
　　　　　　　２０２２（令和４）年４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　金曜日
北日本 5 ２校１図書館１団体が受賞 ２０２２年度の子どもの読書活動優秀実践校・図書館・団体の文部科学大臣表彰　砺波ファーストブックの会

北日本 11 県教委　新規採用教職員 小学校　教諭＝中家雄大（出町小）ほか

北日本 13 とやま×私×フォト 「青空に向かって！」　ＴＯＭＯ（砺波市）

北日本 19 「七山」の歴史　冊子に 東山見地区の有志　「若い世代も知って」

北日本 21 決意新た　教育現場へ 県教委　新規採用３６４人に辞令

北日本 21 新人先生　意気込み 廣瀬悠さん（２２）　砺波高　「継続は力」生徒に指導

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 27 花だより　３１日 砺波　〇　庄川水記念公園

北日本 29 急峻な剱岳イメージ 県　チューリップ新品種出願　紅つるぎ　黄つるぎ

富山 15 地鳴り 慣れない生活で人の温かさ実感　染谷孝子　６０歳（砺波市）

富山 15 地鳴り 農業をやめ物寂しい心境　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 あすチューリップマルシェ 砺波　３９店舗参加　市民に定着　ふわふわドーム前集合

富山 21 江波地区が農政局長表彰 砺波市で初　田んぼダムなど評価

富山 21 城端線、施設利用　レンタサイクル無料に きょうから砺波市観光協

富山 21 庄川地域カルテ作成　人口減問題を共有 砺波・まちづくり協など

富山 21 砺波市が時差出勤を試行 きょうから　砺波市

富山 22 県教委　新採３５３人に辞令 教育者の決意胸に　「障害者枠」３人合格　新規採用の皆さん

富山 22 新チューリップ２品種 紅と黄の「つるぎ」　県育成３８、３９番目　フェアで受け付け

富山 23 国公立医学科に６９人　県内高校　２２年度大学合格者 医療の道、志望者増　富大に「県民枠」　コロナ下の活躍

富山 23 花だより（３１日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

北陸中日 24 桜だより（３１日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 27 とがった新品種 チューリップフェアで展示へ

　２日　土曜日
北日本 4 来社　１日 砺波支社　島田繁則氏（砺波市企画総務部長）ほか

北日本 4 過疎自治体　半数超える 富山は４ヵ所　砺波市の旧庄川町が一部過疎に追加指定

北日本 20 庄川の３団体　地域カルテ作成 市長に報告　砺波庄川まちづくり協議会、庄川町商工会、庄川峡観光協同組合

北日本 20 観光スポット巡り　レンタル自転車無料に 城端線を利用　砺波市観光協会

北日本 23 新会員　岡本さん（日本画　砺波出身） 日展　十二町さん（工芸美術　高岡）も

北日本 24 ものづくり富山　再発見　プロローグ 伝統の技を未来へ　４００年以上前から　新たな挑戦

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　９人

北日本 27 花だより　１日 砺波　〇　庄川水記念公園

北日本 29 県内２５３人感染 １人死亡　砺波市内の保育施設で複数の職員と園児が感染

北日本 29 風車 県消防防災航空隊の入隊式

富山 3 県分は３５０億５３６０万円 ４月の普通交付税　◇普通交付税　▽砺波市　１１億９７０８万円　◇地方特例交付金　▽砺波市　１９５７万円

富山 3 県内４団体が文科大臣表彰 子供の読書活動実践　砺波ファーストブックの会ほか

富山 3 本社来訪　（１日） 砺波総局　新任あいさつ　島田繁則氏（砺波市企画総務部長）ほか

富山 6 自治体半数超「過疎地」　 ７０年の法制定以降で初　全国で８８５に拡大　要件緩和も影響

富山 6 砺波が「一部過疎」に 氷見、南砺、朝日は「全部過疎」

富山 17 くらしの日記 見果てぬ夢　紫藤道子　８７歳（砺波市狐島）

富山 22 児童も考案、野菜料理 砺波市健康センター　新婚夫婦にレシピ集

富山 24 課題解決へ連携を 県内自治体　新年度スタート　砺波市

富山 24 防災ヘリで安全守る 県消防に２人入隊

富山 25 日展新会員に十二町さん 新会友に洋画の大野一秀さん（砺波市）

富山 25 花だより（１日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

富山 28 ３月死者１４人　月別で最多 県内コロナ、２５３人感染　砺波市　保育施設１カ所で複数人の園児と職員

北陸中日 26 過疎自治体　半数超え 全国で初　砺波市「一部」該当

北陸中日 26 桜だより（１日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

北陸中日 27 夢取り戻せ　一振　不乱 ＮＯＬ・サンダーバーズ　武部選手　甲子園中止「今度こそ悔いなく」　きょう開幕戦

北陸中日 27 県内２５３人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　９人

　３日　日曜日
北日本 19 故齋藤さんの画業たどる 庄川美術館　自然の風景鮮やか　「線と色、師弟をむすぶ　齋藤清策と策の会展」

北日本 21 元気に白球追う 少年野球砺波地区大会
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北日本 21 バド１２１人競う チューリップ杯　砺波

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　９人

北日本 25 花だより　２日 砺波　〇　庄川水記念公園

北日本 27 観光地　春のにぎわい 県内コロナ　ステージ１初の週末　移動制限なく県外客も

富山 1 県都に春のにぎわい 行楽地、活気づく　「ステージ１」初の週末　「気持ちが楽」

富山 5 地鳴り 棺のふたが閉まるように　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 18 プログラミングを体験 仮想空間でキャラ動かす　砺波図書館

