
　　　　　　　２０２２（令和４）年７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 6 富山けいざい短信 出町小に一輪車寄付　北陸銀行

北日本 15 声の交差点 夏山登山も油断禁物　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 15 声の交差点 本番迎えた庄川アユ　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 17 高校野球富山大会　６日開幕 ４２チームの対戦決定　高岡商　初戦は富山南

北日本 17 各ブロックの展望 高岡商　守備が安定　Ａ　実力校が名を連ねる　Ｂ

北日本 19 ２０歳棟りょう　異例の早さ 「となみ野建築」安元さん　寺社の伝統技法守る　あす上棟式

北日本 19 砺波市老人クラブ連合会第１８回囲碁大会 ▽無差別（四段以上）①島崎憲彦（五鹿屋）ほか

北日本 21 望ましい通学距離　通学時間まとめる 学校のあり方検討委　砺波

北日本 21 ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 となみセントラルライオンズクラブ　下保正信会長

北日本 22 真田先生のとやま方言学 ２４　いろりを囲む座席　横座の意味が変化

北日本 22 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　仙道虹花さん　片山健琉君

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５人

北日本 29 県内　また猛暑日　１３人搬送 ６月平均気温　最高見通し

富山 20 各地で夏越の大祓、無病願う 髙瀬神社

富山 20 宮島選手招き青少年事業 となみセントラルＬＣが来社

富山 21 中学１学級、小学校複式学級 砺波学校のあり方委　再編検討へ素案

富山 21 見守りありがとう　住民招き感謝集会 砺波・出町小

富山 22 高岡商　富山南と初戦 高校野球富山大会６日開幕　富山西、上市　初の「レンタル」　選手宣誓は高岡一

富山 22 豪華、ユリ咲き誇る 四季彩館で夏の展示　「季節を彩る花々　夏」

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 高岡商　初戦は富山南　単独廃校ルール初適用

北陸中日 25 県内８６人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　５人　　

読売 20 夏　高校野球　県大会 高岡商　富山南と初戦　「単独廃校ルール」２校使用

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 21 第１０４回　全国高校野球選手権　富山大会 ４２チーム　初戦へ闘志　６日開会・９日から熱戦　組み合わせ決定

毎日 21 全国高校野球　組み合わせ抽選 ４２チーム対戦相手決まる　県内５球場　９日から大会熱戦

  ２日　土曜日
北日本 1 富山駅前３年ぶり上昇 県内路線価　中心商店街は下落　砺波市三島町の国道１５６号で横ばいの４万９千円

北日本 6 県内路線価　１８年ぶり５０万円台回復 富山駅前　商業施設開業けん引　下落から横ばいに　三島町国道１５６号　砺波市

北日本 21 庄川健康プラザ「元気通帳」 運動続けた人表彰　砺波

北日本 21 廃材で人間の本質表現　砺波 現代造形作家　渡辺さん（高岡）が個展　庄川　ギャラリー無量

北日本 22 就学困難な子に５万円 市　農家・温泉施設も支援　砺波

北日本 22 公共施設トイレ５５基を様式に 砺波市議会　議案説明会

北日本 23 ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 砺波ロータリークラブ　小竹正記会長

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 5 砺波２年ぶり横ばい 魚津は下落に転じる

富山 19 コント 砺波・たぬき

富山 21 １６７施設に毎月、花束 砺波市が７月補正　９～２月　チューリップ切り花など

富山 21 準要保護世帯　児童生徒１人５万円 市

富山 21 コロナでも例会継続 砺波ＲＣ　小竹正記会長ら

富山 22 庄川新聞 ふるさと　ソラ撮り　水の歴史、木の伝統今も

北陸中日 7 路線価　３都市で明暗 金沢下落　観光、オフィス低調　富山上昇　再開発が押し上げ

北陸中日 12 物価高　困窮家庭を支援 砺波市補正予算案　就学金など３．７億円

北陸中日 25 県内６７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 路線価　下げ幅０．４㌽縮小 ３０年連続下落　富山駅前は上昇

読売 25 砺波市補正案　３億７２３０万円 砺波市

朝日 25 富山駅前　上昇に転じる 路線価　高岡・砺波は横ばい

日本経済 35 ３県路線価１月時点 金沢駅前、３．３％下落　不動産需要　回復せず　砺波市三島町（国道１５６号）　４９（０.０）

  ３日　日曜日
北日本 9 声の交差点 サトウキビ畑を思う　砺波市　紫藤道子（８７歳）

北日本 15 中野・栴檀山分団優勝 第１８回砺波市消防団消防操法大会

北日本 16 火災乗り越え個展 美術家中川さん　パステル・水彩画５８点

北日本 17 記者ぶろぐ　砺波支社　金田侑香里 「雪たまねぎ」かみしめて

北日本 17 堀田さん優勝 となみ政経懇話会の懇親ゴルフ会

北日本 20 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 2 日曜特番　富山　 １０市町が「人材不足」　「即戦力を」　２大学、担い手育成に力

富山 4 コント 砺波・富之助

富山 16 「１番員」はドイツ人　砺波市消防団東山見分団 新戦力　ダニエルさん初放水　２年前に入団　市操法大会に出場

富山 16 腹話術や風船アート楽しむ 砺波で七夕のつどい　砺波市出町児童センター

富山 17 ２０歳棟梁　神社で奮闘 となみ野建築・安元さん　入社３年目、実力認められ　太田西区神明社棟上げ、今秋完成

富山 17 農業用ため池の損傷など確認 県など、８市町巡回

富山 17 砺波小矢部線改良を 主要地方道砺波小矢部線改良促進若林地区期成同盟会の総会

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 10 とやま写真館 ㊹出町子供歌舞伎曳山祭（１９５４年）　２３０年間続く　熱演の場

  ４日　月曜日
北日本 6 空から　わが町　砺波市柳瀬 スポーツ施設が充実　オリーブの名所に

北日本 13 北日本民謡舞踊砺波大会 山岡さん（富山）最優秀賞　◇入賞者▽大賞の部＝嶋田洋子（砺波）

北日本 13 腹話術で七夕楽しむ 出町児童センター

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２人

北日本 23 選択　２２参院選とやま ラストサンデー　６候補　県内駆ける　人出求め街へ　熱く訴え　名前や政策　売り込み

富山 15 くらしの日記 お墓のごみ籠　犀川寮明　７４歳

富山 16 市道、県道沿いでコスモス種まき 砺波・栴檀山　砺波市栴檀山自治振興会の１２常会

富山 17 犯罪のないまちづくり呼び掛け 砺波でキャンペーン　砺波保護区保護司会など

富山 18 １０３チームが火花 県少年野球大会、９日開幕

富山 18 砺波・鷹栖小２２連覇 交通安全子供自転車県大会

富山 22 参院選　とやま　最後の日曜　ＰＲ合戦 現職、自公の連携を強調　各新人、地縁で浸透図る　低調ムードに弁士「投票を」

北陸中日 1 日々　ひと言 砺波市栴檀山自治振興会の前田幸雄会長

北陸中日 10 咲け　にぎわい 砺波でコスモス種まき　砺波市五谷のとなみ夢の平スキー場

北陸中日 25 井波彫刻師　育成ピンチ　南砺の木彫刻訓練校　来年度から休校 親方収入減　生徒受け入れ困難　組合、一般向け教室で募集検討

北陸中日 25 「欄間文化なくしてはならぬ」 彫刻師・音琴さん　技術の源　価値訴え

読売 25 参院選　２０２２　最後の日曜 候補者　終盤戦駆ける　駅前や商業施設で演説

  ５日　火曜日
北日本 1 富山・南砺一時大雨警報 台風接近　今夜も警戒

北日本 5 公明・国民・社民　支持拡大図る １１日間で６万６９１８人投票　期日前　依然低調ムード

北日本 5 参院選　きょうの個人演説会 野上氏　砺波市のＪＡとなみ野農機センター

北日本 13 ２０２１年分　所得と資産補充　公開 新田知事　総額２１４６万円　県議平均は１４９２万円

北日本 22 地域を花いっぱいに コスモス　満開楽しみ　栴檀山　砺波

北日本 22 給食用タマネギ寄贈 ＪＡとなみ野たまねぎ出荷組合

北日本 22 ２社にプラチナ賞 金賞＝ヒスコム砺波ＬＣほか

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 鷹栖小が団体２２連覇 第５５回交通安全子ども自転車県大会

