
　　　　　　　２０２２（令和４）年６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　水曜日
北日本 6 中越パルプ　文具事業譲渡で合意 ショウワノートＨＤへ　県内に文運堂富山工場（砺波市太郎丸）

北日本 19 「火遊びしません」　園児１４人が誓い 東般若幼年消防ク　入隊式

北日本 19 議会日程 砺波市

北日本 19 庄川観光祭へごみゼロ運動 砺波　砺波市民ごみゼロ運動

北日本 21 アルギットにら「甘み強い」 ＪＡとなみ野　出荷開始

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 2 経営戦略改定案示す 県企業局　

富山 15 地鳴り 無名塾公演　初日を予約　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 15 地鳴り 復帰の朝乃山を精いっぱい応援　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 15 コント 砺波・富之助

富山 20 年長児１４人が火の用心誓う 砺波・東般若幼年消防ク

富山 20 ８月にイオンで防火イベント 砺波市防災士協　総会

富山 21 「屋敷林保存の日」を提案 砺波・カイニョ倶楽部　総会

富山 21 議員のセクハラパワハラ学ぶ 砺波市議会　研修会

富山 21 議会日程（６月定例会） 砺波市

富山 23 肉厚、アルギットにら出荷 ＪＡとなみ野　高温対策で新品種も

北陸中日 7 本社来訪 ＧＲＮが新ロゴ　事業紹介冊子も　常務、本社訪れ説明

北陸中日 13 肉厚　海藻アルギットにら ＪＡとなみ野が初出荷

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　６人

読売 22 よみうり文芸 川柳　砺波市　野村真里恵

読売 22 よみうり文芸 文芸サークルから　海潮砺波歌会

読売 22 小学生バレー　県大会 男女３２チーム熱戦　１１日開幕　◇男子▽Ｂブロック　②となみ　ほか

　２日　木曜日
北日本 14 となみ野 庄川峡花火大会　ほか

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 庄川水資料館

北日本 15 声の交差点 チューリップを堪能　奈良市　松下靖彦（５５歳）

北日本 19 庄川鮎　給食で味わう ４中学の３年　古里の食文化　理解　「鮎の日」

北日本 20 鍵掛け徹底を登校生徒に啓発 砺波署　砺波高校で　サイクル安全リーダーと

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 26 相談はこちら 働く人の心の健康相談　ほか

富山 20 ＹＯＵＴＡさん　夢、思いやり持って 砺波北部小で演奏と語り

富山 21 庄川鮎　骨ごとぱくり 山田商事が提供　砺波　中学校給食に登場

富山 21 ６０品種２００株見頃　色彩豊かバラの大輪 砺波・県花総合センター

富山 21 ボトル形の立体も さわやかパーク

富山 26 「万博通じ地方創生」 首長連合総会　田中南砺市長　会長代行に

北陸中日 5 発言 細田氏　発言の重みを考えて　石丸秀幸　６３　富山県砺波市

北陸中日 13 庄川鮎塩焼き　給食で 砺波の中学４校、生徒が舌鼓

北陸中日 13 まつり 庄川観光祭　４、５日

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

読売 20 小学生バレー　県大会 男子チーム紹介　となみ

　３日　金曜日
北日本 17 頂点目指し１８０人熱戦 北陸オープンアマゴルフ 呉羽ＣＣ きょう開幕

北日本 21 あすから３年ぶり 庄川観光祭 伝統の赤行燈で彩る  中之島若連中 製作大詰め

北日本 21 どうする家の管理 今から話し合って 砺波  市民大学「学遊塾」

北日本 21 盲目のピアニスト 自作曲など披露 砺波  北部小でＹＯＵＴＡさん

北日本 22 ８月 プレミアム商品券 砺波  過去最多３万冊販売

北日本 22 過疎発展計画示す 庄川地域指定受け

北日本 22 管理運営に優れ１０年連続「特Ａ」 砺波  Ｂ＆Ｇ海洋センター

北日本 23 学校医ら３３人表彰 県学校保健会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５人

富山 18 中元ギフト多彩に　高岡 織田幸銅器でフェア　大門素麺のセットなど

富山 19 砺波市のプレミアム商品券 ８月に最多３万セット

富山 19 ６月補正 一般会計４億２６２０万円
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富山 19 山口の給付ミス 市長「他山の石に」

富山 19 砺波の豪族 利波臣志留志 郷土学習で漫画化 ２千部作製

富山 19 母子手帳アプリ 砺波、立山で導入 砺波市「となみっ子なび」

富山 20 労災防止へ意識高め 富山労働局、砺波労働基準監督署の全国安全週間説明会

富山 21 功労者３３人表彰 県学校保健

北陸中日 12 砺波市、８月に商品券 補正予算案  子育て世帯も支援

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 ふわふわドーム 増殖中 トランポリン型遊具  にぎわい創出に一役 県内１３か所  ベンチや屋根付きも

　４日　土曜日
北日本 14 日本伝統工芸富山展に寄せて　高岡市美術館学芸課長　瀬尾千秋 コロナ禍の生き方示唆　技を学び合い競う場に　しなやかな美しさ　古来の素材を使用

北日本 14 県内から１１人入賞 角川全国俳句・短歌大賞　俳句　三村純也選秀逸＝野村邦翠（砺波）ほか

北日本 15 第７７回県展　入賞・入選 美の可能性探求

北日本 22 心意気示す法被一堂に きょうから庄川観光祭　７０回の節目　盛り上げ

北日本 22 町日中友好協 武漢の写真展示

北日本 22 俳句通じて安城市と交流 市文化協　砺波市と愛知県安城市の文化協会による合同吟行句会

北日本 22 パッチワーク　色鮮やかな３００点 キルトアートの会　「布あそび作品展」

北日本 23 健康支援で包括連携協定 砺波市と明治　市民の健康増進活動やシティプロモーションを行うプロジェクト展開

北日本 23 会長に松山さん 県高校ＰＴＡ連合会　副会長＝丸山祐市（砺波高会長）

北日本 26 広告 第７０回　庄川観光祭　６月４日（土）・５日（日）

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

富山 21 県展きょう開幕　県民会館 田畑さん　彫刻　２年連続大賞　高岡から４部門　６２６点入選

富山 25 税のはがき配布　税務署員に要請 砺波法人会女性部会

富山 27 きょう、あす　砺波・庄川観光祭 ７０回　歴史伝える展示　生涯学習センター　行燈飾りやポスター

富山 27 新会長に松山氏 県高校Ｐ連　副会長　丸山祐市（砺波）

富山 30 砺波の「強さひきだす」 １０７３Ｒ－１乳酸菌縁に　明治と協定　ヨーグルトで健康増進

富山 30 はじめしゃちょー「運命を感じる」 発表会にゲストで登場　おすすめスポットに砺波図書館

北陸中日 13 俳句や民謡　お互いに刺激 砺波市文化協が安城協招き交流

北陸中日 25 県内９２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３人

　５日　日曜日
北日本 1 庄川峡花火 ３年ぶり大輪　庄川観光祭のメイン行事

北日本 2 野上氏勝利へ決議　自民 出席者がガンバロー　県第３選挙区支部

北日本 7 声の交差点 金時草の栽培に挑戦　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 7 声の交差点 「子供ヨータカ」楽しみ　砺波市　大島友則（７４歳）