富山 21 チューリップマルシェ人気 砺波、４０店舗を巡る　

富山 21 花だより（２日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

北陸中日 10 クリーンとなみ　焼却炉改修完了 処理能力１．２倍に

北陸中日 11 庄川地域「カルテ」完成 統計や課題を一冊に　砺波庄川まちづくり協議会、庄川町商工会、庄川峡観光協同組合

北陸中日 24 桜だより（２日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

読売 27 全力プレー誓う となみ野少年野球開会

　４日　月曜日
北日本 17 １８種４００本見に来て 庄川峡桜まつり　１０日前後に見頃

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１６人

北日本 23 花だより　３日 砺波　〇　庄川水記念公園

富山 16 砺波の児童　４年ぶり出演 ５月、小松で「日本こども歌舞伎まつり」　完璧な演技目指す　小松の担当者　「盛り上げて」

富山 16 １１月に５０年式典 砺波市文化協会総会

富山 17 県内各地でまつりや観桜会 庄川峡　チューリップの足湯が人気

富山 17 設立４０周年で５１人に感謝状 砺波市赤十字奉仕団

富山 20 花だより（３日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

富山 23 県内コロナ１人死亡 新たに１８０人感染　砺波市１６人

北陸中日 11 チューリップ　とんがり新品種 県開発、２２日から展示　黄つるぎ　紅つるぎ

北陸中日 11 春の花々　色鮮やかに 砺波・四季彩館　企画展「季節を彩る花々～春～」

北陸中日 24 桜だより（３日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

　５日　火曜日
北日本 4 来社　４日 砺波支社　下保範翁氏（砺波地域消防組合消防長）ほか

北日本 6 「ＺＥＭＯＮ」初の新型導入 高山で来春稼働　高岡銅器のウイスキー蒸留器

北日本 6 産業展に出店 砺波商議所青年部　総会

北日本 15 とやま×私×フォト 「雨上がりの樹木」　ＴＯＭＯ　（砺波市）

北日本 17 野菜たくさん食べて 砺波市健康センター　新婚向けにレシピ集　主婦や児童考案　１３品紹介

北日本 17 カイニョと生きる　春のリサイクル大作戦 剪定枝回収２日で１４３㌧

北日本 17 チューリップフェアイベント 人気で整理券抽選に　はじめしゃちょー２．２倍　大阪桐蔭高吹奏楽部４倍

北日本 17 となみブランド　４品新たに認定 砺波市　「かぶら寿し」「ゆず味噌」「庄川鮎」「和菓子きんつば」

北日本 17 大正琴や民踊　多彩なステージ 砺波　となみ野芸能祭

北日本 17 交通指導員など委嘱 砺波署

北日本 18 創立５０年事業で１１月に記念式典 市文化協会　総会

北日本 19 春告げる７０００本　 チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々～春～」

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　０人

北日本 25 花だより　４日 砺波　〇　庄川水記念公園

富山 3 砺波市長は中立 定例記者会見で

富山 3 本社来訪　（４日） 砺波総局　新任あいさつ　下保範翁氏（砺波地域消防組合消防長）ほか

富山 4 高岡銅器の蒸留器導入 岐阜でプロジェクト始動　若鶴酒造など開発

富山 18 となみチューリップフェア　 見どころ満載、来場を　ラジオたかおか　プリンセスがＰＲ

富山 19 ＤＸ推進で専門職員 砺波市、１０月採用で募集　夏野市長　定例記者会見

富山 19 １２～１７歳の３回目接種、１１日予約開始 砺波市

富山 19 庄川鮎、ゆず味噌…　となみブランドに４品 砺波市

富山 19 特別イベントの入場者は抽選に 第７１回となみチューリップフェアの特別イベント

富山 19 市内１８地区でごみゼロ運動 砺波・強風で増加

富山 19 行動力で課題解決 砺波会議所青年部　総会

富山 20 俳優、芸人　お勧めの１冊 砺波図書館企画展　「こどものための１００冊」

富山 21 花だより（４日） 庄川水記念公園（砺波）　つぼみ

北陸中日 12 コロナワクチン接種 １１日、１２～１７歳　受け付けを開始　砺波市

北陸中日 13 高山にウイスキー蒸留所 若鶴、老子製作所が協力　「日本のウイスキー　裾野広がれば」

北陸中日 24 桜だより（４日） 砺波　庄川水記念公園　つぼみ

北陸中日 25 県内　８５人感染 ２ヵ月半ぶり２桁　砺波市　０人
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読売 24 ヒュウガミズキ　淡い黄色に魅了 砺波　県花総合センター

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 25 となみブランド　４件認定 「かぶら寿し」や「庄川鮎」　砺波市

朝日 19 北陸経済　砺波の会社、ブレンドウイスキー販売へ 原酒５種　出会いに乾杯　２種類本数限定

毎日 19 フェア開催合わせ　チューリップ切手 富山で販売　日本郵便北陸支社

　６日　水曜日
北日本 2 来社　５日 本社　夏野修氏（砺波市長）ほか　砺波支社

北日本 23 オリジナルスタイ　一部リニューアル 出産祝い事業　砺波市　「となみ暮らし応援プロジェクト」

北日本 23 きょうもにっこり 「高岡すぱいらる」「高岡海洋堂テリア」店長　直江恭介さん（砺波市）

北日本 25 戦禍の留学先支援 ウクライナ慈善バレエ　山本さん（兵庫出身）出演　砺波

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１４人

北日本 29 花だより　５日 砺波　◎　庄川水記念公園

富山 2 来場者３０万人回復を ２２日開幕のチューリップフェア　夏野砺波市長が来社

富山 3 本社来社　（５日） 砺波総局　新年度あいさつ　夏野修氏（砺波市長）ほか

富山 19 地鳴り カフェの片隅で仲間眺め安らぐ　伊藤博芳　９５歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 23 花だより（５日） 庄川水記念公園（砺波）　咲きはじめ

富山 26 １４３人感染　１人死亡 高齢者住宅でクラスター　県内コロナ　砺波市１４人

富山 27 ほたるいか 砺波市農業委員会の農地パトロール

北陸中日 13 となみブランド４品　仲間入り かぶら寿し◆ゆず味噌◆庄川鮎◆きんつば

北陸中日 24 桜だより（５日） 砺波　庄川水記念公園　咲き始め

北陸中日 25 県内　１４３人新規感染 １人死亡　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１４人　

読売 24 ふわふわ跳んで楽しむ遊具完成 砺波チューリップ公園

読売 24 来訪（５日） 富山支局　砺波市長・夏野修氏　ほか

毎日 23 「紅」と「黄」二つのつるぎ 鋭い花びらのチューリップ　富山県が新品種育成

　７日　木曜日
北日本 2 来社　６日 砺波支社　高畑元昭氏（砺波市企画政策課長）ほか

北日本 14 となみ野 カルチャー教室２０周年記念「英国風フラワーアレンジメント展」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 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 21 ごみ８．３㌧収集 市内１８地区　砺波市民ごみゼロ運動

北日本 23 チューリップ　魅力知って プリンセス４人発表　砺波市

北日本 28 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 庄川で７８歳女性不明　砺波署

北日本 29 花だより　６日 砺波　◎　庄川水記念公園

富山 3 本社来訪　（６日） 砺波総局　新年度あいさつ　高畑元昭氏（砺波市企画政策課長）ほか

富山 23 春の交通安全運動スタート　各地で出発式 砺波　交通安全市民集会

富山 24 射水、富山、巴が初勝利 古希リーグ開幕　１２チーム、９月まで対戦

富山 25 事件・事故 砺波で７８歳女性、行方不明

富山 25 花だより（６日） 庄川水記念公園（砺波）　咲きはじめ

富山 28 県産１６万本　お台場彩る ガンダムと競演　フェスに色とりどりチューリップ

富山 28 砺波　プリンセスチューリップお披露目 ４人全て１９歳　フェアへ笑顔と幸せ届け

富山 28 ２日以来の２００人台 県内コロナ　新たに２４６人　砺波市１４人

北陸中日 13 プリンセスチューリップ　笑顔咲く ４人決定、砺波ＰＲ

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 24 桜だより（６日） 砺波　庄川水記念公園　咲き始め

北陸中日 25 県内２４６人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１４人　

読売 22 ブレンダーの腕　お試しを 砺波　複数のウイスキー使用

読売 22 北陸コカ・コーラ　赤字最大 ２１年１２月期　資材高騰２５億１３００万円

読売 23 満開の桜の下　筝の音にのって 富山　松川べりで筝の演奏会

朝日 19 新品種の名は剱岳から 県、チューリップ開発　国に品種登録を出願

　８日　金曜日
北日本 5 となみ政経懇話会　４月例会 ８日（金）正午　

北日本 5 高齢者叙勲を伝達 瑞宝双光章　元県企業局参事　齋藤博さん（８８）＝砺波市

北日本 17 とやまデータ探偵団　県内在住の外国人 富山・高岡・射水　３市で７割以上　過去最多　伸びは横ばい

北日本 20 看護・介護の道　志高く 人間性を育む　砺波准看護学院
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北日本 20 国道沿いカラフル チューリップフェア２２日開幕　プランター並べる　砺波

北日本 27 チューリップフェア　プリンセスがＰＲ 砺波　２２日開幕

北日本 27 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１７人

北日本 29 ニュースファイル 切断機で右手切り重傷

北日本 29 花だより　７日 砺波　★　庄川水記念公園

富山 2 ２氏の功労たたえ 県が高齢者叙勲伝達式　瑞宝双光章　齋藤博さん（８８）＝元県企業局参事、砺波市

富山 21 チューリップで国道彩る 砺波、プランター５００個設置　

富山 21 事件・事故 作業中に右手切り重傷

富山 21 花だより（７日） 庄川水記念公園（砺波）　七分咲き

富山 24 ２人死亡、２クラスター 県内コロナ、新たに１９５人感染　砺波市１７人

北陸中日 12 チューリップ３００種　見て 砺波、２２日開幕　フェアＰＲ　本社来訪

北陸中日 24 県内１９５人感染 ２施設クラスター　砺波市　１７人

北陸中日 24 桜だより（７日） 砺波　庄川水記念公園　満開近い

　９日　土曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「初めての雪」　春（砺波市）

北日本 21 プリンセス　一日署長に 事業所回りアピール

北日本 21 鮮やかな花と緑彩る 本社　砺波支社　英国風アレンジ教室展

北日本 21 転用地を確認 市農業委　砺波市農業委員会　農地パトロール

北日本 21 自由な発想で描く 臨床美術「とえん展」　砺波

北日本 22 チューリップ柄　楽しんで 市観光協　トートバッグ発売

北日本 23 となみ政経懇話会　４月例会 宣伝会議取締役メディア・情報統括　事業構想大学院大学長　田中里沙氏　

北日本 23 ３年ぶり　となみ夜高 ６月　「突き合わせ」は中止

北日本 27 第３８回　危険業務従事者叙勲　県内２２人 安全・安心　地域に貢献　瑞宝単光章　元県警部補　池田潔さん（７２）砺波市小島　ほか

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１９人

北日本 29 花だより　８日 砺波　🌸　庄川水記念公園

北日本 30 接種特設会場　県内の４市で 来月　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館（砺波市）は７、１４日