富山 2 ２１年所得公開　県議平均１４９２万円 前年比５８万円増　渡辺氏トップ　上位１０人は自民党

富山 2 県内首長、県議所得・資産等補充 県議　米原蕃氏ほか

富山 3 期日前６万６９１８人 １日当たり３．５％増　県選管まとめ

富山 21 地鳴り また訪れたい気持ち湧く街　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 23 中心商店街振興などで意見交換 砺波会議所と自民砺波市議

富山 23 保育園・小中に給食用タマネギ ＪＡとなみ野が寄贈

富山 25 砺波暮らしの参考に 砺波市、便利帳を刷新

富山 29 県内　局地的に強い雨 １２時間降水量　五箇山１７６・５㍉

北陸中日 12 首長総所得　平均１４５９万円 ２１年度　トップ氷見・林市長２３４３万円　県議平均は５８万円増

北陸中日 27 生き残った絵画　勇気の源 小矢部の美術家　火災で自宅全焼　作品の大半焼失も　活動再開し個展実現

北陸中日 27 県内６９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２人

読売 26 知事所得２１４６万円 県議平均１４９２万円

朝日 別4 ４２チーム　夢に挑む 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　大会案内

朝日 別5 出場校 砺波　砺波工

  ６日　水曜日
北日本 15 きょう開幕　全国高校野球選手権富山大会 ４３校４２チーム出場　栄冠懸け９日から熱戦　富山大会組み合わせ

北日本 15 応援のコロナ制限緩和 ２年ぶり　帰ってくる吹奏楽

北日本 18 ２０２２全国高校野球選手権富山大会 砺波　砺波工

北日本 24 早期整備を決議 砺波小矢部線期成同盟会

北日本 24 平桜交差点改良を要望 国道３５９号期成同盟会　小矢部

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４人

北日本 29 クマ出没情報　５日発表 砺波市　目撃　庄川町庄
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富山 3 とやまの焦点　参院選２０２２　② 東海北陸道・飛騨トンネル　４車線化「一刻も早く」　対面通行１４年、道半ば

富山 13 地鳴り １票の行使でより良い方向に　堺井清美　６７歳（砺波市）

富山 20 第１０４回全国高校野球選手権富山大会 組み合わせ

富山 21 出場４２チーム紹介 砺波　砺波工

富山 22 「１１０番の家」目印　黄色いコーン寄贈 となみセントラルＬＣ　砺波市出町小に

富山 24 小矢部市平桜交差点を拡幅 国道３５９号改修同盟会

富山 24 砺波小矢部線の整備促進へ決議 期成同盟会

北陸中日 1 北陸図会　参院選２０２２　女性の政治参加　遅れ 参院候補　全国３３％、富山・石川は１／１２　女性議員ゼロ　３県で９市町　

北陸中日 13 「番組通しメッセージ伝える」 全国高校放送コン　出場校健闘誓う

北陸中日 25 県内１８４人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４人

  ７日　木曜日
北日本 18 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 18 相談はこちら 就職に悩む若者のための巡回相談

北日本 18 県内美術館・博物館の催し 砺波市美術館　ギャラリー無量

北日本 22 高校野球富山大会開会式 ４２チーム　堂々行進　９日から熱戦　９日の試合　砺波

北日本 23 声の交差点 ホタルとカモの季節　砺波市　島田栄（７３歳）

北日本 25 食品ロス削減　身近から 砺波高生　現状学ぶ　次はフードドライブ実践

北日本 25 お酒は２０歳から　高３に注意喚起 小売酒販組合

北日本 25 砺波・南砺の道路きれいに 笹嶋工業

北日本 26 市町村議会 「暮らし回復」補正予算可決　砺波市議会

北日本 27 氷見署が団体１位 県警通信指令競技会　個人　▽現場警察官②黒田遼巡査（砺波署）

北日本 27 活動に貢献の功労者を表彰 県自治会連合会　◇県自治会連合会長表彰▽役員＝小幡和日出（砺波）ほか

北日本 27 安川クが優勝 第４６回砺波市ナイターソフトボール大会

北日本 27 １１０番の家の目印贈る となみセントラルライオンズクラブ　砺波市出町小学校に

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５人

北日本 31 ニュースファイル 車同士衝突１人重傷　砺波市庄川町青島の県道交差点

富山 21 富山新聞文化センターだより　うけてる講座 こども絵画（パステル画）　イオンモールとなみスタジオ　「自分の色」使いこなす

富山 21 優しい教えで上達 西尾静夏さん　（砺波北部小２年）

富山 23 地鳴り 儀礼的な出費抑えたいが　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 23 コント 砺波・たぬき

富山 25 市町村議会（６日） 燃料高騰、介護施設など支援　砺波市　市議会民生病院常任委員会

富山 26 県生涯軟式野球　古希リーグ ブルースカイ４勝目

富山 27 砺波で車衝突、２人重軽傷 砺波市庄川町青島の県道交差点

富山 30 あのころ、富山新聞は　２７ 第３章　名物記者の時代　④　砺波、福野の生徒がバトル　学校の意地をかけ

北陸中日 15 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北陸中日 15 議会だより　６日 砺波市　臨時会

読売 23 夏　高校野球　県大会 ３年ぶり　全選手行進　開会式

読売 23 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 23 オレンジ色の小さなラッパ 砺波市高道の県花総合センター

  ８日　金曜日
北日本 21 庄川水記念公園　再整備へ 検討委が視察　意見交換　砺波

北日本 22 砺波市長が総会でフェアの成果報告 フラワー都市連絡協　ウェブ総会

北日本 22 第１８回砺波市民体育大会・一般の部 陸上ほか

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８人

北日本 29 砺波の７０代女性　３４０万円詐取被害 砺波署発表

富山 1 ヒマワリ　一面に大輪 高岡・戸出で見頃　最高気温　砺波市３０・３度

富山 18 くるみの森に福祉用具贈る ＴＰＳ労組砺波支部

富山 19 水記念公園に一体感を 砺波市再整備委が初会合　パークＰＦＩ検討も

富山 19 チューリップフェア「大勢を元気づける」 都市交流協で砺波市長

富山 25 砺波の７０代女性　３４０万円詐欺被害 署員かたる電話

北陸中日 12 砺波総合病院を応援　医療用ゴーグル１４０個 砺波市飲食店組合寄贈

北陸中日 13 庄川水記念公園再整備へ初会合 砺波の検討委

北陸中日 25 県内２１１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

  ９日　土曜日
北日本 23 とやま×私×フォト 「第７０回庄川観光祭」　大東吉行（砺波市）

北日本 24 四季折々の山岳捉える 写真協会北陸支部　作品展「山の断章２０２２」

北日本 26 個性光る作品３４０点 世界の児童画フェス開く　▽北日本新聞社賞＝齋藤由芽（庄川小４）
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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 31 ＮＩＥ教育に新聞を　新たに立山の２校 日本新聞協会　実践校に５３４校　砺波市出町小学校と出町中学校が継続校