北日本 7 とやま×私×フォト 「チューリップフェア」　らんらん（立山町）

北日本 11 県高校総体　中心会期始まる ラグビー男子　富山第一頂点　堅守速攻　砺波を圧倒

北日本 13 避難は愛犬と一緒　砺波 災害時開放「第２の家に」　ドッグホテル営む夫婦

北日本 13 流しそうめん　おいしい！ 上和田キャンプ場　親子で自然散策

北日本 14 税のコンクール応募を 砺波法人会女性部会　砺波税務署に

北日本 15 天位に室井さん（富山） 県俳句連盟　春季俳句大会　愁いの心情詠む

北日本 15 受賞団体たたえる 県ＰＴＡ広報紙コンクール　最優秀賞に砺波市出町中ＰＴＡの「となみ野」

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

北日本 22 今年は小ぶり 庄川で生育調査　庄川沿岸漁業協同組合連合会

北日本 23 行燈「合わせ」　豪快 庄川観光祭

富山 1 大行燈　３年分の激突 庄川、津沢で夜高行燈

富山 4 野上氏圧勝を特別決議 ３区支部も必勝期す

富山 18 高桑、朝倉さんⅤ 砺波市パークゴルフ協会６月度月例大会

富山 18 林が優勝 第２５回北部苑所長杯争奪親善やすごとゲートボール大会

富山 20 県高校総体 テニス女子団体　富山中部が初Ⅴ　ラグビー　男子▽決勝　富山一３１－５砺波　ほか

富山 23 漫画図書館オープン 宝達志水　「宝コミックフィールド」

富山 24 あのころ、富山新聞は　１６ 第２章　驚き満載・越中新聞　④　中越線と赤毛布の物語　「列車道徳」向上に躍起

富山 24 庄川のアユ　やや小ぶり 解禁前に試し捕り　釣り１６日、網２１日

北陸中日 1 行燈＆花火　庄川町彩る 県内トップを切る庄川峡花火大会

北陸中日 1 『漫画図書館オープン』の巻 石川・宝達志水　砺波の電陽社が本寄贈

北陸中日 11 庄川アユ　今年は小ぶり 解禁前に成育状況調査

　６日　月曜日
北日本 5 読者写真コンクール　５月の入選作 一席　「大役を終えて」　斉藤雅彦　富山市

北日本 13 県高校総体　中心会期第２日 バドミントン　学校対抗▽男子③砺波　ほか

北日本 14 海老さん（射水）最優秀賞 北日本民謡舞踊富山大会　入賞者　▽大賞の部＝江村桂子（砺波）
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北日本 15 ヒマワリで地域元気に 福山自治会　休耕田に１０万本分まく　砺波

