
　　　　　　　２０２２（令和４）年５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　日曜日
北日本 1 晴れ舞台りりしく 砺波　出町子供歌舞伎　３年ぶり曳山上で

北日本 13 「せんだん山そば」美味 夢の平スキー場　スイセンも見頃　笑顔　砺波

北日本 13 チューリップ最新研究学ぶ 五鹿屋地区の親子ら

北日本 13 茶花風に生けた山野草 総合カレッジＳＥＯの第４０回野の花・山の花展

北日本 15 高齢者叙勲（５月の県内分） 瑞宝双光章　元砺波市立鷹栖小校長　沼田豊志氏＝茨城県

北日本 15 今月顕彰の金婚夫婦 砺波市　２組　池田禎介（８０）順子（７４）　河島外志雄（７２）悦子（７１）

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 1 ３年ぶり曳山で熱演 砺波・出町子供歌舞伎

富山 4 県美術館楽しい はじめしゃちょーさん　開館５周年で記念動画

富山 24 スイセン２０万本見頃 砺波・夢の平スキー場　祭り開幕、そばも人気

富山 24 砺波「せんだんのＨＩＬＬ」 コワーキング場所整備

富山 26 決勝は東部・庄南―北部・庄川 第４２回砺波市春季学童野球大会

富山 27 紙風船 判断の甘さ　「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件

富山 27 高齢者叙勲（１日） 瑞宝双光章　元砺波市立鷹栖小校長沼田豊志氏＝茨城県つくばみらい市絹の台３の４の１９

北陸中日 8 中日歌壇 （砺波市）上竹秀幸

北陸中日 23 ＧＷ　天気良し 思わずこの顔　砺波・そば祭り

  ２日　月曜日
北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２人

北日本 17 とやま×私×フォト 「Ｓｐｒｉｎｇ　ｄａｙｓ　ｉｎ　庄川」　大東吉行（砺波市）

北日本 18 地元砺波の思い出紹介 はじめしゃちょー　チューリップフェア　公演

北日本 20 砺波で一時２６０戸停電 １日午前１０時１５分ごろ

富山 11 ２人の副議長　活躍に期待 砺波・鷹栖地区

富山 12 はじめしゃちょーさん 地元で思い出トーク　となみチューリップフェア

富山 12 小杉レッズ２勝目 薬勝寺リーグ　県生涯軟式野球還暦リーグ　１勝１敗　砺波シニア

富山 16 きょう曇り時々晴れ 砺波など６市４町に霜注意報

北陸中日 5 発言 佐々木朗希投手　偉業の陰に　石丸秀幸　６２　富山県砺波市

北陸中日 9 はじめしゃちょーさんショー 「ファンいて今が」　砺波　思い出や感謝語る

  ３日　火曜日
北日本 1 夜明け告げる影絵 砺波平野

北日本 1 天地人 ロックバンド・スピッツの「野生のチューリップ」

北日本 18 交流給食おいしい 市と中国・盤錦市友好３０年　小中学校で記念献立　砺波

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１０人

富山 11 地鳴り 富山が誇る景色訪ねる　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 11 地鳴り 会議は直接顔を合わせて　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 16 砺波市　給食に中国の味 盤錦市と友好都市３０周年

富山 16 家庭での防火誓う 砺波・庄南小消防ク

富山 24 広告 となみチューリップフェア　開催中　５／５木祝まで

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　１０人

読売 22 空き家活用　体験本に 砺波の川向さん　実家　民泊に改修

読売 22 砺波と台湾の絆記念し水上花壇 チューリップフェア

  ４日　水曜日
北日本 1 チューリップフェア 花のパッチワーク　ＧＷ後半　各地に人出

北日本 16 ヘッドマークにチューリップ 城端線　あすまで運行

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　７人

北日本 18 いっぱい　笑顔 人気の大谷　花

北日本 20 県内新たにコロナ１０３人 砺波市の１０代男性など４人が中等症

富山 5 地鳴り 「予定は未定」よく言ったもの　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 10 アジアがんフォーラム ハーブで国際交流　砺波・庄川町で栽培教室

富山 10 １０人１団体を表彰 砺波市防犯協

富山 11 クマ被害防止へ啓発 砺波市が対策会議

富山 11 出町子供歌舞伎が熱演 砺波で特別公演　チューリップフェア会場

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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富山 11 ヘッドマーク列車運行 城端線　立山とチューリップ

富山 12 北部・庄川がＶ２ 第４３回砺波市春季学童野球大会

富山 16 入善で会食クラスター 新型コロナ　県内、新たに１０３人感染　砺波市の１０代男性が肺炎

北陸中日 8 海の幸　目の前で握ります 道の駅庄川にすし職人

読売 21 岐路に立つ公共交通　下 ＬＲＴ化議論見通せず　ＪＲ城端・氷見線　事業費　負担割合が課題　維持厳しく　直通化検討　別の主張も

朝日 15 「勧進帳」へ気合十分 石川・日本こども歌舞伎まつり

  ５日　木曜日
北日本 8 となみ野 第２４回チューリップカップバスケットボール大会

北日本 8 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 8 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 8 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 9 県内の実力差縮まる　総評 砺波工　砺波△