富山 29 野外活動で魅力知って 教員志望者増へ初企画　県砺波青少年の家　若者が児童と合宿

富山 30 なんとフォトクラブ写真展 最優秀賞に片岸さん　福光美術館　きょう開幕　感性豊か１００点

富山 31 城端・氷見ＬＲＴ化　重点提言に１６項目 能越商工観光懇談会　「能越道フェスティバル」砺波市で

富山 31 きょうから熱戦　 高校野球富山大会　今日の試合　１回戦▽砺波　上市－新湊　高岡南－南砺福野

富山 33 トピックス　 立山中央小、雄山中がＮＩＥ新規　出町小と出町中が継続校

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 球児の熱戦　きょう開幕　きょうの試合　砺波市野球場

北陸中日 13 砺波の会社労組　福祉用具を寄贈 高岡の社福法人に

北陸中日 25 ＢＡ・５　県内初確認　新規感染は２４３人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８人

読売 24 夏　高校野球　県大会 ４２チーム聖地目指す　きょうから１回戦　きょうの試合　砺波市野球場

読売 24 ＮＩＥ教育に新聞を 実践校に４校　日本新聞協会　砺波市立出町小学校　砺波市立出町中学校

読売 別3 高校野球特集・富山 砺波　砺波工

読売 別4 第１０４回全国高校野球選手権 砺波工　砺波

読売 別4 第１０４回全国高校野球選手権 夏の甲子園　県代表校　１０年　（９２回）砺波工①

朝日 27 第１０４回全国高校野球選手権富山大会 きょうから熱戦　きょうの試合　砺波

  １０日　日曜日
北日本 3 期日前投票１５万７７３６人 県内　参院選で過去最多　砺波市　１０,３４６人

北日本 3 当日有権者数　県内８７万５４６１人 参院選の県内当日有権者数　砺波市　３９,８３５人

北日本 9 声の交差点 改名で意気込み実感　砺波市　沖田信一（７３歳）

北日本 17 九谷焼や絵画１５０点 「九谷焼と書画古美術展」　県高岡文化ホール

北日本 17 緩和ケアや糖尿病治療の最前線紹介 砺波総合病院

北日本 18 親子１００人元気に歩いて写真撮影 フォトウオーキング　「親子でフォトウオーキング」

北日本 19 １３チームが熱戦 本社杯市少年サッカー

北日本 19 ゴーグル１４０個　総合病院に贈る 市飲食店組合

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １２人

富山 3 県内有権者　８７万５４６１人 前回選から１万５７１０人減　砺波市　３９,８３５人

富山 4 期日前投票１５万７７３６人 県選管まとめ　前回選から１万８９３６人増　砺波市　１０,３４６人

富山 21 浄瑠璃の語り向上を １１月の大会へ教室　砺波子供歌舞伎振興会

富山 21 教員の魅力学ぶ合宿へ交流 砺波　高校生ら野外活動研修

富山 22 １０３チーム熱戦火ぶた 県少年野球、立山で開幕　砺波北部・庄川　決勝Ｔへ

富山 23 高校野球　富山大会 きょうの試合　１回戦　県営　砺波－高岡龍谷

富山 23 １８チーム熱戦 第３０回北電カップ県学童サッカー大会１日目

北陸中日 10 能越商工観光懇　重点要望１６項目 ９月、砺波でフェスも

北陸中日 11 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 伏木・呉羽など　２回戦に進出

北陸中日 11 きょうの試合 県営富山野球場　▽一回戦　砺波－高岡龍谷

読売 28 夏　高校野球　県大会 きょうの試合　▽１回戦　県営富山球場　砺波－高岡龍谷

読売 29 真夏を先取り 砺波　「季節を彩る花々　盛夏」　チューリップ四季彩館

  １１日　月曜日
北日本 3 得票率前回並み６８．７７％ 富山選挙区　各候補の市町村別得票　砺波市

北日本 3 投票率　過去４番目の低さ 富山・射水　前回上回る　富山選挙区　市町村別の投票率　砺波市

北日本 3 県内各界談話 地方の声反映して　夏野修県市長会長（砺波市長）

北日本 13 第１０４回全国高校野球富山大会　第３日 砺波　９回一挙５点　途中出場の中川決勝打　砺波６－５高岡龍谷

北日本 13 きのうの試合 ▽１回戦（県営富山）　砺波６－５高岡龍谷

北日本 13 １６日の試合 ◇２回戦　▽県営富山　富山東－砺波工

北日本 15 踊り伝承へ　３団体交流 ３年ぶり合同研修会　砺波　姉妹保存会合同研修会

北日本 15 地元の高齢者にジャガイモお届け 三輪会　砺波市宮村

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６人

富山 10 団体・富山ぶり優勝 健康麻将の北陸甲信越地区選手権　個人は関野さん　▽個人　②清登武志（砺波市）

富山 10 ３民謡保存会が交流 えんじゃら、ちょんがれ、やっちん　砺波で３年ぶり、互いに踊る

富山 10 となみ昇栄会が唄や三味線披露 福祉施設でゆかた会

富山 10 １人暮らし宅に贈る 砺波・宮村地区壮年会「三輪会」

富山 10 久田、藤永さんＶ 砺波市パークゴルフ協会７月度月例大会

富山 12 高校野球　富山大会　砺波、高朋　２回戦へ １０番中川、勝ち越し打　砺波　存在感抜群　代打で出場　高岡龍谷反撃に屈す

富山 16 各界談話 閉塞感から脱却を　夏野修県市長会長（砺波市長）

富山 16 県民の声　 若者世代暮らしやすく　消費の喚起しっかり

富山 17 参院選とやま　記者座談会 「次は参院幹事長」の声

富山 17 得票率　野上氏６８．７７％ 各候補の市町村別得票　砺波市
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富山 17 投票率　１３市町村で前回上回る 南砺６２．９２％　最も高く　市町村別投票率　砺波市

富山 19 「日本、富山のため全力」 野上さん　万歳控え決意　安倍元首相の遺志継ぎ　県選挙区

北陸中日 8 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 砺波が九回大逆転　高朋も２回戦に進出

北陸中日 8 光る風 「しっかり振った　信じていた」　殊勲の一打　砺波・中川慶

読売 16 夏　高校野球　県大会 砺波　９回３点差逆転　高朋　三木が完封勝利　県営富山球場　砺波６－５高岡龍谷

読売 16 きのうの成績 ▽１回戦　◇県営富山球場　砺波６－５高岡龍谷

読売 17 庄川水記念公園　将来像を議論へ 検討委

朝日 16 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　第２日 ９回一気　砺波が逆転　◇県営　▽１回戦　砺波６－５高岡龍谷