富山 3 来月の接種日程決定 コロナワクチン特設会場　西部　砺波市のＴＯＮＡＭＩ翔凛館で７、１４日

富山 19 地鳴り パークゴルフでたっぷりと歩く　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 プリンセスを一日署長に委嘱 砺波署

富山 21 たかのすこども園　合唱で開園祝う 砺波　たかのす認定こども園の開園式

富山 23 危険業務従事者叙勲 県内から２２人　２９日に発令　瑞宝単光章　警察功労　池田潔氏（７２）＝元警部補、砺波市小島　ほか

富山 23 砺波高に新制服　男女ブレザー 今年度から男女ともにライトグレー色のブレザー

富山 23 花だより（８日） 庄川水記念公園（砺波）　満開

富山 26 夜高まつり３年ぶり実施 砺波・振興会が総会　大行燈３基で

富山 26 ２人死亡、クラスター１件 県内新型コロナ　１９０人感染　砺波市１９人

富山 27 地元の誇り「ありがとう」　藤子Ａさんやすらかに 潮風ギャラリー　市庁舎に献花台　氷見で１００人記帳　「憎めないキャラ楽しませてくれた」

北陸中日 5 発言 賃金の低い現役世代　支援を　会社員　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

北陸中日 12 危険業務従事者叙勲（９日） 瑞宝単光章　警察功労　池田潔７２元県警部補　砺波　ほか

北陸中日 24 桜だより（８日） 砺波　庄川水記念公園　満開

北陸中日 25 県内１９０人感染 クラスター１件　砺波市　１９人

読売 26 危険業務　２２人に叙勲 受章者　瑞宝単光章　警察功労　池田潔７２　県警部補（砺波市）ほか

読売 26 砺波の魅力　笑顔で発信 プリンセスチューリップに４人

朝日 25 県内２２人受章 危険業務従事者叙勲　瑞宝単光章　警察　池田潔（砺波）７２　ほか

日本経済 34 危険業務従事者　叙勲受章者　 富山　瑞宝単光章　警察功労　池田潔７２元県警部補　砺波　ほか

　１０日　日曜日
北日本 7 県内高校　制服・校則見直し広がる 男女分けず　自由選択　自主性尊重　生徒も議論　温かく動きやすい

北日本 17 チューリップ公園 フェアに向け５００人が清掃

北日本 17 ものづくり　基礎から学ぶ 少年少女発明ク開講　砺波

北日本 19 とやまの桜２０２２ 庄川水記念公園　砺波市庄川町金屋

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

北日本 23 花だより　９日 砺波　🌸　庄川水記念公園

北日本 25 砺波で「拳銃男」と通報 県西部体育センター駐車場　公園利用者ら避難

富山 20 スポーツで平和な社会、団員が誓う 砺波でスポ少結団式

富山 20 浅長、吉田さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会４月度月例大会

富山 22 宇宙の神秘伝え 北陸初、ＮＡＳＡの写真展　砺波市美術館　チューリップフェア特別展　フェア会場きれいに

富山 23 事件・事故 拳銃のような物持つ男目撃　砺波市柳瀬の富山県西部体育センター
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富山 23 花だより（９日） 庄川水記念公園（砺波）　満開

富山 26 富山の本気　四季の美 イナガキヤストさん写真展　富山市民プラザ

富山 27 砺波の特設会場　初日は３１０人接種 コロナワクチン３回目

富山 27 ほたるいか チェーンソーアートの実技講習会　砺波市夢の平スキー場

北陸中日 1 県内☀夏日　今年最高の暑さ 砺波市で２４度　「ふわふわドーム」にぎわう

北陸中日 10 とやま写真館 ㊲　三郎丸蒸留所（１９５２年～）　戦後復興　洋酒に願い

北陸中日 11 願いは一つ　平和 長崎の象徴「嘉代子桜」　彫刻家の音琴さん　道の駅井波に苗木

北陸中日 11 チューリップフェア楽しんで 会場準備に向け　市民ら公園清掃

北陸中日 11 地球、月、火星…パネルで宇宙旅　　 市美術館で展示　特別展「１３８億光年　宇宙の旅」砺波市美術館

北陸中日 22 桜だより（９日） 砺波　庄川水記念公園　満開

　１１日　月曜日
新聞休刊日

　１２日　火曜日
北日本 24 平和祈り華麗な舞 「キエフ・バレエ」再開願う　砺波で支援コンサート

北日本 25 荒木さん４連勝　首位 北日本将棋名人戦　挑戦者決定リーグ　２４日に５～７局

北日本 25 中井さん（革　富山）新人賞 現代工芸美術展　中村さん（染織　富山）初入選

北日本 25 チューリップフェア来てね プリンセスＰＲ

北日本 25 養鶏先覚者たたえる 武部毅吉の石碑建立　

北日本 25 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　４人

北日本 29 花だより　１１日 砺波　🌸　庄川水記念公園

北日本 30 レールに隙間　城端線一時運休 戸出－油田駅間　全線で約５時間半運転見合わせ

北日本 31 砺波「拳銃男」見つからず 発砲音もなし　県西部体育センター第４駐車場付近

富山 15 コント 砺波・たぬき

富山 18 農家レストラン大門（砺波市大門） 「大門素麺と伝承料理」　イチ押し　野菜を多彩に、満足感

富山 22 交通安全願い教室 砺波東部、砺波北部小

富山 22 砺波で発明クラブ開講 砺波市少年少女発明クラブの開講式

富山 23 風香の会、民舞に平和の願い込め 砺波で発表会

富山 23 日本の養鶏の礎築く　武部毅吉の石碑建立　 砺波の生家　功績継承誓う

富山 23 強風の火災想定し訓練 砺波市消防団　砺波市春季消防訓練　表彰伝達式も

富山 24 ８チームで火ぶた 第３６回砺波地区寿野球定期リーグ戦

富山 24 チューリップフェア来て ２２日開幕　プリンセス、見どころＰＲ

富山 26 花だより（１１日） 庄川水記念公園（砺波）　満開

富山 28 １０日連続前週下回る 県内コロナ　４日以来の２桁６８人　２人死亡　砺波市４人

富山 28 城端線　全線５時間半運休 レール継ぎ目に隙間

北陸中日 13 来訪　初登場　円形花壇見て チューリップフェアＰＲ

北陸中日 26 レール継ぎ目割れ　城端線が１３本運休 戸出－油田間

北陸中日 26 桜だより（１１日） 砺波　庄川水記念公園　満開

北陸中日 27 県内６８人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

読売 30 砺波のチューリップＰＲ 「プリンセス」支局を訪問

読売 31 ３回目ワクチン　来月の日程発表 砺波会場　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館（砺波市三島町）７、１４日