北日本 13 軽快にジャズ演奏 砺波市拠点の「フィールド・ハラ―・ジャズ・オーケストラ」

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　５人

北日本 19 子供歌舞伎　観客魅了 石川で「まつり」　砺波の団体熱演

北日本 19 ニュースファイル 出合い頭衝突７６歳男性重傷　砺波市豊町１丁目の市道交差点

富山 5 コント 砺波・たぬき

富山 10 空き家活用の参考に 砺波でゲストハウス開業　川向さん、実践本出版

富山 10 少年警察奉仕員２４人に委嘱状 砺波署

富山 11 活動拠点にハーブ 砺波　畑に苗植え、住民交流　庄川出身・河原東大特任准教授

富山 12 砺波の児童　堂々熱演 小松で日本こども歌舞伎まつり　東曳山会の７人

富山 13 ＧＷ後半　行楽日和 お出かけ満喫　咲き誇るチューリップを楽しむ来場者

富山 13 林さん優勝、ＢＧ 富山新聞社長杯ゴルフ　林規明さん（砺波市堀内）ネットグロス７６

富山 13 事件・事故 ２台衝突、３人重軽傷　砺波市豊町１丁目の市道交差点

富山 16 あのころ、富山新聞は　第１章　「創刊の地」を訪ね　⑤ 「支局設置は英断だ」　高岡市長が強調　東西砺波は勢力範囲　福岡中が副読本

北陸中日 9 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北陸中日 18 堂々　こども歌舞伎熱演 小松で開幕　砺波の曳山会も出演

  ６日　金曜日
北日本 15 となみチューリップフェア 迫力音色でフィナーレ　大阪桐蔭吹奏楽部が演奏

北日本 15 入場者２８万２０００人 コロナ前の水準に

北日本 16 とやま元気っ子　 となみ野ボーイズ（南砺市）　昨年発足　まず１勝を

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１人

北日本 19 とやまデータ探偵団　県内の公立学校数 小学校は１７５校　富山市　最多６５

北日本 21 ニュースファイル 病院に侵入　靴盗んだ疑い　砺波署

富山 9 くらしの日記 別面を見る　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）

富山 10 五十嵐君（砺波庄南小）優勝 第２４回水ロケット競技会

富山 11 大門素麺で「世界大会」 早食い競争、魅力を発信　来月１１日、砺波の庄川荘

富山 13 入場者、昨年の９割増 チューリップフェア閉幕　２８万人超、県外客増え

富山 13 華麗な演奏　聴衆魅了 大阪桐蔭高吹奏楽部

富山 13 事件・事故 病院侵入、靴盗んだ疑い　砺波署

富山 16 砺波で２人熱中症 ８０代女性、９０代男性

北陸中日 1 今年は心も晴れた？ ＧＷ終盤　感染対策しつつ行楽満喫

北陸中日 5 発言 「文化の日」の意義　思い出せ　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 8 桐蔭ブラス美しいね チューリップフェア閉幕に花

北陸中日 9 中国・盤錦市の味　児童ら給食で満喫 砺波、友好都市３０周年

北陸中日 9 富山一が優勝 全国高校７人制ラグビーフットボール大会県予選　砺波　砺波工

読売 19 花の回廊　色鮮やか チューリップフェア　入場者大幅回復

  ７日　土曜日
北日本 5 県内住宅着工９．４％増 ２１年度　５年ぶり前期比プラス　砺波市３３４戸

北日本 5 「催事・広報充実効いた」 砺波市長　フェア来場　前回の倍

北日本 11 県美術館の魅力　動画で発信 はじめしゃちょーさんととに～さん

北日本 21 とやま×私×フォト 「雲海」　小西文子（砺波市）

北日本 23 自然栽培のハーブ学ぶ 砺波　自然栽培ハーブ教室　「リラの木のいえ」

北日本 25 ＧＷ　春祭りにぎわい復活 豪華絢爛　出町子供歌舞伎曳山祭

北日本 26 ものづくり　富山　再発見　５　井波彫刻② 人材・題材の幅広げる　徒弟制度の始まり　県外や世界にも目

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　３人
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富山 1 砺波平野　夕日色に染まる 県内８カ所で夏日　富山、南砺で今年最高

富山 2 チューリップフェア人出 「コロナ前に戻った」　砺波市長が来社、来年に期待

富山 2 本社来訪（６日） 砺波総局　齋藤一夫氏（砺波市副市長）

富山 17 地鳴り 悪天候想定になぜ出航したか　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 17 地鳴り 何もかも忘れたいが　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 17 コント 砺波・富之助

富山 18 １０月に富山新聞社杯 呉西地区少年野球連合会　第１８回定期総会

富山 19 南砺で日本酒の原点学ぶ 砺波の若鶴酒造　田植え作業手伝う

富山 19 城址公園にチューリップの虹 富山　フェア閉幕で１０万輪活用

北陸中日 13 四季折々の散居村写真作品応募して 来年１月から実行委　「となみ野散居村フォトコンテスト」

北陸中日 25 砺波の容疑者を起訴 金沢　殺人未遂事件で地検

読売 19 光と影　織りなす美 砺波平野　夕日に照らされて幻想的に浮かび上がる散居村

読売 19 砺波の児童　イモ苗植え ８か所で夏日　鷹栖小学校の４年生２４人

  ８日　日曜日
北日本 15 サツマイモの苗植えたよ 鷹栖小児童

北日本 15 そば打ちに家族連れ挑戦 青少年自然の家

北日本 16 水琴窟の囲い３０年ぶり新調 名水「瓜裂清水」の一角　金屋新長寿会

北日本 16 母に手作りキーホルダー 砺波市出町児童センター

北日本 17 桐生さん（立山）奨励賞 国画会の全国公募展　再入選　写真＝中田美奈子（砺波、会友）

北日本 17 市内外中学生　バスケで熱戦 チューリップ杯　砺波

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２２人

北日本 20 とやまｗｅｂｕｎランキング ③大阪桐蔭高校吹奏楽部　迫力の演奏で魅了

北日本 20 とやまｗｅｂｕｎランキング デスクから

富山 4 野上氏４選へ結束 自民県第３区支部女性部

富山 5 地鳴り 穏やかな日々続くのを願う　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 17 ニュース・アイ　４月 ３席　チューリップフェア上空に出現した環水平アーク