毎日 13 第１０４回全国高校野球選手権大会地方大会 ＜富山大会＞　▽１回戦　県営富山野球場　砺波６－５高岡龍谷

  １２日　火曜日
北日本 9 比例代表全候補　県内市町村別得票 ２氏が１万票超え／自民１８万７４３６票獲得　砺波市

北日本 23 横断歩道　手を上げて ハンドサイン徹底　砺波東部小　

北日本 24 品質良好　出荷スタート 砺波・入善　県産チューリップ球根

北日本 25 新役員来社 砺波ライオンズクラズ

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １１人

富山 2 県内比例得票　自民　１８万票超え首位 ４３・３２％　前回から８２０３票増　維新は２位、大幅増

富山 2 県選挙区の開票区別得票数・率 砺波市

富山 3 戦後の展望　県政界　中 維新に敗北　衝撃大きく　立民、組織強化が課題

富山 12 数字で見る攻防　増える党名投票　過去最高７８％ 共産９１％　比例代表全候補　県内市町村得票数　砺波市

富山 13 データ参院選　 過去最多、女性３５人当選　比例代表全候補　県内市町村得票数　砺波市

富山 28 夏の県民運動スタート　交通安全に地域一丸 ハンドサイン推進　砺波東部小

富山 29 チューリップ球根出荷 県花卉球根農協で開始　昨年並み１３５０万球見込む　肥料価格の高騰懸念

富山 29 優良事業場や技術者ら表彰 福野建設業安全大会

富山 29 新役員 砺波ライオンズクラブ　会長　新井外弘ほか

富山 30 福井県Ｕ－１２優勝 第３０回北電カップ県学童サッカー大会最終日

富山 30 スタジアムカップ争奪野球大会 福岡バッファローズ４－５庄川クラブ

富山 32 事件・事故 駅員に暴行疑いで男逮捕　あいの風とやま鉄道富山駅のホーム

富山 32 事件・事故 カットスイカ盗んだ疑い　砺波市のスーパー

富山 35 県内の新型コロナ１３６人 新規感染、１０日連続前週比増　砺波市１１人

北陸中日 1 北陸図会　参院選２０２２ 投票率　２県で明暗　石川・富山両県の投票率　砺波市

北陸中日 15 品質上々　チューリップ球根 砺波で集荷作業始まる

北陸中日 15 陸上　己の限界へ挑む 県中学選手権で地区選抜の７６４人

北陸中日 28 参院選比例代表　市町村別得票 砺波市

北陸中日 29 県内１３６人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１１人

読売 30 選挙区　市町村別投票率 砺波市

読売 31 検証　参院選２０２２　上 野上３０万票　目標達成　安倍氏の遺志胸に活動

読売 31 球児「試合後に投票」 投開票日に県大会　県選管「期日前も活用を」

毎日 26 富山県選挙区候補者得票 比例代表得票数　砺波市

  １３日　水曜日
北日本 5 国税庁人事（１０日） ◇署長・副署長級▽退職　砺波署長新田章ほか

北日本 13 とやま　文芸散歩 河原美穂子　砺波市在住

北日本 13 北日本俳壇の集い 野村邦翠　二俣れい子

北日本 19 命の重み　抱いて学ぶ 鷹栖小　赤ちゃん人形使い授業　砺波　「いのちの授業」

北日本 19 空中カフェ　２０２２夏　２ 深煎り焙煎　ほうじ茶ロール　糀ＡＳＯＢＩ（砺波市）ほか　

北日本 20 県道砺波福光線整備促進を決議 期成同盟会

北日本 21 故佐伯さんの業績　図録に 県内民俗研究の第一人者　郷土資料館　砺波

北日本 22 毎日読もう　親子のページ　５大ニュース　 砺波市出町小６年２組が選んだよ　感謝忘れず食べよう

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２４人

北日本 29 新型コロナ　県内２ヵ月ぶり３００人超 ３２１人感染　クラスター４件　砺波市の１０代女性　肺炎を伴う中等症

富山 3 本社来訪（１２日） ◇砺波総局▽新任あいさつ　三浦一郎氏（砺波税務署長）

富山 19 地鳴り 凶悪事件防ぐ体制作り急務　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 19 地鳴り スカウト活動の明かりをつなぐ　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 20 「命の重さ」学ぶ　砺波・鷹栖小 講師３人が特別授業　「いのちの授業」

富山 23 「べるもんた」と連携商品 福光駅にイベントスペース

富山 23 砺波福光線の早期改良へ結束 南砺で期成同盟会

富山 27 県内コロナ新たに３２１人 ５月以来　富山市で４クラスター　知事「拡大傾向に入った」　砺波市の１０代女性中等症

富山 27 接種センタースタッフ感染 ◇富山労働局▽砺波公共職業安定所職員１人

北陸中日 1 北陸図会　参院選２０２２ 石川　岡田直樹氏、富山　野上浩太郎氏の得票率と前回２０１９年参院選との比較　砺波市　７２．５３％
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北陸中日 27 県内３２１人感染増 ５５日ぶり３００人台　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２４人

朝日 23 ２０２２参院選 比例区の市町村別確定得票　砺波市

毎日 23 雪国で挑むオリーブ栽培 富山・砺波の農園　「第２のチューリップに」

  １４日　木曜日
北日本 12 となみ野 花嶋一作木彫の仕事・花嶋伊都子陶の仕事ほか

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 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 21 がんばってます　富山の職場 チューリップ四季彩館　砺波市中村　国内外に花の魅力発信

北日本 21 花火は正しく　園児が誓い 東般若　砺波　砺波市東般若幼年消防クラブ

北日本 21 砺波高２年が身近な金融学ぶ 北國銀セミナー　北國銀行砺波支店の金融教育セミナー

北日本 21 空中カフェ　２０２２夏　３ 生カヌレ　ミッシュローゼ（砺波市）　

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２０人

北日本 26 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 27 ニュースファイル 酒気帯び運転疑いで逮捕　砺波署

富山 17 くらしの日記 福祉サポーター　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）

富山 22 フードバンクに理解 砺波高で出前講座　「もったいないフードバンクとなみ」

富山 22 弁当の収益金で病院に防護眼鏡 砺波市飲食店組合

富山 22 防火の意識高め 手持ち花火贈り正しい遊び方説明　砺波市東般若分団

富山 22 砺波高３年に啓発品　２０歳まで飲酒せずに 砺波小売酒販組合が寄贈

富山 22 団体は下村Ｖ２ 第１３回砺波市東般若地区グラウンドゴルフ大会

富山 22 油田Ａが２連覇 第４回砺波市ペタンク協会長杯大会

富山 23 北陸銀私募債で砺波・出町小に寄贈 大東ホクリク　一輪車５台とドッジボール１０個

富山 23 砺波高で金融教育セミナー 北國銀支店が開催　北國銀行砺波支店の金融教育セミナー

富山 25 事件・事故 酒気帯び運転疑いで逮捕　砺波署

富山 28 感染４００人超　３月以来 県内コロナ　富山でクラスター２件　県警学校寮で１１人

北陸中日 13 愛し懐かし　昭和を回顧 新湊博物館　砺波市郷土資料館などから借り

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 27 県内４２６人感染 県警察学校で１１人　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２０人

  １５日　金曜日
北日本 19 声の交差点 朝乃山　強い精神力を　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 21 農業で古里盛り上げ　南砺福野高 温泉水利用の栽培見学　アイデア・効果に理解　庄川　

北日本 21 「恩返しのプレーできた」 交通安全自転車県大会　鷹栖小が団体２２連覇報告　砺波

北日本 21 「いかのおすし」夏休み前に学ぶ 庄南小で防犯教室　砺波署

北日本 21 空中カフェ　２０２２夏　４ ベリーフロマージュ　ラ・ピニヨン（砺波市）

北日本 22 交通ルール守ろう 自転車の安全利用　中学生に呼びかけ　砺波署

北日本 23 ９月１７～１９日に砺波でメイン行事 県民芸術文化祭

北日本 23 選手ら４５人健闘誓う 砺波　全国高校総体などに出場する選手らの壮行会

北日本 24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　中野一花さん　国雲龍太郎君

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２８人

北日本 30 高額介護費誤算定　一部で支給額不足 魚津市と砺波地方組合

富山 20 砺波・鷹栖の伝統守った 自転車県大会Ｖ２２　市長に報告

富山 22 ９月に砺波で開催 県民芸術文化祭、２年ぶり　

富山 23 砺波で北陸大会　観光推進誓う 旅館ホテル組合青年部　

富山 26 高額介護サービス費　２人に過少支給ミス 砺波地方組合

富山 27 ２日連続　新規４００人超 １人死亡、クラスター３件　県内コロナ　砺波市２８人

北陸中日 12 自民・野上さん全市町村６割超 参院選選挙区　県内市町村別得票率　維新・京谷さん　最高得票率は小矢部　立民・山さん　８市町で得票率２位

北陸中日 12 呉西の経済成長　リードする人材を 共創ビジネス研　５期生募集

北陸中日 13 農業の現場　魅力・やりがい教えて 庄川の農家　南砺福野高生が見学

北陸中日 13 県子供自転車　鷹栖小２２連覇 ３年ぶり大会で快挙

北陸中日 27 高額介護サービス　県内３市でも過少 システム設定ミス　砺波、南砺、小矢部の三市でつくる砺波地方介護保険組合

北陸中日 27 県内４２３人感染 クラスター３件　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２８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 となみ政経懇話会　７月例会 ＷｉｌｌＬａｂ代表取締役・女性活躍推進アドバイザー　小安美和氏　女性の能力　活用が鍵