　１３日　水曜日
北日本 6 リスク回避の３トップ　富山経済同友会 廣貫堂問題が影響　委員会を再編

北日本 17 声の交差点 運転士さんの心遣い　砺波市　安藤浩美（６０歳）

北日本 19 犯罪危険箇所見回り 砺波　となみセントラルライオンズクラブ

北日本 20 世界一の技で魅了 チェーンソーアート　城所さん　砺波　砺波市五谷観光企業組合

北日本 20 交通安全呼び掛け 砺波　砺波署「交通事故死ゼロの日」

北日本 20 多彩な演目披露 砺波　民舞団体「風香（ふうか）の会」

北日本 21 会長に宮本氏 県中体連　運動部研究協議会

北日本 21 本江会長を再任 県高校長協会　副会長　中村謙作砺波高校長

北日本 21 スポ少本部が結団式 砺波市スポーツ少年団本部の結団式

北日本 21 グラウンドゴルフ　砺波市春季大会 男子①脇田吉隆（鷹栖）７４　ほか

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 花だより　１２日 砺波　△　庄川水記念公園

北日本 26 庄川挽物に初の女性 グラフィックデザイナーで活躍　高島さん　１０年ぶり後継者　「国の宝残したい」

富山 20 交通安全徹底へ　砺波署に宣誓書 利賀ダム工事事務所

富山 21 庄川挽物に女性後継者 初の木地師へ技術学ぶ　砺波のデザイナー高島さん　若者使える商品を

富山 22 節目彩る行燈　着々 ６月の第７０回庄川観光祭　３年ぶり開催へ準備
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富山 22 会長に本江氏再任 県高校長協会　副会長に中村謙作砺波高校長を新任

富山 23 花だより（１２日） 庄川水記念公園（砺波）　散りはじめ

富山 23 ふるさと大賞　６団体を選出 砺波市栴檀山公民館

北陸中日 24 桜だより（１２日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

北陸中日 25 県内１２９人感染、１人死亡 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３人

読売 26 よみうり文芸 短歌

毎日 19 チューリップフェア　心待ち 富山・砺波「プリンセス」がＰＲ

　１４日　木曜日
北日本 1 となみチューリップフェア　２２日開幕 出番間近　生育順調

北日本 12 となみ野 第３１回県民スポレク祭ＰＧ大会砺波予選　ほか

北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 12 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 20 強風時の延焼防止を訓練 砺波市消防団と砺波消防署の春季訓練　消防団を対象にした表彰伝達式もあった

北日本 20 安全運転へ誓約書提出 砺波　国土交通省利賀ダム工事事務所

北日本 20 個性あふれる金工や墨彩画 名取川さん個展　ギャラリー遊芸舎

北日本 21 光風会展　越谷さん（高岡）最高賞 大野一秀さん（砺波）が会員に推挙

北日本 21 県内１１人再入選 新日春展　▽再入選＝小野美恵子

北日本 22 ＮＩＥ　教育に新聞を 新聞使った授業紹介　「とやまのＮＩＥ」発行　実践例まとめる

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　６人

北日本 25 花だより　１３日 砺波　△　庄川水記念公園

北日本 27 殺人未遂　砺波の女逮捕 金沢で女性刺した疑い　石川県警

富山 23 チューリップ陽光浴び 「フェア」へ遮光ネット撤去　砺波

富山 23 酒井宮司をしのぶ　春季大祭で奉納演奏 砺波・藤津神社

富山 24 春の王座へ４０チーム 県高校野球、１６日開幕　登録選手の入れ替え可　田中会長を再任

富山 25 花だより（１３日） 庄川水記念公園（砺波）　散りはじめ

富山 29 砺波の女　殺人未遂疑い ３５歳介護福祉士、逮捕　金沢で３０代女性刺す　合鍵で侵入、被害者夫と接点か

富山 29 容疑者「しっかりした人」 近隣住民

富山 29 包丁持参　周到に計画か 捜査関係者

北陸中日 12 多彩な奉納演奏　楽しむ 砺波　藤津神社で春季大祭

北陸中日 13 遮光ネット外し開花調整 砺波　チューリップフェアへ作業

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 26 県内１９０人感染　１人死亡 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６人

北陸中日 26 桜だより（１３日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

北陸中日 27 就寝中の女性刺される 金沢、殺人未遂疑い　砺波の女逮捕

読売 28 富山第一　初戦は高岡工芸 １６日開幕　観客５０００人まで　春の高校野球県大会組み合わせ

読売 28 となみ野少年野球チーム紹介　㊤ 出町　庄東

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 29 チューリップ　春の光やっと 砺波、２２日からフェア

毎日 22 広告 花が彩る　星の数ほど愛と希望　ＴＯＮＡＭＩ　Ｔｕｌｉｐ　Ｆａｉｒ

　１５日　金曜日
北日本 22 遺志継ぎ芸能奉納 藤津神社　砺波市苗加　春季大祭

北日本 23 島田さん（南砺）会員賞 日彫展　▽再入選＝齊藤尤鶴、大丸敏（砺波）

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

北日本 29 花だより　１４日 砺波　△　庄川水記念公園

北日本 30 高齢者２人に４回目誤接種 高岡と砺波

富山 1 川面彩る　桜の花びら 県内雨　最高気温、前日より１０～１４度低く　砺波・庄川水記念公園

富山 3 マイナカード申請　あすから出張窓口 総務省、県内施設で　１６、１７日に砺波市のイオンモールとなみ

富山 17 地鳴り 園児の孫の成長感じた小さな旅　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 17 地鳴り 子供に声を掛けられない　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 18 庄川河川敷で清掃　強風でごみ２倍に 砺波　

富山 18 ロビー展 髙田幸子作品展　富山銀行庄川支店　川原真理子エコクラフト展　富山銀行砺波支店

富山 19 全国の屋敷林　写真で魅力伝え 砺波で展示　「日本全国の屋敷林　石村眞一写真展―美しい樹木景観を求めて―」　となみ散居村ミュージアム

富山 20 チューリップ咲いた １７日、砺波・高波でまつり　８０万本　華やかな彩り　昨年より３０万本増

富山 20 フォトコンテストも開催 砺波市高波地区球根組合

富山 20 信頼される看護師に 砺波准看護学院

富山 21 花だより（１４日） 庄川水記念公園（砺波）　散りはじめ

富山 24 砺波でも誤接種 ７０代男性、紛失の券使い
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富山 25 夫の不在狙い侵入か 金沢の殺人未遂　容疑の女、同じ職場　傷５、６ヵ所　執拗に刺す　佐藤容疑者を送検

北陸中日 1 山本さん「次世代につなぐ」 中日農業賞優秀賞の贈呈式

北陸中日 12 県固有　新種の桜満開 昨夏発表　イカルギシロヤエ　県中央植物園

北陸中日 13 柳瀬ブランドに磨き 中日農業賞喜び　砺波の山本さん「強い経営体を」

北陸中日 24 桜だより（１４日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

北陸中日 25 逮捕された女は被害者夫の同僚 金沢の殺人未遂

北陸中日 25 県内１６２人　新規感染 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

　１６日　土曜日
北日本 6 酒類製造　新たな収益 北陸コカ　砺波工場　免許取得

北日本 17 声の交差点 懐かしい「金沢ノオト」　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 17 声の交差点 見事に花開いた雅桜　砺波市　村中正敏（９１歳）

北日本 20 春季県高校野球きょう開幕 目指せ全国区のチーム　元甲子園Ⅴ選手が初陣　未来富山の岩瀬監督　きょうの試合　砺波工－国際大付

北日本 26 伝統工芸継承を支援 庄川・井波　知事が工房訪問　庄川挽物木地

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　７人

北日本 31 ニュースファイル 砺波でバイク転倒し重傷　砺波市矢木の事業所敷地内

北日本 31 花だより　１５日　今季終了 砺波　△　庄川水記念公園

富山 3 後継者育成など課題理解　「新しい風も感じた」 庄川挽物　井波彫刻　知事、工芸の産地視察

富山 21 地鳴り 定年退職で新たな道に　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 22 チューリップフェア来場を 四季彩館長　ラジオたかおかでＰＲ