富山 21 豊かな「音風景」再び 砺波・瓜裂清水　水琴窟を修繕　金屋新長寿会

富山 23 パラ銀の先輩に続け 車いすバスケ小山選手　上市高３年　Ｕ２３で「日の丸」狙う　６月に選考合宿

富山 26 県内コロナ　増加１８４人 県中、クラスター可能性　連休の移動影響か　砺波市２２人

富山 27 金沢刺傷、砺波の女起訴 殺人未遂、包丁刃先折れる　裁判員裁判で審理

富山 27 ほたるいか 砺波市出町児童センター　母の日に向けたプレゼント作り

  ９日　月曜日
新聞休刊日

１０日　火曜日
北日本 11 追想　ありし日 たち建設創業者　舘秋雄さん（砺波市林）　「地域のおかげ」信念貫く

北日本 23 活動で長年郷土に貢献 ６団体へ「ふるさと大賞」　砺波市栴檀山公民館ほか

北日本 23 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　９人

北日本 29 ニュースファイル オートバイ転倒男性重傷　砺波市豊町の会社員

富山 14 コント 砺波・たぬき

富山 18 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 22 看護の仕事を学ぶ 県協会フェス　小中学生ら体験　▽優秀賞　市山加奈恵

富山 23 ウイスキー熟成庫完成 南砺・井波　樽の搬入開始　田中市長会見

富山 23 出町小通学路で児童見守り となみセントラルライオンズクラブと砺波署

富山 25 砺波地区寿野球定期リーグ戦 砺波エバーヤンガーズ４－３城端オアシス

富山 27 事件・事故 ＬＥＤライト盗んだ疑い　砺波市の商業施設で

富山 27 事件・事故 オートバイ転倒、男性が重傷　砺波市豊町の会社員

富山 31 県内コロナ新たに１１１人 砺波市　９人

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

北陸中日 27 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　９人

読売 32 全国の屋敷林　写真で楽しむ 砺波で展示　となみ散居村ミュージアム情報館

１１日　水曜日
北日本 1 天地人 コリア・レポート編集長の辺真一さん　砺波市で講演

北日本 13 生きるたくましさ描く 洋画家　林清納さん（砺波）　きょうから県民会館　受講生４６人と合同展

3 ページ



北日本 19 井上会長を再任 自治振興会協議会　砺波市地区自治振興会協議会総会

北日本 20 大臣表彰を市長に報告 ファーストブックの会　砺波

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 寺院侵入８００万円盗む 高岡で被害　容疑の男　再逮捕

富山 3 水と緑の森づくり会議　クマ対策で里山整備 県が今年度　出没把握へ県内９カ所　優良無花粉スギ　昨年度の植栽２９㌶

富山 3 水と緑の森づくり表彰 東山見森林振興会

富山 19 地鳴り 無事帰ってこそ良い思い出に　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 有名高吹奏楽部演奏会に感動　安井紀美子　６８歳（高岡市）

富山 20 五鹿屋Ｃが優勝 第３１回砺波市カローリング競技大会

富山 21 サツマイモ苗植え　農業の苦労学ぶ 砺波・鷹栖小

富山 23 蜷川実花展５万人突破 県美術館　坂田さんに記念品

富山 23 紙風船 チューリップの魅力

富山 26 県内コロナ　新たに１７８人 砺波市１５人

富山 27 高岡の寺侵入、８００万円窃盗疑い 県警など、大阪の５１歳男再逮捕

北陸中日 29 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　１５人

１２日　木曜日
北日本 13 フィッシング　釣果はいけん ホタテウミヘビ　谷村紡君（８）砺波市本町　大きくてびっくり

北日本 16 となみ野 ２０２２年県ＰＧ選手権（西部）大会砺波予選大会　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　１８日　砺波地域産業保健センター

北日本 16 県内美術館・博物館の催し 庄川水資料館

北日本 21 市民大学スタート 砺波市民大学「学遊塾」の開講式と第１回　庄川生涯学習センター

北日本 21 園児　プロの演奏楽しむ たかのす認定こども園　北國銀行「ハッピー！コンサート」

北日本 21 きょうもにっこり 音楽グループ「くまの音楽堂」ボーカル　熊野晧太さん（砺波市）

北日本 23 「林清納先生とあゆむ」展開幕 絵画・彫刻　力作１０４点　末広美術会５０年　県民会館美術館

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１７人

富山 19 とやま童話　第４８回富山県児童文学祭優良賞 頑張ったひまわり　文・柴田照子（砺波市）

富山 21 地鳴り 若い２人の厚意に感謝　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 22 旅先での仕事需要に ワーケーション空間　道の駅庄川

富山 22 日本人のルーツ学ぶ 砺波市民大学が開講　「学遊塾」の開講式　庄川生涯学習センター

北陸中日 1 県内３１０人感染　４８日ぶり水準 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１７人

北陸中日 12 新設住宅着工数　前年度比９．４％増 ２１年度、５年ぶり　砺波市三百三十四戸

北陸中日 12 「県民カレッジ」「学遊塾」砺波で開講 知的好奇心満たされて　庄川生涯学習センター

北陸中日 13 田の神は赤色が好き 花嫁さん　田植え着華やか　砺波民具展示室　もんぺなど２８点並ぶ

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 24 ＵＳＯ放送 南砺・北風

１３日　金曜日
北日本 21 田植えの衣装紹介 郷土資料館展示　「さつきの衣装展」 砺波民具展示室

北日本 22 稲種センター整備へ 市がＪＡとなみ野支援

北日本 23 北陸コカ　創業６０年記念 ６０万本サンプル配布　記念ロゴ作成　飛躍へ思い込め

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

富山 1 庄川峡　水面に新緑映え 県内６地点　夏日

富山 21 庄川の種もみ選別プラント 来年８月中旬に完成

富山 21 ロシア・ウクライナ問題理解へコーナー 砺波図書館が開設

富山 23 大型連休　県内行楽地　人出４２万９５００人 県警雑踏警備まとめ　

北陸中日 13 砺波で石村さん写真展 全国の屋敷林　地域で樹種違い　となみ散居村ミュージアム

北陸中日 26 県内２４０人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８人

読売 24 オリーブ栽培　砺波の特産に 多業種の経営者ら　加工・販売施設　今秋にも

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 在りし日の田植え衣装 砺波で展示　赤基調　嫁ぎ先で着用