北日本 11 第５３回北日本川柳大会 金子さん（富山）最優秀句賞　◇入賞＝滋野百合子（砺波）

北日本 18 きょうの試合 ◇２回戦　▽県営富山　富山東－砺波工

北日本 23 とやま×私×フォト 「ネギ坊主！　咲いたよ」　浅野きみ子（砺波市）

北日本 25 特製スイカかき氷いかが ふく福柿組合　直売所に加工場新設
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北日本 25 木彫と陶芸２００点　花嶋さん夫妻出品 ギャラリーみかん堂

北日本 25 木目生かした８０点紹介 庄川挽物木地師　小西さん　「挽物匠の技展」

北日本 25 飲酒運転根絶呼びかけ 砺波署　「飲酒・暴走運転等根絶の日」に合わせ

北日本 26 国際平和　願う 砺波市戦没者追悼式　市文化会館

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １９人

北日本 33 県内コロナ４７２人感染 砺波市の９０歳以上男性が中等症

富山 2 県民芸術文化祭ボランティア募る 県、９月に砺波

富山 19 コント 砺波・富之助

富山 21 「ふく福すいか」１８日販売 砺波・栴檀山　組合加工場で魅力高め

富山 21 広域観光を推進 県西部産業開発協　総会

富山 21 １１月に優良工事表彰 砺波土木協会

富山 22 庄川新聞 郷土に「いのちの停車場」柴田医師が開院ほか

富山 23 高校野球　富山大会 きょうから２回戦　シード登場

富山 23 きょうの試合 ◇２回戦▽県営富山　富山東－砺波工

北陸中日 12 一瞬の美　現代舞踊に映す 高岡出身のジュンコ・Ｄ・コエリョ―さん

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 きょうから２回戦　コロナ感染で富山北部辞退　きょうの試合　県営富山球場　二回戦　富山東－砺波工

北陸中日 29 夏の観光　影響懸念 「全国旅行支援」の延期　関係者落胆　県民割は延長　近隣県からの利用期待

北陸中日 29 県内４７２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１９人

読売 26 高校野球　県大会 きょうの試合　▽２回戦　◇県営富山球場　富山東－砺波工

朝日 25 第１０４回全国高校野球選手権富山大会 シード校が登場　４球場で２回戦　富山北部、出場辞退

朝日 25 きょうの試合試合 ◇県営　▽２回戦　富山東－砺波工

毎日 23 第７３回毎日書道展 公募、Ｕ２３の入選者の皆さん　公募　漢字Ⅱ類　藤井碧峰（砺波市）ほか

  １７日　日曜日
北日本 13 第１０４回全国高校野球富山大会　第４日 高田圧巻　１１Ｋ完封　砺波工　砺波工３－０富山東

北日本 13 きのうの試合 ▽２回戦（県営富山）　砺波工３－０富山東

北日本 15 とやま×私×フォト 「朝日岳稜線」　ｚｅｎｊｉｍａ７（砺波市）

北日本 17 強盗に備え訓練 砺波署　ＪＡとなみ野庄東支店

北日本 18 スイーツと絶景堪能 クロスランド　空中カフェ始まる　小矢部

北日本 18 技術研修会２回開催へ 県砺波土木センターと砺波土木協会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２４人

富山 5 地鳴り ドライバーには心のゆとりを　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 5 コント 砺波・明水百選

富山 18 戦没者の冥福祈る 砺波で追悼式　市文化会館

富山 20 高校野球　富山大会 高岡商、富山一、氷見、高岡一、砺波工、桜井　３回戦進出決める

富山 20 「雰囲気盛り上げる」 一塁ランナーコーチ　砺波工・吉田

富山 20 富山東あと一本出ず 砺波工３－０富山東

富山 20 きょうの試合 ２回戦　▽魚津桃山　新川－砺波

富山 21 福野、アルペンズが進撃 第１９回県少年野球大会第３日　◇予選リーグ▽７組　アルペンズ１－０砺波東部・庄南

富山 21 池田、近藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会・第１回パークゴルフ場開場記念大会

富山 22 紙風船 ２３年前の暴行事件

富山 25 県内コロナ４６０人 ４日連続４００人超　学校でクラスター　砺波市２４人

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 シード石動　敗れる　福岡－富山中部　降雨で継続試合に　砺波工三回戦に

北陸中日 13 きのうの試合結果 県営富山球場　▽二回戦　砺波工３－０富山東

北陸中日 13 きょうの試合 魚津桃山運動公園　▽二回戦　新川－砺波

読売 24 ワイドリポート　北陸の酒　海外に照準 輸出用製造　増加傾向　和食人気　追い風に　コロナ後期待　酒蔵が免税店

読売 24 きのうの成績 ▽２回戦　◇県営富山球場　砺波工３－０富山東

読売 24 きょうの試合 ▽２回戦　◇魚津桃山球場　新川－砺波

読売 25 夏　高校野球　県大会 砺波工、桜井　シード破る　高岡商など３回戦へ　降雨で県内初　継続試合

朝日 20 吹奏楽コンクール ２部門３校　県代表に　小学生　富山大付　中学Ｂ　新湊・庄西

朝日 21 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　第３日 砺波工　投手戦を制す　◇県営　▽２回戦　砺波工３－０富山東

朝日 21 きょうの試合 ◇桃山　▽２回戦　新川－砺波

  １８日　月曜日
北日本 14 第１０４回全国高校野球富山大会　第５日 きのうの試合　新川１１－１砺波（５回コールドゲーム）

北日本 14 佐々木好調　４安打３打点 新川１１－１砺波

北日本 14 戦い終えて 実力及ばなかった　砺波・樽見謙伸主将

北日本 19 中学生の写生画並ぶ 庄川美術館　きょうから清流展　砺波

北日本 19 きょうもにっこり 末広開発まちづくり事業部職員　西島永恵さん（砺波市）

北日本 19 タイムカプセル開封し２０年回顧 千代自治会

7 ページ



北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １５人

北日本 24 アマチュア将棋名人戦県大会 荒木さん（富山）連覇　９月の全国大会進出　決勝で小島隆志さん（２６）＝砺波市太郎丸を破り

富山 7 地鳴り 安全な社会に対する挑戦　石崎弘毅　６９歳（砺波市）

富山 7 月曜川柳　乱反射 向山晴夫（砺波）

富山 15 ボートやヨット　カヌーを体験 砺波・マリーナフェス　砺波市体育協会とＢ＆Ｇ砺波海洋クラブ

富山 15 アズマダチ建設紹介 砺波　ＤＶＤにまとめ披露　散居村学習講座

富山 16 高校野球　富山大会 ▽魚津桃山・第２試合　新川１１－１砺波（五回コールド）

富山 16 砺波・林がソロ 新川１１－１砺波

富山 17 供養の人形　１６００体　南砺・髙瀬神社 コロナ禍で増加傾向続く　人形展も開催

富山 18 飛越能の魅力ＰＲ 高岡など都市懇　福井でプロモーション

北陸中日 8 花火は保護者と楽しんで 砺波の保育園　消防分団長が防火教室　砺波市東般若幼年消防クラブ

北陸中日 9 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 きのうの試合結果　魚津桃山運動公園　▽二回戦　新川１１－１砺波（五回コールド）