北日本 15 夏野市長を組合長に選出 市漁協　砺波市漁業協同組合　総会

北日本 15 北日本民謡舞踊砺波大会 のど自慢出場者募集　砺波市文化会館

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４人

北日本 21 ニュース先読み １０日　第３７回頼成の森花しょうぶ祭り　！ここがポイント

北日本 21 声の交差点 情報漏えい抜本策を　砺波市　山口三由樹（６３歳）

北日本 21 とやま×私×フォト 「花びらが水面にただよふ庄川峡」　堀八郎（高岡市）

北日本 22 住民２５０人清掃に汗 砺波市庄川町一帯で「庄川クリーン大作戦」

富山 16 「トッペ行燈」子供５０人練る 庄川観光祭最終日　種田地区３年ぶり参加　大行燈と合流「ヨイヤサー」

富山 16 ヒマワリ畑、楽しみ 砺波・福山自治会　休耕田で種まき

富山 16 サツマイモ苗植え交流 砺波　中学生バレーボールクラブＶＣ富山の部員と東別所の上村集落の住民

富山 17 組合長に夏野市長 砺波市漁協、小西氏は副に

富山 18 県高校総体 バドミントン　学校対抗男子　準決勝　高岡工芸３－０砺波　ほか

富山 21 平野さん、森川さん最優秀賞 能登麦屋節全国大会　中学生以下の少年少女の部で平野絢楓さん（１２）＝砺波市

富山 25 海外協力隊　高まる関心 県内説明会　出席最多　留学、旅行は制限多く　募集再開「待っていた」

北陸中日 22 １６０㌔　走って撮った ４月ＵＴＭＦ挑戦　写真家・三井さん　砺波出身、海外に意欲

　７日　火曜日
北日本 15 とやま×私×フォト 「母の日」　うさぎ（砺波市）

北日本 17 安全安心守る青パト出発式 柳瀬地区　砺波市柳瀬地区の防犯パトロール出発式

北日本 17 きょうもにっこり 幼保連携型認定こども園「東般若保育園」保育教諭　林桃子さん

北日本 18 住んでミタ　移住者の富山ライフ 東京→砺波　工務店「フラグシップ」１級建築士　橘あゆみさん（４６）　家づくりで地域の一員

北日本 18 おすすめポイント 散居村展望台

北日本 18 ３年ぶり牛岳山開き 牛岳の開山祭　牛嶽大明神奉賛会

北日本 18 ３１団体華やかな演奏 第４１回砺波地区吹奏楽祭　砺波市文化会館

北日本 19 空き家１３戸増５０２戸 砺波　「解消へ予防啓発」　砺波市議会

北日本 19 土木・建築系学科　国・県に新設要望 砺波市議会全員協議会

北日本 19 １１日「突き合わせ」 となみ夜高まつり

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １人

北日本 26 妊婦４１８人から誤徴収 砺波総合病院　消費税分計８２万円

富山 4 車多酒造の天狗舞　最高賞を受賞 仏の日本酒品評会　

富山 16 イチ押し　「岩牡蠣のフライ」 旬菜のいぶき　縁空（砺波市五郎丸）　うま味あふれる芸術品

富山 20 観光祭終え会場を清掃 庄川商工会青年部など

富山 21 市町村議会（６日）砺波市 総合病院２年連続黒字　昨年度決算　外来患者数が回復　６月定例会　学校ＨＰ、校外から更新可能

富山 21 国、県に重点１７件 全員協議会

富山 22 砺波地区寿野球定期リーグ戦 ５日・南砺市東洋紡野外球技場ほか

富山 26 砺波総合病院も誤徴収 妊婦の入院、外来　８２万円返金へ

北陸中日 12 議会だより　６日 砺波市　定例会

北陸中日 24 砺波総合病院も消費税を誤徴収 出産関連費４１８人分

北陸中日 25 県内３８人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１人

読売 24 小学生バレー　県大会 女子チーム紹介②　庄南

読売 24 球根掘りに挑戦　児童３０人が夢中 砺波フラワーロード　庄川小学校の３年生

読売 24 少年野球 となみ野リーグ

読売 24 県高校総体 ラグビー　富山第一３１－５砺波

毎日 17 乗り合いタクシー導入 富山・砺波　県内初、ＡＩが配車

　８日　水曜日
北日本 1 天地人 タマネギ　主力産地の砺波市では中旬から収穫作業が本格化

北日本 15 声の交差点 花しょうぶ祭り心待ち　砺波市　武部琉子（７８歳）

北日本 18 地上１００㍍　スイーツ満喫　クロスランドおやべ 来月　空中カフェ開店　１１店がケーキ・ショコラ

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

富山 4 令和の攻防　輸出シフト鮮明に　地酒上 若鶴酒造　専任者が市場開拓　福光屋　料理人店舗と連携　コロナ影響小さく　「和食ブーム」に照準

富山 13 地鳴り 今シーズン初の花火大会楽しむ　星野華澄　２７歳（高岡市）

富山 13 地鳴り 姉の墓参りで楽しい時間　西川良子　６９歳（砺波市）

富山 13 地鳴り 兵士に終身刑　残酷さ物語る　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 20 １０歳で空手初段 砺波・出町小４年　続麻さん　不動会砺波出町支部　秋の全国Ⅴ目指す

富山 20 ８８歳小西さん作品展 庄川挽物木地の匠　砺波　木の象眼の盆や皿

北陸中日 13 １０，１１日　となみ夜高まつり 精巧　ミニあんどん見て　砺波市役所玄関に２基展示

北陸中日 27 新型コロナの自治体別感染者数　 砺波市　３人

読売 24 よみうり文芸 短歌　砺波市　山田裕子
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読売 24 ＧＲＮグループ　ロゴ刷新 ＨＰに事業紹介マンガ

　９日　木曜日
北日本 6 若鶴酒造１１ブランド ユダヤ教徒　愛飲ＯＫ　県内初「コーシャ」認定

北日本 6 ８年連続黒字 エフエムとなみ　決算取締役会

北日本 12 となみ野 第２０回北日本新聞社長杯パークゴルフ大会砺波地区予選会ほか

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 庄川水資料館

北日本 17 声の交差点 久々の楽しい親睦会　砺波市　小西文子（７８歳）

北日本 20 同級トリオ　行燈作りに熱　鹿島保存会 あすから　となみ夜高まつり

北日本 24 花しょうぶ祭り　砺波であすから 実行委ＰＲ　「第３７回頼成の森花しょうぶ祭り」

北日本 24 相談はこちら 働く人の心の健康相談　ほか

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １人

富山 4 ユダヤ教徒向け１１ブランド認証 若鶴酒造　「コーシャ認証」取得

富山 21 地鳴り ２４時間営業のドラッグストア　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 22 大行燈の制作　３町　急ピッチ あすから　となみ夜高まつり　他町の子どもも参加へ

富山 22 租税教育グッズ　砺波税務署に贈る 砺波法人会

富山 23 鹿児島の品々、砺波に集結 道の駅庄川で物産展

富山 24 花しょうぶ祭り満喫を 砺波・あす開幕　実行委、本社でＰＲ

北陸中日 12 ユダヤ教徒もどうぞ一杯 ユダヤ教の食品規定　若鶴酒造の３酒類　県内初認定

北陸中日 12 来訪　多彩なハナショウブ　楽しんで あすから　頼成の森で祭り、実行委ＰＲ

北陸中日 13 催し 頼成の森花しょうぶ祭り

読売 24 ミニ行灯　夜高まつりＰＲ 砺波市役所で展示

読売 24 海藻肥料でニラ　「出来栄え最高」 南砺で出荷　南砺市や砺波市などの３８農家が栽培

読売 25 花しょうぶ祭り　プリンセスＰＲ あすから砺波　「第３７回頼成の森　花しょうぶ祭り」

　１０日　金曜日
北日本 10 広告 第３７回頼成の森　花しょうぶ祭り

北日本 15 声の交差点 思い出す「やすごと」　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 15 声の交差点 黒と白の版画の世界　高岡市　渡辺由利子（７５歳）

北日本 15 とやま×私×フォト 「念願のはかまで還暦記念」　虹（砺波市）

北日本 16 北日本新聞　朝間野球 砺波市大会開幕　リアール決勝進出

北日本 19 百歳体操で健康維持　砺波 市と明治　連携協定第１弾　高齢者の介護予防へ

北日本 19 日頃の感謝込め　園児が花束贈る 市役所など５ヵ所　砺波　出町青葉幼稚園

北日本 19 秋楽しみ　サツマイモ苗植え 出町認定こども園　笑顔で丁寧に　砺波

北日本 21 事故防止に尽力　４２事業所１１２人表彰 県トラック事業者大会　◇永年協会役員表彰＝瘧師富士夫（山田運輸）

北日本 21 ７チーム出場　はつらつプレー 市ナイターソフト開幕　第４６回砺波市ナイターソフトボール大会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

富山 1 ハナショウブ　可憐に開花 砺波・頼成の森　高岡で熱中症１人搬送

富山 21 地鳴り 行燈の武者絵に時代の変化感じ　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 22 老老介護や障害者世帯の支援で議論 砺波市の「ほっとなみ地域ネットワーク会議」

富山 22 遊休地に園児招きサツマイモ植え 砺波農業青年協

富山 22 市長らに花束贈りお仕事ありがとう 砺波・出町青葉幼稚園

富山 24 救助技術を競う ２６消防署が大会　◇連携訓練▽ロープ応用登はん②砺波

富山 24 整備不良の車を街頭点検 砺波で富山運輸支局　「不正改造車を排除する運動強化月間」に合わせ

富山 24 杉村が６年男子４５㌔級を制す 県小学生学年別柔道大会　６年女子４０㌔級は土田真子（砺波市）

富山 25 「となみ菌」で健康に 砺波市と明治、活動第１弾　百歳体操後に乳酸菌飲料

富山 28-29 広告 第３７回頼成の森　花しょうぶ祭り

北陸中日 25 県内８５人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３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 28 広告 第３７回頼成の森　花しょうぶ祭り

　１１日　土曜日
北日本 1 優美な紫 砺波　花しょうぶ祭り開幕　県民公園頼成の森

北日本 15 県俳句連盟　春季大会入賞句 ７位　砺波市　島倉千春　ほか

北日本 23 設立４０年祝う 砺波市シルバー人材センター　設立４０周年記念式典

北日本 23 高瀬神社 豊作願い祈念穀祭

北日本 23 庄東小児童　サクラ植樹 北陸コカ創業記念

北日本 26 富山　ものづくり再発見　１０　 庄川挽物木地①　良木求め木地師が移住　幕末が始まり　全国産地へ供給

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５人
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富山 1 となみ夜高まつり開幕 大行燈　待望の熱気　縁起物、極彩色に