読売 25 北陸コカ・コーラ　６０周年記念ロゴ 砺波工場（砺波市東保）では３年ぶりサマーフェスティバル

１４日　土曜日
北日本 21 とやま×私×フォト 「洗面所の窓からの花見」　永井進（砺波市）

北日本 23 アジサイ爽やか　初夏彩る チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々　初夏」

北日本 24 プレミアム商品券第４弾を発行へ 市長　要望に考え示す　砺波商工会議所と庄川町商工会　要望書提出
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北日本 25 自然の大切さ伝えたい 県庁　愛鳥ポスター表彰式　県知事賞　伊藤沙夏さん（砺波市鷹栖小学校６年）ほか

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　６人

富山 3 城端スマートＩＣ　早期開始を要望 砺波ブロック　自民党県連の地域ブロック政調会長会議

富山 26 鷹栖のこども園でＯＥＫが名曲演奏 砺波で北國銀コンサート

富山 27 プレミア券第４弾発行 砺波会議所、庄川商工会要望　夏野市長が実施検討

富山 27 アジサイ涼しげ３０品種 砺波・四季彩館で１００鉢展示　季節展示「季節を彩る花々　初夏」

富山 27 井上会長を再任 砺波自治振興会協議会　総会

富山 27 散村の四季の祭り道具紹介 砺波郷土資料館　春の特別展「散村の四季と暮らし」

富山 29 愛鳥ポスター　入賞者たたえ 県が表彰式　知事賞　伊藤沙夏さん（砺波市鷹栖小６年）ほか

北陸中日 12 ＧＷ６行事に４２万９５００人 県内人出、コロナ禍前に及ばず

北陸中日 27 県内２３５人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６人

読売 24 古里へ誇り育む　６団体に表彰状 県民ふるさと大賞　砺波市立栴檀山公民館

１５日　日曜日
北日本 17 パークゴルフ（１４日） 県ＰＧ選手権（西部）大会砺波予選

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２９人

富山 22 「さつきの衣装」展示 結婚したばかりの女性田植え着　庄東小の砺波民具展示室

富山 22 県産や外国産木材を品定め 舟橋村で松田木材　砺波産のスギやトチノキ、ケヤキの無垢材などが注目

富山 22 ロビー展 滝場由夫氏・夜高行燈ミニチュア展　北陸銀行庄川支店

富山 23 読み聞かせ奉仕　文科大臣表彰報告 砺波のブックの会　「砺波ファーストブックの会」

富山 23 「第２の地球」４０以上の候補 砺波市美術館　国立天文台・渡部教授講演

富山 28 ８日連続で前週上回る 県内コロナ、新たに２７６人感染　砺波市２９人

北陸中日 12 断捨離しませんか　電陽社が買い取り 石川・宝達志水で初開催　電陽社グループ（砺波市）

読売 27 春の四重奏　続く挑戦 朝日の花農家・山崎さん　「面白い」が原点　工夫重ね　ヒガンバナ、田んぼアートも

１６日　月曜日
北日本 1 天地人 砺波平野の夕焼け

北日本 10 会場を彩る花カーペット 中央農高生が作る

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１５人

北日本 19 とやま×私×フォト 「夢の平に北海道美瑛町が出現⁉ 」　あみの３（氷見市）

北日本 20 井上君・深井君・佐野さんＶ 県ジュニア将棋名人戦　５８人熱戦　

北日本 20 砺波支社カルチャー教室２０年 １３講座２００人が成果　砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

北日本 20 石動が優勝　 バレーボールＶＣ富山杯　成績②庄川

富山 15 増山城跡の知識深め 砺波　ガイド養成講座開講

富山 15 学校農業クＰＲでフラワーカーペット 中央農高生が作る

富山 16 とやま清流マラソン成績（完走者） 男子　８６　櫻井啓年（砺波市）ほか

富山 18 紙風船 「ＫＯＫＯ」から発展

１７日　火曜日
北日本 5 ワンチーム会議　コロナ４回目ワクチン 医療・介護従事者　対象に　市町村長　相次ぎ要望

北日本 5 ワンチーム会議　県内首長の主な発言 屋敷林の効果　発信すべき　夏野修砺波市長

北日本 5 プレミアム商品券　再実施を早期検討 知事　水野達夫滑川市長と夏野砺波市長から要望

北日本 17 ゲームで埋蔵文化財学習　砺波市教委 子ども向けアプリ制作　手軽に使えるよう工夫

北日本 18 ＡＩで当日予約ＯＫ 乗り合いタクシー　市が県内初導入　砺波市

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２０人

北日本 26 県内移住　最多８２３人 ２１年度　２０～４０代　８割近く

北日本 26 県内の市町村別の移住者数 砺波市　５４人

富山 2 昨年度　県内移住　最多８２３人 コロナで地方に関心　２０、３０代が６３％　１２年連続増　黒部、氷見が健闘

富山 2 ２０２１年度　県内市町村別の移住者数 １位は富山　２位は高岡　砺波市　５４人（６．６％）

富山 3 「医療従事者も４回目を」　コロナワクチン接種 市町村長が要望　県に異論続出　ワンチームとやま会議　知事「政府に伝える」　商品券連携も要請

富山 3 仏で日本酒売り込み 農産物輸入拡大へ４３社登録　再生エネ「見える化」

富山 21 砺波市の乗合タクシー ＡＩで当日予約可　県内初導入　デマンドタクシー「愛のりくん」

北陸中日 13 砺波の乗り合いタクシー ＡＩ配車で当日予約可　県内初導入　ルートを迅速決定

北陸中日 27 県内１５２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２０人
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読売 22 木の看板、表札　被災地に贈る 南砺の彫刻師ら