読売 27 夏　高校野球　県大会 きのうの成績　▽２回戦　◇魚津桃山球場　新川１１－１砺波（五回コールド）

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 21 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　第４日 新川　初回に猛攻　◇桃山▽２回戦　新川１１－１砺波（５回コールド）　　

毎日 23 全国高校野球　富山大会が１試合順延 ＜富山大会＞　▽２回戦　魚津桃山運動公園野球場　新川１１－１砺波（五回コールド）

  １９日　火曜日
北日本 13 砺波・井波喜扇会　５０年の節目祝う 県連合謡曲大会　砺波市庄川生涯学習センター

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２１人

北日本 19 声の交差点 望郷の「オホーツク」　砺波市　紫藤道子（８７歳）

北日本 19 声の交差点 祖父の刺傷思い出す　砺波市　石崎弘毅（６９歳）

北日本 22 熱中症の疑い　県内４人搬送 砺波市　高校野球を観戦していた高岡市の男性（８０）

北日本 23 トラックと衝突　車の男性が死亡 南砺の県道　

富山 1 「海の日」満喫 ３連休最終日　県内５カ所真夏日　富山市と砺波市で男女４人が熱中症の疑い

富山 16 ふく福すいか完売 砺波で直売所開業　かき氷も登場

富山 16 砺波高波が優勝 第１１回富山新聞社杯カローリング大会

富山 16 砺波市老人クラブ連合会第６回パークゴルフ大会 ①太田Ｂ

富山 17 全国大会出場　４５人健闘誓う 砺波で壮行会　砺波体育センター

富山 22 県内２９４人感染 コロナ、１７日連続前週比増　砺波市２１人

富山 23 車衝突　運転の男性死亡 南砺の交差点、トラックと　

北陸中日 1 小中学生、小中学校の増減（富山県内） 砺波市

北陸中日 5 発言 猛暑　花や鳥から元気もらう　島田栄　７３　富山県砺波市

北陸中日 10 にぎわう門に福来る 砺波で「ふく福すいか」販売開始

北陸中日 11 目指せ北信越　中学生力泳 県総合選手権　１７０人競う　女子　◇平泳ぎ▽１００㍍　③村井蒼来（庄西）

北陸中日 11 柔道団体　男子小杉、女子呉羽Ｖ 県中学校総合選手権大会　柔道　◇男子▽個人・５５㌔級　①続麻昊輝（出町）ほか

北陸中日 23 南砺の県道で衝突　乗用車の男性死亡 富山県南砺市蓑谷の県道交差点

  ２０日　水曜日
北日本 17 水上スポーツ　ダム湖で満喫 Ｂ＆Ｇマリーナフェスティバル　砺波市上和田緑地

北日本 17 きょうもにっこり 鳥越の宿三楽園　サブマネージャー　松島加奈さん（砺波市）

北日本 17 美しい歌声披露 合唱団となみの第２９回演奏会　砺波市文化会館

北日本 17 住民１４０人が防災訓練 砺波市の神島自治会と自主防災会

北日本 18 ４保育所統合し庄川にこども園 来春開園へ起工式

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 24 県内２３２人感染 新型コロナ　砺波市の８０代女性が呼吸器症状の悪化を伴う中等症

富山 20 砺波工業高へ液晶ディスプレイ寄贈 富山銀と北陸化成

富山 20 高田さんが優勝 第１６回交流プラザ杯健康麻将（マージャン）交流大会

富山 21 庄川町の認定こども園起工 砺波市、来年度開園

富山 22 高所作業車で街灯磨く 笹嶋工業（南砺市）

富山 27 ２日連続２００人台感染 県内コロナ　クラスター２件　砺波市の８０代女性が中等症

北陸中日 5 発言 羽生九段１５００勝　再興待ち望む　上野亮平　７９　富山県砺波市

北陸中日 26 新型コロナの自治体別感染者数　 砺波市　８人

読売 30 よみうり文芸 俳句　秀逸　砺波市　源通ゆきみほか

  ２１日　木曜日
北日本 6 南砺にアスファルト工場 ３社　生産拠点を統合

北日本 6 地酒お届け　商品名は㊙ 県内６蔵となかやす酒販　消費拡大へ企画

北日本 6 富山けいざい　短信 砺波工業高に寄付　富山銀行

北日本 13 毎日書道展 県内から３８４点入選

北日本 14 となみ野 実技講座「人物を描く」　庄川生涯学習センター　ほか
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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　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２９人

富山 15 地鳴り ウクライナ戦争　疑問が氷解　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 22 般若のふれ愛花壇　一般で最優秀賞に 砺波のコンクール　砺波市花と緑と文化の財団

富山 23 緊急、重症度　判定に理解 高岡・砺波医療圏救急隊

富山 23 パイナップルで彩り 砺波・四季彩館で盛夏展　亜熱帯性３００鉢　「季節を彩る花々　盛夏」

北陸中日 1 県内８１７人感染　過去最多 小学校など　５ヵ所でクラスター　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市２９人　

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 砺波市美術館

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 きょうの試合　県営富山野球場　▽三回戦　砺波工－未来富山

北陸中日 17 くらしの作文 猛暑見舞い　上野亮平（富山県砺波市＝７９歳）

読売 24 １８競技で熱戦　県中学総合選手権 第６０回県中学校総合選手権大会

読売 24 高校野球　県大会 きょう８強決定　きょうの試合　▽３回戦　県営富山球場　砺波工－未来富山

  ２２日　金曜日
北日本 6 富山けいざい　短信 出町中に掛図スクリーン寄付　北陸銀行　リアールプランニング

北日本 17 第１０４回全国高校野球富山大会　第７日 ベスト８決定　２４日準々決勝　きのうの試合　未来富山６－３砺波工

北日本 17 砺波工打線　中軸が沈黙 未来富山に逆転負け　未来富山６－３砺波工

北日本 17 戦い終えて 後半は粘り出せた　砺波工・中勝魁星主将

北日本 21 とやまデータ探偵団　参院選投票率 ５１％全国２３位　平均を下回る　６．砺波市　５７．３９％

北日本 21 とやま×私×フォト 「庭のさくらんぼの木」　永井進（砺波市）

北日本 23 あすから公演 劇団すばる　砺波　市文化会館　「すばるまつり」

北日本 24 各地で花壇コンクール 最優秀は般若地区　砺波市花と緑と文化の財団と花と緑の銀行砺波支店

北日本 24 シートベルト着用誓い署名簿提出 安全運転管理者部会

北日本 26 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　寺村しほさん　吉田悠隼君

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６４人

富山 1 感染最多１４４２人 県内コロナ、１人重症　全国１８万人　砺波市６４人

富山 22 組子細工「美しい」 砺波の河島建具　新潟大生向けに体験

富山 22 落語で交通安全理解 砺波・五鹿屋高砂会

富山 24 高校野球　富山大会 ８強　高商、富一、氷見コールド、魚津工、新川、福岡も進撃

富山 24 未来富山　逆転勝ち 主将・笠井　劇的満塁アーチ　砺波工、先制及ばず　未来富山６－３砺波工

富山 24 「僕が何とかする」 決勝弾　主将の笠井遵和（３年）

北陸中日 1 県内感染　激増１４４２人 過去最多　初の１日１０００人台　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市６４人