富山 4 創業６０周年で桜植樹 北陸コカ・コーラ　砺波工場公園に

富山 20 行燈、御神火　豊作願う 髙瀬神社で祈念穀祭　１３日に４ＪＡ巡る

富山 21 飯田理事長再任　４０周年式典も 砺波市シルバー人材センター　総会

富山 22 柳瀬の空き家対策を学ぶ 砺波市民大学「学遊塾」　となみ散居村ミュージアム　

富山 23 優美ハナショウブに歓声　砺波・頼成の森　「祭り」開幕 　６００品種７０万株、２割開花　見頃は来週末　１９日まで野だてやラリー　維持管理２６年　北井さんを表彰

富山 23 会長に鏡氏選出　副会長に夏野氏 庄川沿岸漁連　総会と理事会

北陸中日 1 訪日客団体ツアー解禁　 客足回復へ　北陸再始動　４ヵ国語のパンフ　駅に戻す　感染対策、受け入れ態勢課題

北陸中日 1 大あんどん　町に堂々 となみ夜高まつり開幕

北陸中日 5 発言 ツバメ営巣　これから何組が　島田栄　７３　富山県砺波市

北陸中日 13 花しょうぶ祭り　７０万株優雅 砺波・頼成の森　県民公園「頼成の森」水生植物園

北陸中日 25 県内７６人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　５人

読売 22 全盲の音楽家「努力　大事に」 砺波の小学校で演奏　ピアニストのＹＯＵＴＡ（ユータ）さん

　１２日　日曜日
北日本 15 早食い「世界一」競う 特産の大門素麺ＰＲ　砺波　となみ野庄川荘

北日本 15 服・小物ずらり 小さな手作り展　チューリップ四季彩館

北日本 16 洋画家７３人意欲作 庄川美術館展　「洋画Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ！－２０２２ｉｎ庄川最終展」

北日本 16 精進の成果発表 県文化書道墨親会の第４０回記念書画展・学童展

北日本 17 砺波から８人本大会出場 本社社長杯ＰＧ予選　北日本新聞社長杯パークゴルフ大会の砺波予選

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

北日本 23 ニュースファイル 車と衝突　自転車の女性重傷　砺波市三島町の市道交差点

北日本 25 突き合わせ　熱気最高潮 となみ夜高まつり

富山 1 ３年ぶり「ヨイヤサー」 大行燈激突、思いと力込め　となみ夜高まつり

富山 19 地鳴り 時間があれば脳トレの読書　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 初めて歩く道　すてきな発見　高木清美　６５歳（高岡市）

富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 23 大門素麺　早食い競う 砺波で初開催　４０チーム味わう　おいしさ内外に発信

富山 24 砺波、氷見、射水、巴４強 第１２回県呉西地区生涯軟式野球古希大会・石澤杯争奪戦第１日

富山 25 イナガキヤスト×北陸カメラ旅 ６月　極彩色の「静動」　砺波・夜高まつり

富山 25 事件・事故 タクシーにはねられ重傷　砺波市三島町の市道交差点

朝日 15 北陸初漫画図書館　名作ずらり 石川・宝達志水にオープン　６万冊収蔵

　１３日　水曜日
新聞休刊日

　１４日　火曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「砺波散居の夕焼け」　ｒａｉｃｈｏｕ５６（富山市）　

北日本 21 練習の成果披露 富山琴翔支部　ふれあいコンサート

北日本 21 山城の歴史　歩いて学ぶ 油田公民館が散策会

北日本 23 市町村議会　砺波 給食費　値上がり分負担　物価高に独自支援策　砺波総合病院２年連続黒字

北日本 23 大門さん（富山玲声民謡研究会）優勝 郷土民謡民舞北日本地区大会　▽シニア　②高桑克彰（となみ野民遊会）ほか

北日本 23 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １人

北日本 27 ニュースファイル 自転車同士衝突８４歳女性重傷

富山 13 地鳴り 初めて行った庄川観光祭　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 20 踊り　あでやかに 砺波・しほ美会　

富山 21 市町村議会（１３日）　砺波市 食材費高騰分を補助　給食費、家庭の負担変わらず　住宅取得や家賃支援４９件

富山 21 ３年ぶり神輿渡御　御神火４ＪＡ巡行 南砺・髙瀬神社

富山 25 高波チューリップ鮮やか 砺波のミュージアム　写真コンテスト

富山 25 事件・事故 自転車同士衝突、１人重傷　砺波市本町の市道交差点

北陸中日 27 県内４５人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１人

朝日 23 優しさに　包まれて 砺波・花しょうぶ祭り

　１５日　水曜日
北日本 11 県内で広がるデマンド交通　生活の足　より便利に 財源・サービス　両立課題　配車にＡＩ導入　助け合い　走るほど赤字

北日本 17 とやま×私×フォト 「天からのプレゼント」　きとさち（砺波市）

北日本 20 農業者へ支援要望 市長にＪＡとなみ野　砺波

北日本 21 市町村議会　砺波　全医療機関に停留所 予約タクシー利便性向上　こども食堂開設を支援

北日本 22 ハイスクールプレス 石高　学窓新聞　２年ぶり夏のシード権

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 19 市町村議会（１４日）　砺波市 デマンドタクシー停車　１０月から全医療機関に　エリア拡大で

富山 19 燃料、肥料高騰で砺波市に要望書 ＪＡとなみ野
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北陸中日 27 県内１１３人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

読売 26 第４４回よみうり写真大賞 マイベストフォト部門第２期入選　「あーーん」浅谷彩乃さん（砺波市）

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

　１６日　木曜日
北日本 14 となみ野 第２９回砺波地区中学生写生会ほか

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 砺波市美術館　庄川水資料館

北日本 19 声の交差点 楽しい「街角ピアノ」　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

北日本 21 「芹の市」にぎわう 砺波市栴檀野自治振興会　

北日本 22 カイニョと生きる 小枝・落ち葉専用袋販売

北日本 22 燃油高騰で財政支援要望 ３ＪＡ

北日本 22 庄川観光祭　駐車場確保　混雑を解消 砺波市議会産業建設委員会

北日本 22 国際情勢考えよう　図書館が企画展 企画展示「国際情勢を考える～ロシア・ウクライナ問題を知るために～」　砺波図書館

北日本 22 最優秀賞に村上さん（砺波） コンテナガーデン　第１３回コンテナガーデンコンテストの審査

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 23 市民に貸し出し検討　チューリップ公園ステージ 「音響いい」と評価　砺波市　料金、時間など設定　市議会産業建設常任委員会