読売 23 アジサイ涼しげ 砺波　チューリップ四季彩館

毎日 21 心を癒やす木目看板 富山の井波彫刻作家ら　東北被災地へ制作

毎日 21 小中高生６０人　「こども歌舞伎」熱演 石川・小松　３年ぶり観客から拍手　「日本こども歌舞伎まつり」

１８日　水曜日
北日本 19 チューリップ組子できた 園児が木工体験　砺波　たかのす認定こども園

北日本 19 実りの秋楽しみ　「ころがし」使い苗植え 住民や農家が手ほどき　庄川小５年生　鷹栖小５年生

北日本 19 緊急時の対応学ぶ 砺波市南町町内会の老人クラブ「みなみ会」　

北日本 20 川辺議長再選　副に有若氏 市議会　砺波市議会臨時会

北日本 20 山森会長を再任 最大会派　自民会

北日本 20 となみ野の魅力発信へ事業展開 田園空間博物館推進協　総会

北日本 21 県高校教頭会会長に田中氏 ▽副会長＝大野宏樹（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

富山 19 地鳴り タケノコ収穫　先輩に届ける　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 豊作願い　児童が田植え 砺波・鷹栖、庄川小

富山 20 園児が組子でチューリップ 砺波・たかのすこども園

富山 21 議長に川辺氏再選 砺波市　副には有若氏　臨時会

富山 21 せんだんの広場に障害者対応の遊具 産業建設常任委員会

富山 21 議会改革推進協を設置、４部会構成 市議会　会長は川辺一彦議長

富山 21 山森会長を再任 市議会自民会

富山 21 会長に中居さん 砺波市男女参画連絡会　総会

富山 26 県内コロナ　１１日連続前週上回る 新規１９７人　東部で２クラスター　砺波市　保育施設の複数人の園児と職員

北陸中日 12 議会だより　１７日 砺波市　臨時会　正副議長選挙

北陸中日 27 県内１９７人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　９人

読売 26 よみうり文芸 短歌　川柳

１９日　木曜日
北日本 6 若鶴ウイスキー高評価 国際品評会で「金」「銀」

北日本 14 となみ野 庄川山草会「山野草・花と斑入葉展」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　庄川水資料館

北日本 24 富山題材につるし飾り アウトレットで富大生展　チューリップや大門そうめんなどを題材

北日本 24 設立１０周年記念誌を配布 市ボランティア連　設立１０周年を記念した総会

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２２人

北日本 30 枕木から煙　城端線４本遅れる ＪＲ城端線砺波―東野尻駅間

富山 20 糖質代わりに脂肪燃焼 砺波に専用スタジオ　スタジオ「ケトスライフ　ウェル」

富山 21 新会長に黒田さん 砺波市商店街連盟　総会

富山 21 来月１１日地球環境学研究所冊子の報告会 となみ野田空協議会　総会

富山 22 富山の佐伯さん金賞 チューリップまつり　砺波・高波フォトコン

富山 22 新会長に田中氏 県高校教頭会　副会長に大野宏樹（砺波）氏

富山 26 県内１１日以来３００人超 コロナ３３５人感染　富山２クラスター　砺波市２２人

富山 27 砺波の城端線、枕木焼く 全線一時止まり、４本遅れる

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 28 砺波のＪＲ城端線　枕木から煙で遅れ ４本、最大６０分

北陸中日 29 県内３３５人感染　 富山市でクラスター　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２２人　　

読売 24 砺波の遺物学ぶ幼児向けゲーム 市埋文センター　

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

２０日　金曜日
北日本 2 けさの人 県高校体育連盟会長に就いた　中村謙作さん　心技体　成長できる場を

北日本 5 開かれた議会に意欲 砺波市議会正副議長　北日本新聞社　就任あいさつ

北日本 17 声の交差点 ウクライナに平和を　砺波市　山口三由樹（６３歳）

北日本 17 とやま×私×フォト 「ちょっこ、休まんまいけ」　ココカーロ（高岡市）

北日本 19 きょうもにっこり となみ衛星通信テレビ制作部　高木千紗さん

北日本 19 住民と一緒に苗植え 砺波　ちゅうりっぷ認定こども園の園児

北日本 19 会長に黒田さん　 市商店街連盟　砺波市商店街連盟　総会
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北日本 19 サツマイモ収穫楽しみ 砺波ライオンズクラブ　「わらび学園」の園児と

北日本 21 会長に但田さん 県伝統工芸士会　総会　

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１２人

富山 4 国際コンテストでウイスキー金賞 若鶴酒造　「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ＩＳＣ）」

富山 5 金井会長の再任内定 北経連、専務理事に東田氏

富山 19 地鳴り 一生使う体　大切に使って　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 楽しかった古希の集い　西川良子　６９歳（砺波市）