北陸中日 13 ２０２２夏　全国高校野球選手権　富山大会 ベスト８決まる　高岡商　未来富山　富山商　新川　富山第一　魚津工　氷見　福岡

北陸中日 13 きのうの試合結果 県営富山野球場　▽三回戦　未来富山６－３砺波工

読売 22 夏　高校野球　県大会 高岡商、富山第一　８強　高岡第一　新川に敗れる　県営富山球場　未来富山６－３砺波工　

読売 22 きのうの成績 ▽３回戦　県営富山球場　未来富山６－３砺波工　　

朝日 19 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　第６日 ８強決まる　未来富山　逃げ切る　◇県営　▽３回戦　未来富山６－３砺波工

  ２３日　土曜日
北日本 21 読者写真コンクール　６月の応募から 「庄川夜高に花火の競演」　荒木博昭　高岡市大手町

北日本 21 声の交差点 活入れられた贈り物　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 23 漆造形の力作紹介 本社支社　齊藤さん個展　「漆造形展－始まりの風景」　北日本新聞砺波支社ギャラリー

北日本 24 総合防災訓練　９月　５会場で 市議会全協で説明　砺波

北日本 24 人物画　藤森さん助言 庄川美術館　２３人受講　実技講座「人物を描く」

北日本 24 デジタル遺産に理解 砺波市消費生活センター　相続法改正とデジタル遺産に関する市民向け講座

北日本 24 レンタル機材提供で協定 砺波市　一般社団法人「ジャパン・レンタル・アソシエーション」と

北日本 24 体操と落語で交通ルール学ぶ 五鹿屋地区　砺波市の五鹿屋高砂会

北日本 25 南国気分味わって　亜熱帯の植物展示 チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々　盛夏」

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６０人

富山 26 砺波・出町中に大型スクリーン リアールプランニング　「ほくぎん寄贈型ＳＤＧｓ私募債」」

富山 27 市町村議会　（２２日） 砺波市　９月２５日に防災訓練　衛星使い安否確認

富山 27 砺波市、プレミアム商品券を６店で販売 来月６、７日

富山 28 いきいき富山、首位守る 県生涯軟式野球　古希リーグ　砺波アルテン・エイト２－６いきいき富山古希クラブ

富山 29 災害に強い道路　国に要望する決議 国道４７１号期成同盟会　瘧師富士夫県議会副議長が祝辞

富山 32 １０９８人感染２人死亡 県内コロナ、２日連続４桁　砺波市６０人

富山 32 県内、曇りや雨 富山・南砺・砺波　真夏日　砺波市３０度

北陸中日 12 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校　④ 砺波市庄西中

北陸中日 12 貫太＆楓　どう育てた？ 両親あす射水で講演　ワーカーズコープ砺波地域福祉事務所、大空と大地のぽぴー村が主催

北陸中日 25 県内１０９８人が新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市６０人
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毎日 23 支局長からの手紙 北陸の被爆者

  ２４日　日曜日
北日本 15 五箇山民謡　情感豊かに 南砺平高郷土芸能部　第３回定期公演　砺波市文化会館

北日本 15 尺八と筝　技術磨く 片山瞠山さん講習会　夢の平コスモス荘

北日本 15 サマーフェスタ　利用者ら楽しむ 北部苑

北日本 16 独創的な絵画１４点並ぶ 吉田誠夫さん（６２）の作品展「Ｐｏａ！大吉田アスモ展」

北日本 17 水害に備え橋架設　訓練 陸上自衛隊富山駐屯地（砺波市鷹栖出）　第３８２施設中隊

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４８人

富山 24 自由研究の参考に夏休みの宿題本展示 砺波図書館　企画展示「よもう！つくろう！しらべよう！～夏休みおたすけ本～」

富山 24 演奏やゲーム楽しむ 砺波・北部苑でフェス　北部サマーフェスタ

富山 24 高波Ｂが優勝 第５回河合杯カローリング大会

富山 24 ロビー展 田中智江美さんの紙の世界展　北陸銀行庄川支店

富山 24 展覧会 東教室（砺波市）で学ぶ小矢部市内の受講生４人による押し花展

富山 25 レンタル機材　災害時に提供 砺波市、社団協と協定

富山 25 もったいないを笑顔に フードバンクとなみ　食品寄付協力へチラシ

富山 26 砺波のヤスゴリ制す チャレンジ女子　千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ２０２２第１日

富山 31 県内コロナ９９６人感染 砺波市４８人

北陸中日 8 中日歌壇 （砺波市）　上竹秀幸

北陸中日 10 救援物資トラック　ボートで海上運ぶ 魚津で陸自が訓練　陸上自衛隊富山駐屯地（砺波市）

朝日 21 吹奏楽コンクール　高校Ａ・Ｂ　大学 ３部門９校県代表に　審査結果　高校Ａ　▽銀賞＝砺波　高校Ｂ　▽金賞＝砺波工

　２５日　月曜日
新聞休刊日

  ２６日　火曜日
北日本 7 理事長候補に山﨑氏 となみＪＣ　総会

北日本 7 県信用組合人事（８月１日） ▽本店営業部長（砺波長）河合由治ほか

北日本 16 北日本新聞　朝間野球 １７チーム　対戦決まる　県大会３０日開幕

北日本 24 メルギューくん　地上１００㍍で歓迎 クロスランド空中カフェ

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ２８人

北日本 29 ニュースファイル 用水遺体は砺波の女性

富山 1 富山と石川　連携さらに つるぎクラブ　３年ぶり富山で懇親会　切磋琢磨で未来築く

富山 2 「県政発展へ先を読む」 渡辺議長、就任祝賀会で決意

富山 20 地鳴り カレンダー見て緊急入院を回想　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 20 地鳴り 何とも言えない楽しい夜過ごす　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 22 学習、絵画教室始まる 東般若公民館「ひまわり文庫」　油田公民館のこども絵画教室

富山 22 園児がトウモロコシ収穫 砺波市の東般若保育園

富山 23 来年度理事長予定者に山﨑氏 となみＪＣ　総会

富山 23 山田砺波線促進協を細入線同盟会に編入 砺波で総会　チューリップ四季彩館

富山 26 紙風船 意外な「隣」

富山 26 事件・事故　 高岡の遺体の身元判明

富山 28 ６９９人感染　計５万人超え 県内コロナ、高齢者１人死亡　砺波市２８人

北陸中日 27 県内６９９人新たに感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市２８人

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 29 トウモロコシ「とっても重い」 砺波で収穫体験　砺波市東保の東般若保育園

朝日 22 吹奏楽コンクール ５校３団体が県代表　中学Ａ　▽金賞＝◎出町

  ２７日　水曜日
北日本 11 四季の窓 よき出逢いから　砺波市　紫藤道子（８７）

北日本 17 とやま×私×フォト 「この花にきめた」　旅のひと（富山市）

北日本 19 白いトウモロコシ食べるの楽しみ 園児が収穫　砺波市の東般若保育園の園児

北日本 19 夏野菜題材生き生き描く 油田公民館　絵画教室

北日本 20 バリアフリー施設紹介 砺波在住の富山国際大生２人　市内回り　ＳＮＳで発信

北日本 20 水害想定して訓練 砺波市五鹿屋地区の自主防災会

北日本 21 県ＰＴＡ三行詩コンクール 西部・二口・村上さん最優秀

北日本 21 海事功労者ら受賞 「海の日」表彰式

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４７人

北日本 27 ニュースファイル ９１歳女性はねられ重傷

北日本 27 ニュースファイル 砺波でイノシシ捕獲

北日本 28 熱中症疑いで１４人搬送 最高気温　砺波３２・９度

北日本 29 男性　交差点ではねられ死亡 婦中の県道
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富山 1 手形、足形で動物園描く 夏の子ども美術大会　砺波市美術館