富山 25 街を歩くと　謎のピンクハウスずらり 暗闇にぽっかり浮かぶ１３棟　婦中の山あい　富山環境整備　甘～いトマト生産　ＬＥＤで冬場の生長促進

富山 25 事件・事故 ミニバイク転倒で右腕骨折　砺波市矢木のＪＡとなみ野庄西支店の敷地

富山 25 花だより（１５日） 庄川水記念公園（砺波）　散りはじめ

富山 28 入善で会食クラスター 県内コロナ、新規１０４人感染　砺波市７人

富山 29 夫の住所や勤務形態把握 金沢の殺人未遂　砺波の容疑者　施設で責任者の立場

北陸中日 12 「伝統工芸できる限り応援する」 知事が２産地を視察　庄川挽物木地と井波彫刻

北陸中日 26 桜だより（１５日） 砺波　庄川水記念公園　散り始め

北陸中日 27 県内１０４人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　７人

北陸中日 27 砺波の７０代男性　４回目を誤接種 富山県砺波市

　１７日　日曜日
北日本 13 春季県高校野球開幕 きのうの試合　国際大付３－５砺波工

北日本 15 チューリップバルーン初日中止 熱気球きょう飛行　「チューリップバルーン２０２２」

北日本 16 ９月に芸能発表会 市老人ク総会　砺波　市文化会館

北日本 16 きれいな庄川へ　河川敷を清掃 砺波　庄川河川敷の清掃活動

北日本 16 大型犬　のびのび散歩 夢の平で初イベント　砺波　「一緒にお散歩しよう」

北日本 17 となみチューリップフェア　見どころチェック！ ブンゾーンが誕生！　開幕まで５日　プリンセスのつぶやき　１

北日本 17 こちらも見てね　ＳＬピカピカ 砺波　機関車「中越弁慶号」清掃

北日本 20 とやまｗｅｂｕｎランキング ②砺波の女逮捕、包丁で女性刺した疑い　⑤砺波で「拳銃男」と通報

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　３人

富山 2 日曜特番　宝達志水 「まんが図書館」経費２４２万円のみ　今月下旬の開館間に合う？

富山 13 広告 歓声を上げる光景　３００万本色鮮やか　チューリップフェア

富山 13 広告 満開のチューリップをお楽しみください♪　チューリップ四季彩館

富山 16 広告 砺波市　となみし　３００品種３００万本の色とりどりのチューリップが彩ります

富山 26 砺波でマイナカード出張申請始まる 総務省、行列できる　イオンモールとなみ

富山 26 となみチューリップフェア控え 歓迎準備「弁慶号」美しく

富山 26 魚津工など初戦突破 第９４回春季県高校野球大会第１日　砺波工が初戦突破

富山 27 花だより（１５日）　本日付で終了 庄川水記念公園（砺波）終わり

北陸中日 14 春季県高校野球大会 一回戦　国際大付３―５砺波工

北陸中日 22 桜だより（１６日）　本日で終わり 砺波　庄川水記念公園　散り果て

読売 24 赤白黄色のカーペット　砺波 砺波市高波の畑　「高波チューリップまつり」

読売 24 まんが時評 チューリップ　春の光　やっと

読売 25 庄川挽物　１０年ぶり新人 初の女性　砺波のデザイナー　美しい木目の工芸品　職人激減１０人に　習得まで最低３年

読売 25 県、伝統工芸継承へ支援 知事が工房視察　「庄川挽物木地」高島さんの工房

読売 25 春の高校野球　県大会が開幕 １回戦　砺波工５―３富山国際大付

朝日 21 ３試合が順延 春季県高校野球開幕　砺波工５―３富山国際大付

１８日　月曜日
北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　０人
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北日本 19 声の交差点 投稿縁で旧友と再会　砺波市　武部琉子（７７歳）

北日本 19 ニュース先読み　４月１８日（月）～２４日（日） ２２日（金）　２０２２となみチューリップフェア開幕　！ここがポイント

北日本 19 とやま×私×フォト 「足跡追いかけ目指す金剛堂山」　しゃお（砺波市）

北日本 20 砺波　高波チューリップまつり ８０万本鮮やか

北日本 20 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 浮かぶ星形デザイン　開幕まで４日　プリンセスのつぶやき　２

北日本 20 記者ぶろぐ　福野・井波支局長　堀佑太 戦禍の〝故郷〟思い踊り　「キエフ・バレエ」の支援コンサート　砺波市文化会館

北日本 20 パークゴルフ（１６日） 第３１回県民スポレク祭砺波予選

北日本 23 熱気球　花と共演 砺波　３年ぶり開催　チューリップフェアＰＲ

富山 14 チューリップ絨毯輝く ３０品種８０万本が見頃　砺波・高波でまつり　紙コップに花集め　フォトコンテストも

富山 14 工作や風船人気 砺波・北部苑のマルシェ　春のとなみほくぶマルシェ

富山 14 金井、吉田さん制す 第３３回砺波市グラウンドゴルフ協会長杯大会

富山 16 富山一など３回戦へ 富山商は延長サヨナラ　富山工７－８砺波

富山 20 ３年ぶり　熱気球の「花」 ２２日開幕、となみチューリップフェアＰＲ　県内外１９チーム

北陸中日 10 咲いた　並んだ　３０品種８０万本 砺波・高波で「まつり」開催

北陸中日 11 春季県高校野球大会 富山工７－８砺波

読売 25 富山第一３回戦進出 春の高校野球　２回戦　砺波８－７富山工

朝日 21 新会長に篠原氏　事業計画も決定 県学校吹奏楽連盟　総会　「県アンサンブルコンテスト」を砺波市文化会館で

朝日 21 春季高校野球県大会 ２回戦　砺波８－７富山工

１９日　火曜日
北日本 19 着物の帯でかばん はつらつ塾　高橋代表考案　新聞エコバッグを応用

北日本 19 温かみある彫刻・木版画 野村さん作品展　わくわく小矢部で

北日本 21 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 園内で謎解きに挑戦　開幕まで３日　プリンセスのつぶやき　３

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２人

北日本 28 活性化へオリーブカフェ 砺波で９月開設　楽園となみ　「第２のチューリップに」

北日本 28 加越能バス　一部区間運休 利用客減・燃料高で　高速バス高岡・砺波－金沢線の一部区間

富山 18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 20 丸圓商店が砺波善意銀行に車椅子 回収したアルミ缶を換金した収益などで

富山 20 交通指導員ら委嘱 砺波　

富山 20 暴風災害想定で非常招集訓練 砺波署

富山 20 幻想的な夢を表現 砺波で山田さん写真展　「コーヒーピットＹＳＰ」で

富山 22 砺波にオリーブ園 地元経済人整備、１１１０本植樹　９月に加工施設、カフェ

富山 23 高岡－砺波－金沢線 ２５日から高岡区間運休　加越能バスの高速バス

富山 26 １月以来　５０人割る 県内コロナ、新たに４１人　砺波市２人

北陸中日 7 吟醸酒の優等賞　２７業者と３２人に 金沢国税局　北陸３県鑑評会

北陸中日 26 新型コロナの自治体別感染者数　 砺波市　２人

読売 30 となみ野少年野球チーム紹介　㊦ 砺波東部・庄南　砺波北部・庄川

朝日 21 全日写連だより　 推薦に西田さん　県本部・冬の撮影会　佳作「冬航路」（谷村めぐみ＝砺波市）

２０日　水曜日
北日本 2 来社　１９日 砺波支社　八田俊伸氏（砺波市般若自治振興会長）

北日本 5 アナログ返上　県議研修 タブレット導入向け

北日本 6 カラスの巣　ＡＩ発見 北陸送配電　見回りや撤去負担減　車で撮影　解析

北日本 19 夢舞台へ練習に熱 くまの音楽堂　チューリップフェア初出演　歌で砺波　元気づけたい

北日本 19 「スニーカー農業」始動 ほ場整備　トウモロコシを栽培　ＪＡとなみ野

北日本 20 ほくぶマルシェ　販売や演奏多彩 砺波　「春のとなみほくぶマルシェ」

北日本 21 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 愛と希望　星の数ほど　開幕まで２日　プリンセスのつぶやき　４