富山 23 プレミア商品券 ８月６日に発売

富山 24 高岡、勝ち進む 中学硬式野球ボーイズリーグ第５３回日本少年野球選手権北陸支部予選

北陸中日 1 北陸図会　格差を考える 人口減　地方の中も二極化　羅針盤なし　難題取り組み急務

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 26 風紋 宙舞うパン

北陸中日 27 県内１４９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６人

毎日 19 ２０２２独立選抜書展・入選者 会員＝千代歩月（砺波市）

　１７日　金曜日
北日本 5 民意と歩む 砺波市議会は１．１㌽増　３９．６％

北日本 5 県議会きょうの論戦 米原蕃氏（自民、砺波）

北日本 6 突然の〝合併論〟波紋 高岡信金理事長発言　県西部４信金「必要ない」

北日本 17 声の交差点 「ｅママチャリ」で快走　砺波市　菅野友之（６７歳）

北日本 17 とやま×私×フォト 「ＧＷのチューリップ」　えりちょす（南砺市）

北日本 19 特産タマネギ採れた 福野小児童が収穫体験　南砺

北日本 19 旬のアユ楽しむ 庄川の料理店　砺波　庄川町金屋のアユ料理店「鮎の里」

北日本 20 振り込み　２人でチェック 山口の誤給付問題で　砺波市

北日本 21 中高生に勉強の場を　砺波の丈田さん 蔵改装し塾運営　大学生が指導　進路相談も

北日本 21 歌会始入選　喜び語る 西村さん市長訪問

北日本 21 県内１６人入選 独立選抜書展　入選者▽会員の部＝千代歩月（砺波）

北日本 22 真田先生のとやま方言学 ２０　フェーン現象　生暖かい気配「ミナミケ」

北日本 22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　山根海璃君

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３人

富山 17 くらしの日記 懸命な自然界　河合泰　８８歳　砺波市野村島

富山 23 子供歌舞伎　面白いよ 砺波・出町小　三味線や語り体験

富山 23 「雪たまねぎ」を収穫 南砺・福野小４年生　地元特産品に理解

富山 23 市町村議会（１６日）　砺波市 子宮頸がんワクチン　自費１５０人払い戻し　コロナ病床４０床維持　民生病院常任委員会

富山 24 歌会始の儀に出席、西村さん 「県出身者が喜んだ」　南砺市長に報告　感動伝え、額寄贈

富山 24 県生涯軟式野球　古希リーグ 魚津、４勝目で首位　◇成績▽１勝２敗１分　砺波アルテン・エイト

北陸中日 15 待っていた　アユ釣り解禁 県内の河川　にぎわい　庄川「鮎の里」にも旬の味

北陸中日 27 県内１１１人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３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 19 青い目の人形　伝える平和 富山で特別展　県内７体　初めて一堂に　県教育記念館

日本経済 39 北陸コカ、１２０品目値上げ １０月　炭酸飲料など６～１８％　

　１８日　土曜日
北日本 5 県議会　予算特別委 城端・氷見線ＬＲＴ化　年度末までに方向性　知事「議論加速させる」

北日本 5 県議会　予算特別委 農業教育研修　在り方を検討　県

北日本 5 地元で活躍する人材育成 ▽教育長…ニーズ把握へアンケート　米原蕃氏　自民　砺波

北日本 5 環境大臣表彰に１個人３団体 ◇知事表彰（環境部門功労）＝廣瀬愼一（砺波市）

北日本 7 搾りたて生酒　夏もいかが 若鶴酒造　急速冷凍し通年提供　来月１日から発売

北日本 18 北日本新聞　朝間野球 砺波市大会決勝　引き分け　２２日再試合

北日本 23 優良事業所を表彰　砺波 県労働基準協会砺波支部　全体協議会

北日本 24 スマート農機で収穫楽々　砺波で実験 省力化・作業効率が向上　県花卉球根組合　導入促進
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北日本 24 小麦の実り　今年も上々 大門素麺原料　５０㌧収穫見込む　砺波

北日本 24 市町村議会 庄川地域を整備　過疎債２億３５００万円　砺波市議会総務文教委員会

北日本 25 初夏の草花　会場彩る 県花総合センター　「初夏を彩る花まつり２０２２」

北日本 25 ３団体に助成金 県理科教育振興会　砺波市出町中学校情報科学部など

北日本 25 大賞に小野さん（日本画　砺波） となみ野美術展きょう開幕　「トリエンナーレとなみ野美術展２０２２」

北日本 26 富山　ものづくり再発見　１１ 庄川挽物木地②　多彩な波模様が特徴　木目に違い　２つの系統

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４人

富山 3 城端・氷見線のＬＲＴ化 年度末までに方向性　県議会予算特別委　知事「検討を加速」

富山 3 利便性向上を重視 地域交通戦略の策定

富山 3 記者席 教育熱が強すぎて

富山 3 ５Ｇの整備状況を聞く　米原蕃氏（自民） 知事政策局長　ドコモは１４市町エリア化

富山 4 生原酒を急速冷凍 若鶴酒造来月販売

富山 17 くらしの日記 幼なじみ　犀川寮明　７４歳　（砺波市苗加）

富山 21 大門素麺の小麦「良質」 砺波の営農組合　刈り取り開始

富山 21 青い目の人形、全７体並べ 国際親善のシンボル　富山で初集結　「とやまの教育史料　青い目の人形展」

富山 21 砺波市 デマンドタクシー　７、８月に説明会

富山 23 旬の若アユ　味わい堪能 砺波・庄川沿い　専門店にぎわう　「鮎の里」

北陸中日 12 スマート農機で省力化　開発中の組合など　砺波で作業公開 チューリップ球根　ローラーで収穫　人工衛星システム活用　自動運転

北陸中日 13 砺波で「花まつり」　初夏の花咲き誇る あすまで　「初夏を彩る花まつり」　県花総合センター

北陸中日 27 県内１２８人感染増　新系統を初確認 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

読売 26 花しょうぶ祭り　あすまで　砺波 砺波市頼成の県民公園「頼成の森」の水生植物園

日本経済 35 小型ジェット機で富山へ ＤＭＯが旅行プラン　富裕層に照準

　１９日　日曜日
北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ　「好きな和菓子」 砺波市　５０代　女性　桜満開

北日本 15 ３市の中学生　庄川スケッチ 砺波地区写生会　第２９回砺波地区中学生写生会

北日本 15 お父さんに贈るハンガー手作り 出町児童センター

北日本 15 岩黒の不吹堂で住民　風鎮め祈願 砺波市指定文化財「岩黒の不吹堂」の祭礼

北日本 15 園児がアサガオ苗植え 東般若花と緑の推進協議会

北日本 17 意欲作１３１点ずらり となみ野美術展始まる　市美術館

北日本 20 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 「よろまいけ」で有意義な一日　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 大雨に備え側溝清掃 砺波・出町　砺波市と出町自治振興会

富山 20 ウクライナ支援で募金 砺波市赤十字奉仕団

富山 22 コンテナガーデン　村上さん最優秀賞 県花総合センター

富山 23 ３団体に助成金 県理科教育振興会　砺波市出町中情報科学部など

富山 26 県内の新型コロナ１１６人 富山の保育施設クラスター　砺波市１０人

　２０日　月曜日
北日本 1 珠洲で震度６弱 Ｍ５．４　負傷者５人　鳥居倒壊　

北日本 1 高岡・氷見・射水・舟橋 県内最大震度３　被害情報なし

北日本 7 とやま　文芸散歩 田上眞知子　砺波市在住

北日本 7 北日本俳壇の集い 二俣れい子　野村邦翠

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 声の交差点 強権体制下での勇気　砺波市　田辺一郎（７０歳）