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 わらび学園招き　サツマイモ苗植え 砺波ＬＣ

富山 21 夏野菜大きくなって 砺波のこども園　

読売 22 読み聞かせ　文科大臣表彰 砺波ファーストブックの会　絵本贈る活動も

読売 22 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

２１日　土曜日
北日本 23 えんじゃら節　姉妹が継承 砺波東部小　寺村しほ・かほさん　三味線　夏祭りで初披露

北日本 23 たかのす認定こども園 温かみあふれる施設完成　

北日本 23 戸田さん（富山東部小４）写生大会金賞 砺波市高波地区球根組合　第１６回高波チューリップまつり写生大会

北日本 24 会長に中居さん 市男女参画推進員連　総会と研修会

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２２人

北日本 33 食材高騰　給食値上げ 栄養と価格　両立に苦慮　富山・上市の小中学校　

富山 4 砺波に新工場完成 鹿島興亜電工　車載向け抵抗器生産

富山 17 地鳴り ＧＷの写真整理　思い出にふける　加茂博一　７３歳（富山市）

富山 29 鷹栖のこども園　４０人完成祝う 砺波　「たかのす認定こども園」の起工式

富山 34 県内コロナ２６２人感染 新たに２クラスター　砺波市２２人

北陸中日 12 オリーブ　砺波の特産に ９月に直売拠点施設開店へ　水田・耕作放棄地で栽培

北陸中日 27 県内２６２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２２人　

２２日　日曜日
北日本 3 社説 砺波でオリーブ園計画　第２のチューリップに

北日本 13 声の交差点 「富富富」をエースに　砺波市　村中正敏（９１歳）

北日本 15 墨跡に思い込め 市書道連盟展　

北日本 16 イロハカエデ幻想的 五鹿屋農村公園　初ライトアップ

北日本 16 趣向凝らした鉢植え 庄川山草会の「山野草・花と斑入葉展」

北日本 16 丹念に育てた盆栽そろう 砺波市盆草協会の「春のさつき盆草展」

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 21 ニュースファイル オートバイで衝突し男性重傷　砺波市庄川町庄の県道

富山 20 吉川、埜村さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会５月度月例大会

富山 21 城端線、氷見線盛り上げたい 環境美化へ花壇に２０４株　砺波など３駅に４６人

富山 21 交通安全功労で表彰 砺波市安協　総会　ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

富山 23 空手　県勢活躍　ＩＢＫＯ全日本 中１男子の型　京谷が優勝　中学生ペア　佐藤・上滝組Ｖ

富山 23 事件・事故 大型バイク衝突、男性重傷　砺波市庄川町庄の県道

２３日　月曜日
北日本 21 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　４人

北日本 22 高岡が県代表 高校かるた大会　高岡、桜井、砺波の３校から２２人８チーム出場

北日本 22 ６３人気迫の「はっけよい」 わんぱく相撲となみ野　福光東部小学校相撲場

富山 8 月曜川柳　乱反射 嶋田道子（砺波）

富山 16 光に浮かぶイロハカエデ 砺波・五鹿屋地区

富山 16 清澤会長を再任 砺波市ボランティア協　総会

富山 16 ２、５分団がⅤ 第３６回砺波市太田地区球技大会パークゴルフ競技

富山 17 地域住民招き合同消防訓練 イオンモールとなみ

富山 17 涼しげな切子ガラス８０点 砺波で塩原さん個展　「初夏の切子展」　コーヒーピットＹＳＰ

北陸中日 11 わんぱく相撲　はっけよい となみ野場所、３年ぶり

２４日　火曜日
北日本 5 市町村で活用に差 地域おこし協力隊　開始１０年超　任期終了１００人突破

北日本 5 重要水防箇所９㌔延長 柳瀬（砺波）・上飯野（入善）追加　県協議会

北日本 6 旅館定休日　導入広がる 県内　高い離職率　働き方改革　職場改善　経営も効率化　スキルアップ　採用に好影響

北日本 17 城端線３駅で花壇整備や清掃 城端線砺波市利用促進実行委員会
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北日本 18 安心して暮らせる地域に 砺波市の地域包括支援センター　「ほっとなみ地域ネットワーク会議」

北日本 18 消防訓練に住民初参加 イオンモールとなみ

北日本 18 無事故運転者らを表彰 砺波市交通安全協会　総会　

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　４人

富山 1 第４０回　富山風雪賞 一隅を照らす　松村幸子氏（７５）　浄瑠璃三味線奏者

富山 19 地鳴り 一生の節目に餅はつきもの　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 22 ６年男子・山森Ⅴ 過去最多６３人出場　第１９回わんぱく相撲となみ野場所

北陸中日 12 初夏の花と涼しげに チューリップ館で企画展　企画展「季節を彩る花々～初夏～」

北陸中日 27 県内８８人感染 １７日ぶり１００人未満　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人　

読売 28 子供歌舞伎　３年ぶりに 砺波　「拍手うれしかった」

２５日　水曜日
北日本 17 とやま×私×フォト 「小学生を見守るしだれ桜」　笑楽沖田（砺波市）

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　７人

北日本 26 県内１７２人感染 富山市議１人も　砺波市の７０代男性が中等症

富山 21 地鳴り オンライン受講　もっと簡単に　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 23 寸劇で特殊詐欺　注意を呼び掛け 福祉施設で砺波署　砺波市庄東デイサービスセンター

富山 23 ３年ぶり黒字予算 砺波市観光協会　総会

北陸中日 27 県内１７２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　７人

読売 29 経済活動　人や環境に配慮 エシカル消費　企業に広がり　酒の副産物　畜産飼料に　砺波の酒造

２６日　木曜日
北日本 12 となみ野 峯の会－閑張＆アトリエ遊友＋高橋祐子古布リメイク服　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 還付金詐欺防げ　寸劇で注意促す 砺波署　「だまされんちゃ教室」　庄東デイサービスセンター

北日本 20 バラ４６品種　鮮やか 砺波　北陸コカ・コーラボトリング砺波工場に隣接「さわやかパーク」

北日本 20 海洋センター修繕　高岡・砺波市へ助成 Ｂ＆Ｇ財団

北日本 20 法人会の功績に税務署が感謝状 砺波法人会　総会

北日本 21 ４回目接種 個別７月１日　集団３日から　砺波市

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１２人

富山 4 「有磯　曙」「林」「立山」金賞 全国新酒鑑評会　県内入賞ほか１点

富山 21 富山文芸　５月賞 柳壇　砺波市狐島　紫藤道子

富山 24 売上金で病院応援 特製弁当２９２個販売　砺波・飲食店組合

富山 24 過去最多４８店が参加 円形花壇でチューリップマルシェ　２８日、砺波で昼市　雑貨店など集結

富山 25 砺波市にも２１１０万円 Ｂ＆Ｇ財団　砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の改修工事費

