陸中日 10 砺波市赤十字奉仕団　心一つに未来つなぐ 設立４０周年で式典　砺波市役所

北陸中日 11 屋敷林の剪定枝　無料回収大作戦 散居村景観維持へ砺波市

北陸中日 22 桜だより（２６日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

朝日 23 強風で民家など延焼 小矢部で火災　住民は無事

毎日 22 小矢部　暴風で広域火災 けが人未確認　神社、住宅９棟燃える

２８日　月曜日
北日本 1 建物被害・倒木多数 大山で倉庫倒壊　暴風一夜　県内に爪痕

北日本 11 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 15 追想　ありし日 砺波工業高・砺波高でラグビー部監督を務めた　蔵谷慶八郎さん　熱血指導で花園に導く

北日本 23 会員宅に「春」お届け 砺波市庄川町高儀新筏長寿会

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　５人

北日本 29 声の交差点 デジタルに溶け込む　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 29 とやま×私×フォト 「朝焼け」　小西文子（砺波市）

北日本 29 とやま×私×フォト 「冬の晴れ間」　トラクターさる（砺波市）

北日本 30 北日本将棋名人戦 佐野さん（堀川中２）ら予選突破　来月８人で挑戦者リーグ　小島隆志さん（２６）＝砺波市も

北日本 30 小矢部善銀にタオル贈る 砺波法人会女性部会

北日本 30 上智が射水市に寄付 測量・建設コンサルタントの上智（砺波市）

富山 1 イオンとなみに映画館 スポーツ店跡、年内にも　地元の要望受け誘致

富山 16 イノシシ対策に理解 砺波　県砺波農林振興センターの研修・報告会

富山 18 新会長に桜野氏 砺波市ソフト協会　総会

富山 20 ５月から絵本原画の世界　県美術館５周年記念 「こどものとも」初期３５０点　きょうから前売り発売

富山 20 紙風船 増山城跡の「女城主」

富山 23 暴風一過　県内に爪痕 空き家倒壊、倒木も　被害「台風並み」　信号機ずれる

北陸中日 11 はじめしゃちょーさん　５月１日ステージショー チューリップフェア催し

北陸中日 24 桜だより（２７日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

毎日 22 読売　俳壇 砺波市　野村真里恵

 ２９日　火曜日
北日本 1 重傷５人軽傷９人 ２６日強風　県まとめ　農業施設１４９棟被害

北日本 17 きょうもにっこり 砺波市総務課　防災・危機管理班　川邉忠明さん

北日本 19 焼却炉更新で処理能力１．２倍 クリーンセンターとなみ

北日本 19 検温カメラで混雑解消 チューリップフェア　感染対策徹底

北日本 19 稲本さん（滑川）初入選 日本南画院展　院人＝石田さち子（砺波）

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　３人

北日本 25 ニュースファイル ７３歳男ストーカー疑い　砺波署
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北日本 25 花だより　２８日 （砺波）　〇　庄川水記念公園

富山 2 消防庁長官賞に砺波庄東少年ク 県庁で伝達式

富山 2 議長に中川氏選出 庄川水害予防組合議会

富山 21 地鳴り 良い事に転じる　信じて日々生活　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 22 ４～１１月に月例大会 砺波市パークゴルフ協　新会長に今藤氏