北日本 22 公共交通活性化へ提言書まとめる 呉西地区再生研

北日本 22 爽やかな風情で一服 砺波で北日本となみ野茶会　北日本新聞砺波支社

北日本 22 ボーイスカウト　ゲームで８００人交流 砺波で県大会　砺波チューリップ公園と上和田緑地キャンプ場

富山 1 珠洲で震度６弱　氷見、高岡、射水、舟橋　震度３ Ｍ５．４　津波なし　奥能登震源　今年８７回　震度２＝砺波　

富山 18 布巻きハンガー　父親にプレゼント 砺波・出町児童センター

富山 19 ボーイスカウト　７６０人友情深め 砺波で県大会　第６４回ボーイスカウト県大会

富山 20 紙風船 夢の「となみＲ－１」

北陸中日 11 梅雨…　ユリ見て元気に 砺波・四季彩館　夏の花で企画展　「季節を彩る花々　夏」

北陸中日 11 黄金色の穂　大門素麺へ 小麦収穫本格化　砺波市大門のほ場

　２１日　火曜日
北日本 19 市民協働で側溝清掃 砺波市と出町自治振興会

北日本 20 ウクライナ救援金預託 砺波市赤十字奉仕団

北日本 21 呉羽が最優秀 県高校放送コンテスト　◇各部門の優秀賞▽アナウンス③五嶋綾花（砺波）ほか

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４人

北日本 29 砺波にクマ　男性けが　人身被害　今年初 福野の空き家で駆除　県　出没警報発令
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北日本 29 目撃・痕跡　今月３９件 例年上回るペース

北日本 29 「突然　目の前に」 被害者

北日本 29 強い揺れ「腰抜けた」 珠洲　連日の地震　住民疲労濃く　各地の主な震度　❶砺波庄川

富山 1 震度５強、４　珠洲、強震続く 見附島　裏側斜面も崩壊　各地の主な震度　❶砺波庄川

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 21 地鳴り 朝乃山の近況分かり安心　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 ホープス女子　石附が２連覇 砺波市学童卓球大会

富山 28 富山の地震　増加傾向 昨年２３回　過去１０年最多　専門家「能登より地元の活断層に注目」

富山 29 自宅前にクマ　男性軽傷 砺波で出没、南砺で駆除　今年初の人身被害　県が出没警報

北陸中日 7 急速冷凍　夏もしぼりたて 若鶴酒造の「苗加屋」　フローズン酒　限定２０００本発売へ

北陸中日 28 県内５７人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

北陸中日 29 砺波でクマ　７４歳男性けが 民家敷地に侵入　１㌔逃走、駆除

北陸中日 29 目撃情報　これまで空白の地域 繁殖期の雄　行動範囲拡大

読売 22 明治乳酸飲料　砺波に提供 健康増進へ協定　商品表示に「１０７３」で縁

読売 22 児童らと桜植樹 北陸コカ・コーラ６０周年　「さわやかパーク」に

読売 23 クマに襲われ７４歳男性軽傷 砺波

朝日 21 クマに襲われ７４歳男性軽傷 砺波

　２２日　水曜日
北日本 5 ２２参院選　とやま 県内有権者８７万７７５８人　砺波市　３９，９４９人

北日本 17 とやま×私×フォト 「癒やしのバラ園」　ＴＯＭＯ（砺波市）

北日本 17 第６８期　北日本本因坊戦 挑戦者決定リーグ第２局　黒　源明彦（高岡市・六段）

北日本 19 柳瀬の歴史に理解 砺波市柳瀬地区自治振興会の次世代人材育成セミナー

北日本 20 １１議案可決 砺波市議会

北日本 20 論戦を振り返って 適度な緊張感大切に

北日本 20 稽古の成果披露 砺波　日本民踊研究会県支部豊晧会　第４１回おさらい会「民踊の四季」

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 27 住居侵入疑い　南砺の男逮捕 砺波で窃盗目的か

北日本 27 ３地点で真夏日 県内２人熱中症　砺波で３０度

富山 1 網解禁　アユ狙う　県内河川 夏至の県内　曇りや雨　砺波など真夏日

富山 3 参院選とやま　有権者　８７万７７５８人 １８、１９歳１万８７７２人　選挙人名簿登録者数　砺波市　３９，９４９人

富山 4 砺波にアオキ新店 クスリのアオキホールディングス

富山 19 地鳴り ドクダミ見て癒やされている　戸田祐子　５９歳（砺波市）

富山 20 吉坂さんが優勝 第１５回交流プラザ杯健康麻将交流大会　②高田隼水（砺波）

富山 20 砺波と安城市　俳句で交流 優秀賞に樋掛、山本さん　砺波市文化協会

富山 21 砺波市　過疎地域発展計画など議案１１件可決 本会議

富山 22 応接室　コロナ後の観光にらむ 富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合理事長　坂井彦就氏　オール砺波で挑む

富山 22 取材メモ 砺波総局長・麻本和秀

富山 22 最優秀校に呉羽高 県高校放送コンテスト　第６１回県高校放送コンテスト

富山 23 壮行会で「明日への勇気」 来月、ワールドゲームズ　県内から３選手

富山 23 事件・事故 大麻所持の疑いで逮捕　高岡、砺波署

富山 23 事件・事故 住居侵入容疑で男逮捕　南砺、砺波署と富山県警捜査１課

富山 26 ブラスバンド応援復活　今夏の高校野球富山大会 開会式の入場行進も再開　「継続試合」を採用　３０日組み合わせ抽選

富山 26 富山の保育施設クラスター 県内コロナ、新たに１２１人感染　砺波市６人

北陸中日 5 発言 古代史番組　感動と驚き連続　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 24 県内１２１人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６人

朝日 17 ２０２２参院選　選管　届け出準備着々 きょう公示　県内有権者数は８７万７７５８人

朝日 17 夏の開幕　来月６日 高校野球富山大会　３０日抽選会

毎日 21 クマに襲われ７０代男性けが 富山・砺波

　２３日　木曜日
北日本 20 となみ野 スキマスイッチ　ＴＯＵＲ　２０２２　〝Ｃａｆｅ　ａｕ　ｌａｉｔ〟ほか

北日本 20 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 20 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　庄川水資料館

北日本 25 声の交差点 久々の庄川観光祭　砺波市　島田栄（７３歳）

北日本 27 水生生物を観察 親子自然教室　砺波

北日本 28 利賀の竹かんじき　寄贈　射水　壁山さん 長さ２㍍　昔の知恵詰まる　砺波郷土資料館　展示検討

北日本 28 夏の花　彩り鮮やか 四季彩館　ユリなど見頃　季節展示「季節を彩る花々　夏」

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８人

北日本 34 クマ被害受け県緊急会議 山里は朝夕外出控えて
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富山 25 地鳴り 日々の天気予報　きちんと確認　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 27 野菜の摂取増やして 砺波市健康センター　スーパーにレシピ掲示