富山 25 砺波法人会に感謝状 砺波税務署

富山 27 富山風雪賞　一隅を照らす② 松村幸子氏　浄瑠璃三味線奏者　子供歌舞伎の「情」奏で　大阪に通い学ぶ　教え子が成長

富山 30 黄金色の穂　陽光に輝く 砺波２９．１度、富山・八尾２９度

読売 22 みんなで田植え　楽しいね 射水、砺波の児童　体験　砺波市立鷹栖小５年の児童２４人

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

毎日 21 ＮＩＥ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ　ｉｎ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 富山の実践校に新たに小中２校

２７日　金曜日
北日本 5 園芸農家の収穫支援 生産拡大へ民間委託　県内ＪＡが協議会設立　人材派遣事業者も育成

北日本 5 となみ政経懇話会　５月例会 ＴＯＮＡＭＩ翔凛館

北日本 11 第６１回日本伝統工芸富山展　高岡市美術館きょう開幕 技磨き美を追究 １５１点一堂に　来月４日に講演会

北日本 21 東部少年消防ク入隊式 防火・防災　児童が決意　砺波

北日本 22 愛されるカフェに オリーブ楽園　来春開業へ地鎮祭　砺波

北日本 22 課題抱える住民見守り 市民生児童委員協事業　砺波

北日本 22 ペタンク 第１８回砺波市協会春季大会　①油田Ｆ　ほか

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１６人

北日本 27 ニュースファイル 県内から金賞酒３点　全国新酒鑑評会

北日本 29 県内１６６人感染 新型コロナ　砺波市の高齢者住宅でクラスター

富山 13 地鳴り 富山弁「な～ん」ずっこけた経験　染谷たか子　６０歳（砺波市）

富山 20 終末医療施設　アニメに　砺波・ものがたりの街 東京芸大生が制作　理想の人生の閉じ方描く　通院する高齢者に取材　１２月にＨＰで公開

富山 20 先進館研修を３年ぶり実施へ 県図書館協　◇図書館事業功労者▽個人　吉田一衛　

富山 20 早乙女姿で丁寧に　 小矢部の献穀齋圃
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富山 24 砺波でクラスター 県内コロナ　新たに１６６人　砺波市１６人

富山 25 ほたるいか 砺波東部少年消防クラブの入隊式

北陸中日 25 砺波でクラスター　県内１６６人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１６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 23 バラ２００株　見頃 砺波　県花総合センター

読売 23 コロナ１６６人感染 砺波市の高齢者向け住宅　１０人が感染するクラスター発生

読売 23 第５６回通常総会を開催 （公社）富山県宅地建物取引業協会　砺波支部長　上野貴紹

朝日 23 北陸コカ・コーラ　創業６０周年でロゴ ２種　未来への飛躍表現

２８日　土曜日
北日本 4 バス専用道　可能性調査 城端・氷見線ＬＲＴ化検討会　コストや利点比較

北日本 7 となみ政経懇話会　５月例会 第一生命経済研究所首席エコノミスト　永濱利廣氏　演題　日本経済の展望　コロナ前回復　来年以降

北日本 12 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 19 読者写真コンクール　４月の応募から 「春の息吹」　志浦健治　砺波市東石丸

北日本 21 あんどん作り　楽しい 砺波　園児とお年寄り　掲げて練り歩く　庄川小４年　夜高の歴史理解

北日本 21 防火防災　誓う 出町少年消防ク　入隊式

北日本 22 終末期題材にアニメ 東京芸大院生　施設を取材・制作　「ものがたりの街」

北日本 22 創立２５周年で寄付 国際ソロプチミストそれいゆ砺波　砺波図書館と南砺市の障害者支援施設「花椿」に

北日本 22 小中学生向けＤＶＤ作製 砺波税務連絡協

北日本 22 政治倫理テーマ　市議が研修会 砺波　議員研修会

北日本 23 ウイスキー熟成庫　披露 若鶴酒造・モルトヤマ

北日本 23 記者ぶろぐ 人と獣の境界で

北日本 23 視察研修を再開 県図書館協会　砺波図書館に１５０万円を寄付した吉田一衛さんを表彰

北日本 23 北日本新聞販売店　第５０回永年勤続表彰 【勤続２５年】寺清士　ほか

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 20 創立２５周年で砺波図書館と花椿に寄贈 それいゆ砺波