北日本 21 フレッシュテニス　６２組１２４人が熱戦 第３１回砺波オープンフレッシュテニス大会

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　４人

北日本 34 県内１万５５０１人参加 学校別成績は非公表方針

富山 34 スニーカー農業を ＪＡとなみ野　長靴不要、排水設備で乾いた土　田を大規模畑に

富山 35 全日本こども美術大賞展で特選 となみ、富山教室の５人　富山新聞文化センター

富山 39 ほたるいか 北陸電力送配電　カラスの巣撤去

北陸中日 31 県内１０１人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

２１日　木曜日
北日本 5 夏野砺波市長　県市長会長再任 副に藤井富山市長

北日本 14 となみ野 第８回春爛漫・創作造形作家展ほか

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
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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 降りそそぐ　春の香り　ＴＯＮＡＭＩ　Ｔｕｌｉｐ　Ｆａｉｒ

北日本 16-17広告 ２０２２となみチューリップフェア　会場イベントほか

北日本 23 庄川川開き　ヤマメ放流 砺波市漁業協同組合　砺波市安川の庄川右岸

北日本 23 １０人１団体を表彰 砺波市防犯協会　総会

北日本 25 県ＰＴＡ広報紙コンクール最優秀 小学校　光陽　中学校　出町　地区　富山市

北日本 25 県小・中学校長会長 豊田氏（小学）白江氏（中学）　協会長には関澤氏

北日本 25 花の〝動物園〟へようこそ フェアに合わせ　花総合センター特別展　「みんな集まれ！」

北日本 25 開幕前に美しく　違反広告物確認 砺波市の違反屋外広告物パトロール

北日本 25 となみチューリップフェア　見どころチェック！ 最新の２品種　特別展示　あす開幕

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　５人

富山 1 晴天の穀雨「早生」田植え 高岡の水田　最高気温　砺波市２２・７度

富山 3 県市長会長に夏野砺波市長を再任 県市長会議

富山 13 地鳴り 恩人亡くなり今はただ感謝　潟沼みや子　６８歳（砺波市）

富山 13 地鳴り 思わぬご縁で二つの出会い　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 ヤマメの稚魚　５００匹放流 砺波・庄川川開き　砺波市漁協の川開き祭

富山 21 自衛官相談員　４人を委嘱 砺波市　自衛官募集相談員委嘱状交付式

富山 22 オランダの国際園芸博覧会 県産チューリップ最高賞　となみチューリップフェアで展示

富山 22 多肉植物で動物を表現 県花総合センター　特別展示「みんな集まれ！」

富山 22 教育環境充実図る　会長３氏が来社 県小、中校長会、協会

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 13 催し ２０２２となみチューリップフェア

北陸中日 25 県内１７３人　感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　５人

読売 24 ただいま活動中　 一般社団法人「Ｐｏｎｔｅとやま」（砺波市）　カフェ　悩む人の居場所に

２２日　金曜日
北日本 5 国際コンテスト入賞 県産チューリップ２品種　金　乙女のドレス　銅　黄つるぎ

北日本 6 砺波地域　３木材組合が合併 安定した供給体制構築　「砺波地域木材組合」設立総会

北日本 17 会長に中村氏 県高体連　総会　役員改選

北日本 21 栴檀山の山菜たっぷり 夢の平コスモス荘　あすから定食提供　砺波

北日本 21 庄南小６年　４４人が入隊 少年消防クラブ　砺波

北日本 21 チューリップ色とりどり 園児ら思い思い描く　北陸コカ・コーラボトリングの「チューリップのお絵描きを楽しもう」　砺波

北日本 21 出町防犯組合　犯罪抑止へ決意 パトロール出発式　砺波

北日本 22 交通安全署名　２８５人分初提出 ＪＡとなみ野　砺波

北日本 23 県チューリップ切り花品評会 最高賞に市山さん（砺波）　砺波

北日本 23 望ましい学級数 小学２　中学３以上　検討委　砺波市学校のあり方検討委員会

北日本 23 車いす５台寄贈 丸圓商店　砺波

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１１人

北日本 29 県内　ＧＷ「近県旅」人気 コロナ下「行けるうちに」

富山 16 すこやか育児 吉川愛さん　＝砺波市鷹栖　次男　純以ちゃん（２０年４月１６日誕生）

富山 18-19広告 花が彩る　星の数ほど愛と希望　ＴＯＮＡＭＩ　Ｔｕｌｉｐ　Ｆａｉｒ

富山 21 地鳴り　 花の力に癒やされる　西川良子　６９歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・富之助

富山 22 出発式で４０人決意 砺波市出町組合　定期パトロール出発式

富山 22 交通安全誓い署名簿を初提出 ＪＡとなみ野　

富山 24 砺波地区木材組合が設立 南砺で総会　県内最大、３１事業所

富山 24 児童の相談、検査充実 臨床心理士が着任　南砺市こどものえがおクリニック

富山 24 いきいき富山勝利 ３チーム２勝並ぶ　県生涯軟式野球古希リーグ

富山 24 新会長に中村氏 県高体連　２０２２年度総会

富山 25 幼児も埋文を楽しんで 砺波市教委がゲーム開発　パズルや影絵で土器、土偶学ぶ

富山 28 県内コロナ　新たに１５５人 ２０日連続で前週下回る　学校でクラスター　砺波市１１人

富山 29 砺波に「愛と希望」咲く チューリップフェアきょう開幕　３００品種　３００万本　県内きょう曇り後晴れ

富山 29 ほたるいか 東般若保育園の年長児１４人　チューリップのお絵描き

北陸中日 25 殺人未遂認める供述 砺波の容疑者　着衣に女性？血痕

北陸中日 25 県内１５５人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１１人

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 23 県チューリップ　堂々の「金」「銅」 国際園芸博　「アルメーレ国際園芸博覧会」の切り花コンテスト
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読売 26 広告 花が彩る　星の数ほど愛と希望　ＴＯＮＡＭＩ　Ｔｕｌｉｐ　Ｆａｉｒ

２３日　土曜日
北日本 1 ３００万本　夢の花園 となみチューリップフェア開幕

北日本 6 直売所に待合飲食スペース 砺波の「平ら寿し本舗」

北日本 10 広告 花が彩る　星の数ほど愛と希望　ＴＯＮＡＭＩ　Ｔｕｌｉｐ　Ｆａｉｒ

北日本 19 声の交差点 春らんまんを実感　砺波市　島田栄（７３歳）

北日本 21 素描の力作並ぶ 本社支社教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室「素描教室」の作品展

北日本 23 コロナ禍　癒やし　 チューリップフェア開幕　パチリ　満喫　うっとり

北日本 23 中国　盤錦市と友好３０周年 さらなる交流発展誓う

北日本 23 具象・抽象　多彩に表現 県洋画連盟展　開幕

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 1 鮮やか３００万本　咲き誇る花園 砺波でチューリップフェア開幕

富山 1 晴れ晴れ県内　散策日和 円形花壇で咲き誇るチューリップを楽しむ来場者

富山 20 地鳴り 毎年増える葬式のお参り　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 コント 砺波・りえちゃん

富山 27 盤錦市友好３０年祝い　交流展や太極拳披露 砺波市が記念事業　砺波市美術館

富山 27 望ましい学級数　小学２、中学３ 「砺波市立学校のあり方検討委員会」第７回会合

富山 29 「安全な大会運営を」 県高体連・中村会長

富山 34 広告 花が彩る　星の数ほど愛と希望　となみチューリップフェア　開催中

北陸中日 1 チューリップ　愛と希望３００万本 砺波、フェア開幕

北陸中日 12 となみチューリップフェア開幕 どの花見ても♪

北陸中日 25 刃渡り１８㌢洋包丁使用 砺波の容疑者、殺意を否認

読売 22 県高校体育連盟新会長に中村氏 読売新聞富山支局で抱負

読売 22 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 前回の正解　パンジー　かわいい花　毎年の楽しみ　砺波市・池谷克美７２