富山 28 砺波市街地にカルガモ親子 砺波市中心市部の深江の空き地

富山 29 タマネギ収穫に助っ人 県農業支援サービス協　東京の人材派遣と連携　砺波で初実施、６人が作業

富山 32 富山　介護施設でクラスター　 県内コロナ感染１３８人　砺波市８人

富山 33 参院選　とやま　県選挙区　 ６氏乱立　かすむ対立軸　決戦突入、最多も関心低く　投票率低下懸念　差別化に苦慮

富山 33 県内暑い 富山空港３０．３度　砺波３０．２度　熱中症で２人搬送

北陸中日 15 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

北陸中日 26 県内１３８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 25 クマによる被害　富山で対策会議 県警、自治体職員ら

　２４日　金曜日
北日本 25 イタリア料理　プロから学ぶ 高岡龍谷高

北日本 25 きょうもにっこり 砺波消防署第１課予防係　吉田有希さん（砺波市）

北日本 27 ツアーで散居村保全　 「楽土庵」拠点に情報発信　地域資源　次世代へ継承　砺波

北日本 27 前売り券あす発売 空中カフェ　小矢部

北日本 28 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　柴田恭士朗君　永田優月さん

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２人

北日本 33 クマ出没情報　２３日発表 砺波市　目撃　池原

北日本 34 焼け跡の絵　力くれた ３月に自宅全焼　小矢部の美術家・中川さん　作品に生命力　創作励む　来月個展「前向いて進む」

富山 5 米原商事会長に米原嘉孝氏が就任 蕃氏は特別顧問に　株主総会・取締役会

富山 21 コント 砺波・りえちゃん

富山 22 廣瀬倖さん　歌声で魅了 砺波の北部苑でショー

富山 24 宿泊料で散居村支援 モデルツアーも実施へ　１０月開業「楽土庵」　「水と匠」、砺波で初会合

北陸中日 27 県内９０人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２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 23 第７３回毎日書道展 会友出品　３県２１８人　８月２１～２５日　富山で北陸展

　２５日　土曜日
北日本 1 今年初　県内猛暑日 ６月の観測　４年ぶり　砺波など７地点は６月の観測史上最高記録

北日本 4 となみ政経懇話会　６月例会 政治ジャーナリスト　田﨑史郎氏　演題　参院選と、その後の政局を読む　「ポスト岸田」駆け引き

北日本 6 課題の現場は今　参院選とやま ③　原材料高　業績回復途上に冷や水　食品製造　苦渋の値上げ　売り上げ減　我慢の限界

北日本 6 井波工場　システム更新 大建工業　ドア生産効率化

北日本 6 会長に米原嘉孝氏　蕃氏は特別顧問 米原商事

北日本 21 アシツキ料理　試食 高岡法科大生　万葉に思いはせ　地域文化学ぶ

北日本 21 日本画や工芸　７人２８点展示 七美の会　「七美の会展　となみ野で創る」

北日本 22 再犯防止に重点 社明運動推進委

北日本 22 優良従業員１０人表彰 砺波建設職業安定協会　総会

北日本 23 冬に耐え　今年も肉厚 ＪＡとなみ野　雪たまねぎ初出荷　砺波

北日本 23 大麦初検査　全量１等判定 ＪＡとなみ野

北日本 23 ＮＩＥ教育に新聞を　新聞活用した授業探る 県推進委　教諭が意見交換　砺波市出町小学校の清水雄斗教諭が実践報告

北日本 24 富山　ものづくり再発見　１２ 庄川挽物木地③　各地の漆器生産支える　土産物として人気　伝統的工芸材料に指定

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２人

北日本 30 うだる暑さ　涼求め 県内猛暑日　熱中症７人搬送　新潟・十日町３７．１度

富山 1 県内７カ所　６月観測史上最高 魚津３６．３度　全国９位　熱中症で９人搬送

富山 5 新社長に吉田氏 となみ観光交通

富山 21 地鳴り 値上げの一方進まぬ賃上げ　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 22 相続と遺言に理解を 砺波図書館で企画展示

富山 22 シェフを招きイタリア料理 高岡龍谷高

富山 23 地球環境学研究所が散村調査の冊子報告 砺波で記念例会　砺波散村地域研究所の８０回記念例会

富山 24 タマネギ　高値期待 ＪＡとなみ野が初出荷　品質良く大きさ上々

富山 24 大麦初検査全て１等 ＪＡとなみ野

北陸中日 1 地域つながり　高投票率 旧利賀村「棄権は入院中くらい」　〝合併なし〟が投票率を維持

北陸中日 1 こんな日は　ぐびっと 県内、今年初の猛暑日

北陸中日 29 県内９７人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２人

　２６日　日曜日
北日本 17 びょうぶや掛け軸　受講生の力作並ぶ 砺波支社カルチャー展　「裏打ちと表装」の受講生による作品展

北日本 17 丹精込めた７５点展示 砺波市盆草協会の盆草普及展　福祉センター苗加苑

北日本 18 季節の花　忠実に描く 庄川美術館　実技講座「花を描く」　県花総合センター
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北日本 24 とやまｗｅｂｕｎランキング　１８～２４日 ③砺波でクマに襲われ男性けが　クマは猟友会が駆除

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５人

富山 4 参院選　とやま　猛暑日も熱気高まらず 公示後初の週末　新人４候補　西へ東へ

富山 26 大きなタマネギ取れたよ ＪＡとなみ野女性部　親子２４人が収穫体験

富山 27 呉西発展へ広域経済団体 ４会議所の青年部ＯＢが設立

富山 27 仲八郎さんの円熟の話芸堪能 高岡　「東京ボーイズ仲八郎・一龍斎貞寿の会」

富山 27 優良従業員１０人表彰 砺波建設職業安定協会　総会

富山 28 散居村の風景　版画で描く 砺波で作品展　版画家佐竹清氏の版画展　となみ散居村ミュージアム

富山 28 県生涯軟式野球　古希リーグ 魚津が５勝目、首位　◇成績▽１勝３敗１分　砺波アルテン・エイト

北陸中日 1 富山市　伸びぬ接種率 コロナ　若者向け対策カギ　

北陸中日 13 タマネギ収穫　よいしょ ＪＡとなみ野　親子ら招き体験会

　２７日　月曜日
北日本 6 とやま　文芸散歩 永井邦子　作者は砺波市在住

北日本 13 天位に田村さん となみ野俳句大会　砺波市俳句協会

北日本 13 稽古の成果披露 民謡の藤本わかば会　民謡ゆかたざらい

北日本 13 きょうもにっこり 県高岡総合プールスポーツ専門員　前田至康さん

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４人

北日本 17 とやま×私×フォト 「明日もきっといい日！」　大東吉行（砺波市）

富山 9 地鳴り 早朝に見たクマに驚く　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 9 地鳴り 自宅で２次会　楽しい宴会に　潟沼みや子　６９歳（砺波市）