富山 23 ヨーグルト「最高」　保育所などに贈る となみ乳業協同組合

富山 25 特別イベント人気 砺波チューリップフェア

富山 25 事件・事故 ストーカー疑いで男逮捕　砺波署

富山 25 北國新聞人事（２８日） 砺波地区代表・砺波総局長・小矢部支局長　麻本和秀

富山 27 花だより（２８日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

北陸中日 7 ５種のブレンド　お好きでしょ 富山　国産使用のウイスキー　「Ｔ＆Ｔ　ＴＯＹＡＭＡ」（富山県砺波市）

北陸中日 12 消防庁長官賞に庄東少年ク 県庁で表彰伝達式

北陸中日 12 宝達志水町に児童書を１０００冊 電陽社が寄贈

北陸中日 13 ボヨンボヨン楽しい 砺波チューリップ公園　ふわふわドーム

北陸中日 13 チューリップフェアのオリジナル切手いかが 県内２１０の郵便局で販売

北陸中日 26 桜だより（２８日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

北陸中日 27 県内１０９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３人

読売 30 砺波市人事 ４月１日

読売 31 ２６日暴風　３３人重軽傷 県まとめ　建物や施設　被害２００件

日本経済 43 ５蒸留所のウイスキーをブレンド Ｔ＆Ｔ　ＴＯＹＡＭＡ（富山県砺波市）

３０日　水曜日
北日本 23 思い詰まったピアノ継承 南砺福光高　→　砺波高　自由に弾けるよう活用

北日本 23 市民憩いの場きれいに 砺波市シルバー人材センター　市内の３施設で清掃奉仕活動

北日本 24 さくらの森に銘板２０枚 嵐山桜保存会　品種や特徴紹介

北日本 25 庄東が優良クラブ 消防庁長官賞伝達

北日本 26 とやまお城探検隊　番外編 築城場所に先人の英知　川や街道沿い重視　とやまお城探検隊マップ

北日本 32 増山城ガイド　受講生を募集 砺波　曲輪の会

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　９人

北日本 33 花だより　２９日 砺波　〇　庄川水記念公園

富山 1 ステージ１引き下げ コロナ警戒レベル　県　きょう判断

富山 1 ２２４人感染、２人死亡 県内、新たに２クラスター　砺波市９人

富山 3 料金設定どうする　新年度に素案　県内、４５㍑１８～３０円 富山市　家庭ごみ有料化検討　２割削減を目標　隣接自治体から懸念も　

富山 24 ピアノの響く校内に 廃校の福光高アップライト　砺波高譲り受け、設置　ミーティングコーナーに

富山 25 風船飛ばし園舎に感謝 砺波・鷹栖保育所で閉所式

富山 25 桜の新名所目指し銘板 砺波嵐山保存会　１２品種２０本に設置

富山 25 ９月にパワー博開催 砺波会議所　通常議員総会

富山 29 花だより（２９日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

富山 31 県内重傷６人、軽傷３１人 ２６日の強風　農業ハウス１７棟全壊　人的被害　砺波市３人

北陸中日 26 桜だより（２９日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

北陸中日 27 県内２２４人感染 クラスター２ヵ所　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　９人

読売 32 よみうり文芸 俳句　川柳　砺波市　野村真里恵

３１日　木曜日
北日本 14 となみ野 第１７回チューリップ杯オープンバドミントン選手権大会ほか

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 19 声の交差点 花開くうららかな春　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 21 花見シーズン　準備万端 小矢部川河川敷公園　２、３日にイベント

北日本 21 募った寄付金　県善銀に預託 三喜有社員会

北日本 22 ヨーグルト　園児に提供 となみ乳業

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　６人

北日本 29 花だより　３０日 砺波　〇　庄川水記念公園

北日本 31 ２６日の県内強風　農業施設１７棟全壊 けが人は、砺波市、重傷者１人、軽傷者３人
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富山 2 豪雪法改正案が成立 地域の除排雪体制を強化へ

富山 19 地鳴り 高校の消滅　寂しい限り　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 21 庄川山間部の歴史、本に 砺波・東山見自治振興会　「七山の歩み」、庄川小に寄贈

富山 27 花だより（３０日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

富山 28 重傷８人、軽傷３０人 県内、２６日の強風被害　人的被害は砺波市４人

北陸中日 13 Ｗｅｅｋｌｙガイド　催し 庄川峡桜まつり　

北陸中日 24 桜だより（３０日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

北陸中日 25 県警戒レベル　引き下げ 新型コロナ　あす「２」から「１」に　砺波市　６人

毎日 24 桜も間近　展覧会で春満喫― 大型映像で日本の四季　蜷川実花さん個展　県美術館５周年記念

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サービスデスクでご案内しています。
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