読売 23 待ってた　この眺め　＊砺波 色とりどりの花を咲かせるチューリップ

読売 26 咲いた　並んだ 「２０２２となみチューリップフェア」が開幕

朝日 23 色鮮やか３００万本　砺波に咲いた～ チューリップフェア

毎日 23 チューリップ　春彩る３００万本 富山・砺波でフェア

２４日　日曜日
北日本 2 参院選へ特別決議 砺波市連　自民党砺波市連　総会

北日本 9 声の交差点 先生の漫画と生きた　砺波市　宮永輝彦（５７歳）

北日本 13 春季県高校野球　第４日 新湊　コールド勝ち　村上　全力プレーでけん引　きのうの試合　２回戦　砺波工６－１０魚津工　きょうの試合　３回戦　砺波－石動

北日本 14 県内の四季　色鮮やか イナガキさん写真展　自然や景色５０点

北日本 15 きょうもにっこり たかのす認定こども園　保育教諭　東千那さん（砺波市・２２歳）

北日本 16 自衛官募集相談員　再任４人に委嘱状 砺波市と自衛隊富山地方協力本部

北日本 20 とやまｗｅｂｕｎランキング ⑥オリーブを砺波の特産に　カフェ９月オープン

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１０人

北日本 22 春の田園鮮やか 砺波　砺波市荒高屋　鮮やかなシバザクラ

富山 2 参院選　野上氏４選へ特別決議 自民県連、３年ぶり定期大会　「圧倒的勝利のため全力」　砺波市連も特別決議

富山 18 ハンド　高岡向陵アベックＶ 県高校春季大会　ラグビー　準決勝　富山一５９－０砺波工　砺波２４－０魚津工

富山 18 魚津工、新湊、高朋、新川が３回戦に進出 第９４回春季県高校野球大会第４日　砺波工６－１０魚津工

富山 19 華やか３００万本に感動 砺波・チューリップファン倶楽部　ツアー　フェア会場巡る　１万６千人が来場

富山 19 庄川遊覧船　クルーズも人気 フェア入場券で２割引き

富山 19 紙風船　 新品種の桜咲く　「イカルギシロヤエ」

富山 22 大型連休中　郷土の祭り　各地再開 県内もめじろ押し　御車山祭、城端曳山祭…　地域活性、伝統継承へ　感染対策しっかり

富山 22 県内コロナ１２９人感染 富山の小学校でクラスター　砺波市１０人

北陸中日 11 チューリップお絵描き満喫 北陸コカ　年長児招く

北陸中日 11 春季県高校野球大会 二回戦　砺波工６－１０魚津工

北陸中日 11 県高校春季大会 ラグビーフットボール　▽準決勝　富山第一５９－０砺波工　砺波２４－１０魚津工

読売 26 春の県高校野球　魚津工３回戦へ 昨夏４強・砺波工破る

２５日　月曜日
北日本 14 春季県高校野球　第５日 ８強そろう　石動　投打かみ合う　エース四ツ島　好投８奪三振　石動８－１砺波

北日本 14 きのうの試合 ３回戦（県営富山）　石動８－砺波１

北日本 15 ハーフの部　男子　藪田　Ｖ　米田　女子 魚津しんきろうマラソン　６種目２３１５人完走　種目別成績

北日本 17 地元のタケノコ知って 射水　黒河で祭り　朝採れを住民に販売　移住者には無料配布

北日本 17 チューリップの旅満喫 ファン倶楽部３年ぶり　県外１５人が花摘み　砺波市農業公社　「フラワー体験ツアー」

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　４人
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北日本 23 とやま×私×フォト 「ど根性ツクシ」　ＲａｎｄｙＰａｐａ（砺波市）

北日本 24 北日本将棋名人戦　挑戦者決定リーグ 荒木さん（富山）挑戦権獲得　６月　中平名人（富山）と３番勝負

北日本 24 迫力あるばちさばき 越中太鼓まつり　「越中太鼓まつり打魂鼓２０２２ｉｎとなみ」

北日本 24 感謝込め春の一服 北日本となみ野茶会　３年ぶり開催

富山 14 南砺・マックス加工　縫製からますずしへ １１年で月産３万個に　事務所に店舗開設

富山 16 富山一、石動、氷見、福岡、高岡商、富山東、富山商、高岡一　８強 第９４回春季県高校野球大会第５日　石動８－砺波１

富山 16 柔道は男子小杉　女子富山商がＶ 県高校春季大会　弓道　◇男子▽近的団体　①砺波工　▽同個人　①窪島大翔（砺波工）ほか

富山 17 紙風船 心が通う「花の外交」

富山 20 となみチューリップフェア　初の日曜　２万８０００人 来場者、昨年最多上回る　新旧プリンセス発信

北陸中日 11 友好都市３０周年祝う 砺波市と中国・盤錦市が式典

北陸中日 11 ８強出そろう 春季県高校野球大会　石動８－砺波１

読売 21 春季県高校野球　高岡商など８強 ２９日に準々決勝　石動８－１砺波（７回コールド）

２６日　火曜日
北日本 1 黄色のじゅうたん　砺波 県内夏日　砺波２５．８度

北日本 5 かがやき停車　本年度も要望 県西部６市議長会

北日本 19 交流深める水上花壇 市と台湾　チューリップで親睦　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 26 熱中症疑いで砺波の男性搬送 ２５日午後　砺波市内

北日本 22 栴檀山の山菜味わって 砺波　コスモス荘が定食販売

富山 23 小矢部、砺波、南砺 市営バスの課題共有　３市議会　初の合同研修　高校通学で連携を提案

富山 23 スポーツまつり　３年ぶり実施へ 砺波市老人クラブ連　総会

富山 25 台北の街表現　水上花壇設置 砺波との交流再開を願い　チューリップフェアで式典　花２００個飾り、池に浮かべ

富山 25 園児が合唱で歓迎 砺波市東部保育所の園児

富山 28 草刈り中に熱中症 砺波、男性搬送

北陸中日 12 日台友好　深める水上花壇 となみチューリップフェア　ひょうたん池に浮かべる

北陸中日 12 県２品種　金賞と銅賞 オランダの国際園芸博

北陸中日 12 第３３回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰 東般若花と緑の推進協議会＝砺波市

北陸中日 26 県内６０人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３人

読売 21 宇宙の旅　写真で　フレアなど１２５点 砺波市美術館　写真展「１３８億光年　宇宙の旅」

読売 21 チューリップの花　バッグにデザイン 砺波で１０種販売　砺波市観光協会　「となみんトートバッグ」

２７日　水曜日
北日本 17 声の交差点 思い出すハワイ旅行　砺波市　大島友則（７４歳）

北日本 19 砺波　少年消防クラブ入隊式 「火遊びしません」　鷹栖小５年誓い　市民へ呼び掛け　砺波南部小５年

北日本 19 コンビニ店員に感謝状 砺波署　ローソン砺波久泉店に

北日本 20 ６月　スポーツ大会 市身体障害者協　総会

北日本 21 ウイークリー西部　３年ぶり　砺波の出町子供歌舞伎 伝統継続へ　稽古に熱　児童減　担い手確保課題　男女７人出演　町外で説明会

北日本 21 船木さん（富山）会友賞 第９９回春陽展　◇絵画▽会友・再入選＝稲垣朋子（砺波）

北日本 22 キッズギャラリー 「お姉ちゃんと登校する私」　砺波市庄川小１年　齋藤彩葉

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

北日本 26 コロナ感染　新たに１０２人　 県内　砺波市８人

北日本 27 えびす食中毒　きょう１１年　 県内遺族　「誰も責任を取らない。これが現実」　憤りと苦しみ消えず

富山 20 サポート詐欺防ぐ　砺波署が感謝状 ローソン砺波久泉店

富山 22 カブトムシ育てて 砺波・出町認定こども園　加藤さん、幼虫５０匹贈る

富山 26 えびす集団食中毒事件きょう１１年　 小西さん「一緒に年重ねたかった」　久保さん「ほったらかしにされた」　遺族　怒りや悲しみ、やり場なく

富山 26 県内１０２人感染 ３日連続で前週上回る　砺波市８人

北陸中日 12 読書活動で大臣表彰 氷見・湖南小が市に報告　団体で砺波ファーストブックの会（砺波市）

北陸中日 13 魚津を２４００人快走 ３年ぶり　しんきろうマラソン　【ハーフマラソン男子】▽４０～４９歳　③松田孝之（砺波市）

北陸中日 25 県内１０２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８人

読売 22 よみうり文芸 海潮砺波歌会

読売 22 ランドセル寄付　イオン３店募る アフガニスタンへ　イオンスタイルとなみ（砺波市）など

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２８日　木曜日
北日本 12 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