富山 16 朗読劇を披露 砺波でふみの会　「第１８回いこいのひととき」

富山 17 棟方志功の魅力紹介 砺波図書館友の会　講演会

富山 18 第２９回わんぱく相撲富山ブロック大会 ４年星場、井畠　５年石丸、長原　６年犀藤、久末　力闘制す

富山 18 中学硬式野球ボーイズリーグ第９回日本少年野球北陸ジュニア大会第１日 富山中部、となみ野　富山、射水、高岡８強

北陸中日 10 参院選２０２２　大切な一票を 富山、魚津で投票啓発　七月九日にも高岡市と砺波市で

北陸中日 11 全国目指し　はっけよい 南砺　わんぱく相撲富山大会

北陸中日 11 朗読と音楽に浸って 砺波でサークル発表会　「ふみの会」の発表会「いこいのひととき」

　２８日　火曜日
北日本 1 天地人 「青い目の人形展」

北日本 11 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 20 ４度目の特殊詐欺防止 砺波署

北日本 21 カイニョと生きる　 剪定枝回収　収集車で楽々　砺波市が本格運行　負担減　利用者歓迎

北日本 21 ２１地区の選手　健闘誓う 第１８回砺波市民体育大会の開会式

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １人

北日本 27 子ども誘拐予告相次ぐ 県内５市にメール　各教委警戒

富山 1 ７月の紙面 ふるさと新聞　庄川新聞

富山 2 投票日２週間前　期日前１万７５０１人 県選管まとめ　１日当たり２％減　陣営「早期活用を」　小矢部は大幅減少

富山 2 県選挙区午後１１時５０分 開票終了見通し　比例は午前３時

富山 20 地鳴り 住宅地までクマが出没　高坂陽子　７１歳（南砺市）

富山 22 サンパチェンス、大きく 砺波の江成さん方

富山 23 北陸銀砺波が詐欺被害防止で感謝状 砺波署から４回目

富山 25 パッカー車　剪定枝回収 砺波市　屋敷林保全へ実施　軽トラより効率よく

富山 28 殺人未遂罪　異例の保釈 砺波の被告　精神、健康面考慮か　金沢の刺傷事件　自宅で女性「対応できない」

北陸中日 13 散居村の景色　収集車が守る 屋敷林の剪定枝を戸別回収　効率１０倍に「処理　選択肢増えた」

北陸中日 27 県内３５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 24 急速冷凍　生原酒身近に 砺波の蔵元　来月発売　搾りたての味　再現　若鶴酒造

読売 24 ユリとチューリップ共演　砺波 チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々　夏」

読売 25 落ち葉など回収　初のパッカー車 砺波の屋敷林　砺波市

　２９日　水曜日
北日本 1 県内梅雨明け最速　 １４日間　２番目の短さ　平年より２５日早く　６月中は初

北日本 19 七夕に願い込め 砺波署　交通安全短冊飾る　

北日本 19 園児と利用者交流 庄東センター　「２０周年七夕の集い」

北日本 19 朗読とピアノ楽しむ 「いこいのひととき」　朗読サークル「ふみの会」

北日本 19 給食の食材にと雪たまねぎ寄贈 ＪＡとなみ野　砺波

北日本 21 ウイークリー西部　 高いニーズ　６８０人受診　砺波医療圏初　児童精神科開設１年　発達障害・不登校に対応

北日本 21 延期の産業フェア　９月初旬に開催 砺波商議所　通常議員総会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １０人

富山 3 参院選前線ルポ　㊤自民 市町村の得票は成績表　首長に広がる危機感　最大の敵は低調ムード
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富山 19 地鳴り 感謝の気持ち忘れず謙虚に　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 19 地鳴り オンライン授業　質問がなく残念　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 22 中止の個展　一転開催 小矢部・浅地火災で自宅焼失　中川さん　焼け跡の絵に勇気

富山 22 雪たまねぎ味わって　砺波市に２９０㌔ ＪＡとなみ野と出荷組合

富山 23 平和願い七夕の集い 砺波・庄東センター

富山 23 ＪＲ城端線・氷見線　利便性向上最優先に 研究会が提言書

富山 24 研究室　 風景に暮らしの本質　富大芸術文化学部教授　奥敬一氏

富山 28 県内７市に誘拐メール ２８日被害確認されず　５日も予告

富山 29 「空梅雨」に水不足懸念 降水量　富山　平年の３割　ダム貯水量は安定

富山 29 ほたるいか 砺波署前に交通安全七夕飾り

北陸中日 1 北陸図会　参院選２０２２ 断層集中　地震どこでも　地域の弱点　洗い出しを

北陸中日 13 ニセ電話被害４度防ぐ 砺波署　北陸銀支店に感謝状

北陸中日 26 永原功さん　死去 ７４歳　北経連名誉会長　富山県砺波市出身

北陸中日 27 もう暑　うんざり 最速梅雨明け　「長い夏」警戒　今年の梅雨の降水量と平年比較　砺波３２.５ミリ　３４％

北陸中日 27 新規感染８８人　県内、学校クラスター　　 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１０人

読売 22 よみうり文芸 俳句　砺波市　野村真里恵

読売 23 北電特別顧問　永原氏が死去 社長や会長歴任　砺波市出身

朝日 21 青い目の人形　平和語り継ぐ 戦前　米国から日本の子どもたちへ　富山で企画展　県内現存の７体一堂に

　３０日　木曜日
北日本 4 高岡政経懇話会　６月例会 共同通信編集委員・論説委員　太田昌克氏　演題　ウクライナの戦争と世界、そして日本　ロ大統領の世界観影響

北日本 6 砺波市３年連続トップ 県内居住満足度ランキング　大東建託

北日本 6 ２年ぶり黒字転換 県信用組合

北日本 16 となみ野 北日本民謡舞踊砺波大会

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　庄川水資料館

北日本 20 出場１６校対戦決まる 県中学野球　来月９日開幕

北日本 20 全国高校野球富山大会 きょう組み合わせ抽選

北日本 23 声の交差点 名水守る地道な努力　砺波市　村中正敏（９２歳）

北日本 23 声の交差点 富山の地理周知が先　砺波市　亀岡理恵（６４歳）

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １０人

北日本 30 相談はこちら　３０日～７月６日 働く人の心の健康相談

富山 21 地鳴り 夫が還暦祝いに温泉旅行に招待　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 21 地鳴り 母の作るお弁当　心に残り続ける　夏山郁美　３１歳（砺波市）

富山 22 砺波郷土資料館が冊子 昭和の稲作、夏秋編

富山 22 新役員 砺波ロータリークラブ

富山 25 県内コロナ４万人超 新たに１２４人　砺波市１０人

富山 25 紙風船 「顔」になる町花

富山 27 北陸三県の住みここちランク 砺波４位　滑川７位、富山１０位　中心部に商業施設が評価　大東建託

北陸中日 7 １位　３県住みここちランク 野々市３年連続　２位白山、４位砺波

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 27 県内コロナ感染　累計４万人突破 富山市施設でクラスター　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１０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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