富山 3 県配分　実質１３．１％減 今年度普通交付税　県税増加見込みで　砺波市

富山 22 県代表、水難救助で連携 高岡で訓練の成果披露　砺波・射水消防

富山 22 山田さんに栄冠 第４回高岡ケーブルネットワーク杯健康麻将交流大会

富山 23 衛星で安否情報伝達 砺波・五鹿屋　地区防災訓練

富山 25 事件・事故 車にはねられ女性重傷　高岡市醍醐の県道

富山 28 県内コロナ９４５人感染 過去５番目の多さ　砺波公共職業安定所の職員　砺波郵便局１人

富山 28 県内全域で真夏日　熱中症で１６人搬送 砺波市３２・９度

富山 29 車にはねられ９２歳男性死亡 富山の県道交差点

北陸中日 12 中部日本吹奏楽コンクール県大会出場校　⑥ 砺波市出町中

北陸中日 27 県内９４５人感染増 富山市議陽性　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市４７人

北陸中日 27 車にはねられ９２歳男性死亡 富山・婦中の県道

  ２８日　木曜日
北日本 15 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

北日本 18 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 18 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 18 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 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ７３人

富山 2 農水省で農地整備予算確保を要望 砺波土地改良協

富山 4 レストランと共同でウイスキーを商品化 若鶴酒造　南砺市利賀村のレストラン「レヴォ」と共同

富山 22 地域福祉、ＳＮＳで発信を 富山国際大の２人　インフルエンサーに　砺波市社福協が任命

富山 23 宿題後に軽運動、文化活動 砺波・南般若公民館　児童がえんじゃら節

富山 23 星砂、年の数集めて 与論島のコーナー開設　道の駅庄川

富山 25 富山新聞文化センター寄付講座 伝統、革新の両方大事　若鶴酒造・稲垣取締役　富大で講演

北陸中日 5 発言 野党　具体的提案で存在感を　石丸秀幸　６３　富山県砺波市

北陸中日 28 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市７３人

読売 25 車にはねられ９２歳死亡 富山市婦中町千里の県道

  ２９日　金曜日
北日本 16 あす開幕　北日本新聞朝間野球県大会 王座懸け激突　郡市代表１７チーム　砺波市　リアールプランニングＡＷ　本格派４投手そろう

北日本 19 声の交差点 咲き誇るハスの世界　砺波市　廣橋幸子（６９歳）

北日本 19 声の交差点 観音霊場巡りいかが　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 21 放水消火を体験　防火意識高める 砺波南部少年消防ク　防火防災体験

北日本 23 沖に流された男性救助　 伏木海保　３人に感謝状

北日本 24 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　高木勇嘉君　山本飛和さん

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６０人

北日本 33 来月から早朝検査 県内薬局９ヵ所　砺波市

富山 3 水位観測員ら表彰 富山河川国道事務所　▽優良工事　砺波工業ほか

富山 13 地鳴り 幕内上がって大いに騒いで　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 13 地鳴り 日帰り温泉行き　お薦め情報聞く　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 20 樹脂のケーキできた！ 砺波・油田公民館　食品サンプルづくりで教室

富山 20 図書館に「ソロプチ文庫」 それいゆ砺波、５５０冊を寄贈　市が感謝状、きょうから貸し出し

富山 21 放水や消火器操作を体験 砺波南部少年消防ク　夏期研修

富山 22 連携して漂流男性を救助 ３人たたえ感謝状　伏木海保

富山 22 県生涯軟式野球　古希リーグ 富山ブルースカイ７勝　▽２勝５敗１分　砺波アルテン・エイト

富山 26 学校別の成績「公表しない」 県内１５市町村教委　

富山 26 コキアこんもり　緑色　砺波チューリップ公園 県内真夏日　熱中症で５人搬送　砺波市の７０代女性が中等症

北陸中日 26 県内１５１１人感染　連日４桁 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市６０人

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  ３０日　土曜日
北日本 14 全国高校野球選手権富山大会 砺波工　砺波

北日本 23 読者写真コンクール　６月の応募から 「気合十分！」　髙畠梨絵　砺波市杉木

北日本 25 公民館で宿題や踊り教室 地域住民がサポート　砺波　東般若　南般若

北日本 25 電気柵でイノシシ防げ 市対策協が中山間地点検

北日本 25 生き物探し　親子が散策 頼成の森　「野鳥と昆虫の観察会」

北日本 25 図書館に寄付　市が感謝状 国際ソロプチミスト

北日本 27 明日につなぐ　富山大空襲７７年　＜上＞ 次世代への橋渡し役に　平和のバトン　川原佐知子さん（砺波）　富山大空襲を語り継ぐ会　「自分にできることある」

北日本 32 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５７人

富山 4-5 １６チームの熱戦　きょう開幕第３５回　富山県選抜少年野球大会 砺波北部・庄川ＪＢＣ（砺波市）
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富山 21 地鳴り 全ての出会いに感謝の日々　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 22 富山の魅力伝える写真群 氷見でイナガキさん作品展

富山 22 絞り染めで花火描く 夏の子ども美術大会　ワークショップ　砺波市美術館で児童１４人

富山 22 富山新聞文化センター　夏休みの宿題お助け アピタ富山教室講座　「夏休み宿題お助け講座（こども絵画）」

富山 23 イノシシ電気柵設置方法を学ぶ 砺波でパトロール　砺波市鳥獣被害防止対策協議会

富山 25 高校野球　富山大会 砺波工　砺波

富山 28 県内真夏日 熱中症で９人搬送　砺波市で３３・３度

富山 28 自宅療養者初の１万人超え 県内コロナ、新たに１３３０人感染　クラスター４件確認

北陸中日 25 県内１３３０人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市５７人

読売 24 歴史的激闘　各校の実力互角　 回顧　優勝への軌跡　砺波工　砺波

  ３１日　日曜日
北日本 17 夏野菜の収穫体験 中神子ども会　夏休みふれあい子ども会

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４３人

北日本 26 パフォーマンス次々と 県民会館　県内団体　交流ステージ　砺波市出町中学校合唱部

北日本 27 県内コロナ１２２１人感染 砺波市の９０歳以上の男性が中等症

富山 2 日曜特番　産科医不足どうする？ 富山　コンパクトさ利点　１時間で病院に

富山 20 野菜収穫や施設見学 砺波・中神で子ども会　夏休みふれあい子ども会

富山 22 県選抜少年野球 砺波北部・庄川　万葉成美　比美乃江稲積　ＴＡＫＡＳＥ　４強

富山 22 入善で９４チーム熱戦 全国カローリング、初開催　▽順位　⑥太郎丸Ａ（砺波）⑩アユーズ（砺波）

富山 27 県内１２２１人感染、１人死亡 新型コロナ　クラスター２件　砺波市４３人

富山 27 ほたるいか 砺波市埋蔵文化財センターのオープンデー

北陸中日 10 憧れ舞台　楽しんで県代表に 中部日本吹奏楽県大会　射水市新湊中と砺波市庄西中

北陸中日 11 あじろ編み挑戦　親子ら縄文体験 砺波市埋文センター　オープンデー

北陸中日 24 中部日本吹奏楽　県大会始まる 中学校小編成の部　新湊（射水）庄西（砺波）県代表に

朝日 21 第１０４回全国高校野球選手権富山大会　振り返って 光った　ひたむきプレー　砺波工　砺波

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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