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 19 声の交差点 戦争から美術品守れ　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 19 声の交差点 わが家にある美術館　砺波市　廣橋幸子（６９歳）
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北日本 21 防火の決意新た　少年消防クラブ入隊式 市民へ呼び掛け　庄東　火災ないまちに　庄川町

北日本 21 カブトムシ幼虫　園児に５０匹贈る 庄川の加藤さん

北日本 22 私たちの夢花壇 最優秀　出町推進協　源通さん

北日本 22 「困った時は先生に相談」 般若中ＯＢ講演　創校記念講演会

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 28 砺波支社カルチャー教室 新講座「リボン刺しゅう」　来月１４日体験会

富山 21 くらしの日記 失って得たもの　紫藤道子　８７歳（砺波市狐島）

富山 23 富山文芸　４月賞 歌壇　佳作　砺波市庄川町三谷　山森和子

富山 25 地鳴り 庶民の日常を踏みにじる戦争　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 25 地鳴り 国を死守する思い強く感じる　堺井清美　６７歳（砺波市）

富山 26 人生の分岐点　友人らに相談を 砺波・般若中で講演　創校７５周年記念講演会

富山 27 出町推進協議会と源通さん最優秀賞 砺波・私たちの夢花壇

富山 32 県内コロナ感染１５９人 ２３日以来の前週比減　砺波市１１人

富山 33 ほたるいか 砺波市庄東小　少年消防クラブ入隊式

北陸中日 12 伐採木　ご自由にどうぞ 国交省、あす庄川で提供　砺波市太田の庄川左岸

北陸中日 13 お取り寄せ クラフトハイボール「ハリー・クレインズ」　若鶴酒造

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 25 県内１５９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１１人

２９日　金曜日
北日本 1 さあ　連休だ 砺波　チューリップ満開

北日本 5 全市と「ワンチーム」 夏野市長会長　２年目　ライン・直電で連携

北日本 24 砺波　きょう・あす出町子供歌舞伎 仕上げ万全　さあ本番！　３年ぶり開催へ

北日本 24 チューリップフェア 入場者　昨年超え見通し　砺波

北日本 24 ４回目接種　７月以降に　 夏野市長

北日本 24 チューリップ柄いかが 富山もようグッズ人気　砺波

北日本 24 クマ出没時の役割分担確認 市対策会議　砺波

北日本 24 少年警察ボランティア 砺波署　宗景昭　ほか

北日本 25 ３年ぶり庄川観光祭 ６月　花火１５００発打ち上げ　砺波市の庄川町商工会

北日本 25 支部長に上野氏 県宅建協会砺波支部

北日本 29 春の叙勲　県内在住者 旭日小綬章　元全国農業協同組合連合会県本部運営委員会長　佐野日出勇さん（８２）砺波市下中　ほか

北日本 32 大型連休「遊び尽くす」 コロナ下　行動制限なし　県内　帰省客が続々到着

北日本 32 県の人口　１０２万人割れ 調査開始以来初　市町村別の人口　砺波市　４７，４８７人

富山 1 県人口　１０２万人割れ ４月１日時点　現行調査で最少　コロナ禍で転入者減少　砺波市　４７,４８７人

富山 25 春の叙勲　力尽くし　郷土支える 旭日小綬章　佐野日出勇氏　元全農県本部運営委員会長　農業の未来切り開く　ほか

富山 27 ６月から４回目接種 コロナワクチンで砺波市　夏野修市長　定例会見

富山 28 さぁ祭り本番　コロナ禍乗り越え　親子３人が初舞台 きょう、あす　砺波・出町子供歌舞伎　父が太夫　長男、長女が役者　渡辺さん「共演」は５年ぶり

富山 28 入念に「稽古上げ」 東の児童７人、地元で熱演

富山 28 蜷川実花展　３万人突破 県美術館

富山 32 砺波・チューリップフェア 花の絵巻　満開宣言　県内きょう昼すぎから雨

富山 32 １人死亡　今月死者１３人 １３２人感染、クラスター２件　県内コロナ　砺波市１０人

北陸中日 1 満開　待ってました チューリップフェア　となみチューリップフェア運営本部

北陸中日 12 春の叙勲　功績に光　県在住の４８人 旭日小綬章　佐野日出勇８２元全国農業協同組合連合会県本部運営委員会長　砺波　ほか

北陸中日 13 通し稽古　ＧＷ本番手応え 砺波・出町子供歌舞伎曳山祭　きょう開演　３年ぶり、児童７人臨む

北陸中日 27 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　１０人

読売 24 春の叙勲　４８人輝く 受章者　旭日小綬章　佐野日出勇８２　元全国農業協同組合連合会県本部運営委員会会長（砺波市）ほか

読売 25 お待たせ　２１万本満開 チューリップフェア

朝日 21 春の叙勲受章　県内から４８人 旭日小綬章　佐野日出勇（元全国農業協同組合連合会県本部運営委員会長）８２砺波　ほか

日本経済 39 コロナ拡大から３回目… 北陸、ＧＷの観光「今年こそ」　各所・催事の集客期待　宿泊予約、県外からも

 ３０日　土曜日
北日本 2 けさの人　力発揮できる場　確保したい 県中体連会長に就いた砺波市庄西中学校長　宮本浩哉さん

北日本 11 県現代俳句協会春季大会 天位に吉塚さん（氷見）　入選　砺波市　玄葉志穂

北日本 25 せんだんのＨＩＬＬ　１年 〝共働〟スペース整備　砺波

北日本 26 ものづくり　富山再発見　４　井波彫刻① 瑞泉寺再建に起源　京都の技学ぶ　獅子頭や天神様も

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　７人

北日本 30 堂々演技に拍手 出町子供歌舞伎始まる

北日本 32 悪天候でも県内満喫 コロナ制限緩和のＧＷスタート

北日本 33 風車 富山駅の新幹線改札内にピンクのチューリップ
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富山 1 ＧＷ　県外から人続々 ３年ぶり移動自粛無し　富山駅に観光、帰省客

富山 2 小矢部でも３００人 連合富山砺波地域協議会のメーデー

富山 3 呉西支店が完成 コマツ富山　砺波支店は砺波営業所に変更

富山 21 地鳴り 還暦で真っ赤なコートに話弾む　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 21 地鳴り いろいろな研修会　積極的に参加　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 １１月に創立７０周年事業 砺波・庄川町商工会

富山 23 こいのぼり７０匹に歓声 砺波・東野尻公民館

富山 29 ３年ぶり晴れ舞台 雨の中　祭りに熱気　砺波・出町子供歌舞伎　元役者の２人　三味線デビュー　篠崎、三辺さん　当番町・東

北陸中日 1 県内観光地　久々の人波 大型連休　３年ぶり行動制限なし

北陸中日 1 ３年ぶり上演でござる 砺波・子供歌舞伎

朝日 23 ３年ぶり　情熱の砺波 出町子供歌舞伎曳山

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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