富山 20 租税教育用ＤＶＤ贈る 砺波税務連絡協

富山 21 平和願うトッペ行燈 来月の庄川観光祭へ制作　地元児童、特産品など描く

富山 21 アニメ行燈で「ヨイヤサー」 砺波・ちゅうりっぷこども園　園児が制作、公園歩く

富山 22 上質ウイスキー期待　南砺・ボトラーズ拠点「熟成庫」内覧会 井波の湿潤な気候生かす　３年後の販売目指す

富山 23 富山風雪賞に新賞典 齋藤氏（砺波市）ブロンズ像　「たゆまぬ精進の歩み」表現　あす富山で贈呈式

富山 27 県内９地点で夏日 砺波市の２０代男性と高岡市の１３歳女子が熱中症の疑い

北陸中日 7 ウイスキー熟成庫　南砺に完成 「Ｔ＆Ｔ　ＴＯＹＡＭＡ」　２５年にも商品　観光化目指す

北陸中日 12 蓄電池式やＢＲＴなど事業費 ３新交通　追加調査　城端、氷見線ＬＲＴ化検討会

北陸中日 25 県内１４８人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６人

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・アジサイ

読売 27 南砺にウイスキー熟成庫 砺波の企業　県産木材で建設

２９日　日曜日
北日本 11 朴木（砺波工）堀田（雄山）優勝　弓道 県高校総体

北日本 11 緊張の中　平常心保つ 朴木

北日本 13 みんなのＶＯＩＣＥ　「観光再開」 砺波市　１０代　男性　小学生　スペースマウンテン

北日本 13 とやま×私×フォト 「癒やしのチューリップ」　マコト（射水市）

北日本 16 カイニョと生きる 枝葉粉砕機　使い方学ぶ　住民「散居村の景色守る」　砺波市中野の第８区自治会

北日本 16 剪定した枝葉の再利用工場見学へ カイニョ倶楽部　総会

北日本 16 県内１２ＪＡで総代会・総会 種もみ供給体制強化　となみ野

北日本 17 利賀ダム　本体工事へ前進 転流工トンネル着工祝う

北日本 17 綿貫会長を再任　会長代行を新設 期成同盟会総会

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

富山 1 懐かしく温かく　県美術館 「ぐりとぐら」など３５０点　「絵本原画の世界」開幕

富山 9 地鳴り 目を通して情報を入手　河合泰　８８歳（砺波市）

富山 18 トウモロコシ育って　ミニバス児童種まき 砺波市栴檀山公民館

富山 19 各地で農協総代会 五つの県内１位掲げ中期３カ年計画策定　ＪＡとなみ野

富山 19 チューリップ公園　マルシェにぎわう 最多４８店舗、完売も　昼市「チューリップマルシェ」

富山 21 児童生徒の作品集め 県美術館でＳＴＡＲＴ開幕

富山 21 伸びやかな歌声響く 砺波・出町中合唱部

富山 21 事件・事故 暴行疑いで男逮捕　砺波署
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富山 24 利賀ダム　本体工事へ大幅前進 転流工トンネル着工　砺波で式典

富山 24 橘、野上、堂故氏　会長代行に 利賀ダム期成同盟会

北陸中日 11 利賀ダム　転流工トンネル着工 長さ４５３㍍、幅４．２㍍　水流を切り替えへ

北陸中日 11 砺波市にも２１１０万円　助成決定書を授与 海洋センター修繕費

３０日　月曜日
北日本 1 富山満喫１８０㌔疾走 ３年ぶりグランフォンド

北日本 14 グランフォンド富山２０２２ 初夏　海山駆ける　黄金色　砺波市中野

北日本 17 城端線・氷見線　ＬＲＴ化へ独自案 高岡の市民グループ　１５分ダイヤや新駅設置

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２人

北日本 21 ニュース先読み　５月３０日（月）～６月５日（日） ４日（土）庄川観光祭

北日本 22 豊かな森づくり誓う 射水で森の祭典　児童らアジサイ植樹

北日本 22 実家の相続や売却の仕方学ぶ 砺波でセミナー　「不動産相続対策セミナー」

富山 1 一隅を照らす　第４０回富山風雪賞　贈呈式 郷土に貢献　４氏顕彰　長年の精進たたえ　受賞者の業績　松村幸子氏

富山 14 庄川温泉郷巡り満喫 となみｄｅロゲイニング　観光名所で撮影　参加者、得点競う　砺波署員初参加　交通安全を啓発

富山 14 森林の大切さ学ぶ 射水で森の祭典

富山 14 増山城跡で草刈り 砺波・栴檀野自治会と栴檀野公民館　「曲輪の会」も参加

富山 15 息の合った演奏披露 砺波高吹奏楽部　表現力豊かに　定期演奏会

富山 15 公民館にマイナカード出張窓口 砺波市、栴檀山地区

富山 16 沿線の「幸せ度」向上　城端・氷見線ＬＲＴ化の案発表 ＲＡＣＤＡ高岡　ウェルビーイングな県西部へ　「議論のたたき台に」

富山 20 作家の情熱、創意体感 県美術館　絵本原画の世界　最初の日曜にぎわう　小中高生が陶芸や絵展示

北陸中日 10 地域未来派　民具の知恵を後世に 砺波郷土資料館学芸員　清水麻美さん（４８）

北陸中日 11 富山大・西房さん　最優秀 ３年ぶり　「能登麦屋節」全国大会　少年・少女の部　庄西中学校一年、平野絢楓さん

３１日　火曜日
北日本 2 けさの人　攻めの姿勢で魅力発信 井波彫刻協同組合理事長に就いた　花嶋弘一さん　砺波高校卒

北日本 6 企業ブランド高めたい ＧＲＮがロゴ刷新　北陸リサイクルセンター社名　「ＧＲＮエコサイクル」に

北日本 19 とやま×私×フォト 「水田を赤くする」　小西文子（砺波市）

北日本 21 庄川の自然　歩いて満喫 １２７人がロゲイニング　「となみｄｅロゲイニング～庄川温泉郷編～」

北日本 21 球根いっぱい掘ったよ チューリップ公園周辺　児童が作業体験　鷹栖小の３年生２６人

北日本 21 迫力ある演奏披露 砺波高校吹奏楽部の定期演奏会

北日本 22 可燃ごみ袋　共通化検討 砺波広域圏事務組合　議会全員協議会

北日本 22 小矢部署に救急車配備 砺波地域消防組合　臨時会

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 ウメの実たわわ 県中央植物園　朝日で真夏日　砺波市で８０代男性熱中症の疑い

富山 4 漫画でＧＲＮの事業紹介 稲垣常務が来社　社名をＧＲＮエコサイクルに変更

富山 20 楽しく農業体験 チューリップ来年も咲いて　フェアの球根掘り出し　砺波・鷹栖小

富山 21 ごみ袋の統一検討 砺波広域圏事務組合議会　砺波、南砺市で調整

富山 21 消防庁の高性能ドローンを配備 砺波消防組合議会　全員協議会

富山 22 １０年連続特Ａ表彰 砺波海洋センター

富山 26 県内４６人感染 新型コロナ　砺波市５人

北陸中日 5 発言 ３年ぶり風の盆　開催心待ち　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 13 球根掘り　児童が体験 チューリップフェア会場　鷹栖小三年の二十六人

北陸中日 13 バラ花壇　香り優雅 砺波・県センター　６０種２００株見頃

北陸中日 25 新規感染　県内４６人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　５人

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 22 来訪（３０日） 北陸支社　ＧＲＮ常務取締役ＣＭＯグループ経営企画本部長・稲垣貴彦氏ほか

採録期間：索引は昭和４７年から作成しています。

＊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。

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
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