
　　　　　　　２０２２（令和４）年８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　月曜日
北日本 21 大小４１０発　夜空彩る 若林地区で花火

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３８人

北日本 27 声の交差点 吹かなかった「神風」　砺波市　紫藤道子（８７歳）

北日本 28 高齢者叙勲（８月の県内分） 瑞宝双光章　元福光町立福光東部小学校長佐竹久之氏＝砺波市高波

富山 9 地鳴り 驚くことが重なった日　小倉慶子　７７歳（砺波市）

富山 16 花火で地域元気に 砺波・若林地区

富山 18 県選抜少年野球　万葉成美が優勝 比美乃江稲積に４－２　▽準決勝　砺波北部庄川４－７比美乃江稲積

富山 18 すいせん優勝 第２１回東野尻地区カローリング大会

富山 19 富山新聞文化センター　夏休み　児童いきいき キッズダンス軽快　イオンとなみスタジオ　６教室が発表会

富山 20 高齢者叙勲（１日） ▽瑞宝双光章　元福光町立福光東部小校長佐竹久之氏＝砺波市高波６４８

北陸中日 1 うだる県内　９地点３５度超 砺波市で三五・九度

北陸中日 10 高齢者叙勲（１日） ▽瑞宝双光章　元福光町福光東部小校長佐竹久之氏＝砺波市高波

北陸中日 22 中部吹奏楽県大会　閉幕 富山南高や芳野中　県代表に　中学校大編成　▽金賞　砺波市出町

  ２日　火曜日
北日本 17 声の交差点 わが家の８月の記憶　砺波市　村中正敏（９２歳）

北日本 19 自由な発想でエコバッグ作り となみ元気道場

北日本 19 硬貨や勾玉作り体験 砺波市埋蔵文化財センター　「オープンデー２０２２」

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３２人

北日本 26 善意のともしび 砺波善銀　日本民踊研究会県支部豊晧会ほか

北日本 29 県内猛暑日　５地点今年最高 熱中症疑い１６人搬送　砺波など５地点で今年最高

富山 1 連日　猛暑日　富岩公園で水浴び涼 ８０代女性意識不明　砺波３６．５度、八尾３６．２度　熱中症アラート　県内１６人搬送

富山 19 地鳴り 妹が大事に育てたアジサイ　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 「となみっ子応援」基金に１千万円寄付 砺波の東さん

富山 23 伝統工芸士展４日から ものづくり体験も実施　但田会長が来社

富山 23 世界こども舞台芸術祭　高岡で公演 ダンスや合唱　観客魅了　国内外１７団体、多彩に

富山 26 県内コロナ５４２人感染 先月２６日以来、１０００人下回る　クラスター２件確認　砺波市３２人

富山 27 ほたるいか 砺波市庄川町金屋の「瓜裂清水」で三世代交流ラジオ体操

北陸中日 12 障害者支援団体に生保協会が助成金 寄贈先延べ２９団体に

北陸中日 13 砺波の中山間地で電気柵の状況点検 市鳥獣被害防止対策協

北陸中日 27 県内感染５４２人　６日ぶり１０００人下回る 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市３２人

読売 22 車いすの教授が「いのちの授業」 砺波市立鷹栖小

読売 22 高齢者叙勲（１日） ▽瑞宝双光章　佐竹久之氏（元福光町立福光東部小学校長）砺波市高波

  ３日　水曜日
北日本 1 県内９日間で１万人増 新たに１０８９人　累計６万人超　砺波市の高齢者向け住宅で入居者４人と職員１人感染

北日本 13 声の交差点 もやもやとした思い　砺波市　小西笑子（７２歳）

北日本 17 地元児童ら１４０人　アユつかみ取り 東般若公民館　「親子わくわくチャレンジ」

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４５人

北日本 25 県内猛暑　富山で３６．５度 きょうも熱中症アラート　砺波など５市で男女６人

北日本 25 米原県議が感染 新型コロナ

富山 17 コント 砺波・富之助

富山 19 「Ｒ－１」サラダ紹介 砺波市健康センター　店舗に野菜レシピ

富山 20 応接室　ネット栽培に魂込め 県花卉球根農協組合長　石田智久氏　祖父も組合長　取材メモ

富山 20 砺波高生、フードドライブに理解 砺波高２年生６人

富山 20 砺波地区寿野球定期リーグ戦 砺波エバーヤンガーズ２－３オール福野野球倶楽部　ほか

富山 21 事件・事故 砺波でも男逮捕　砺波署　住居侵入の疑い

富山 24 県内猛暑　警戒続く 熱中症７人搬送　砺波市の７０代男性が中等症

富山 25 コロナ第７波の県内　温泉街キャンセル続出 理由「感染怖い」だったのが「感染した」　都市型ホテルは予約堅調

富山 25 県内感染６万人超 コロナ累計　新たに１０８９人、死者２人　クラスター４件発生

富山 25 米原県議が感染 富山県議会事務局

北陸中日 12 野菜で健康つくろう 砺波市健康センターなどレシピ

北陸中日 25 県内１０８９人新規感染　２人死亡 砺波市の高齢者向け居住施設で入所者四人と職員一人が感染　米原蕃議員感染

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数　 砺波市　４５人

読売 22 よみうり文芸 短歌　俳句

読売 22 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 23 コロナ１０８９人感染 ２人死亡　砺波など３市町で４件のクラスター　米原蕃県議が感染

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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  ４日　木曜日
北日本 11 見せるから魅せるへ　県美術館開館５周年で考える ①　交流の場　入館者　大幅に若返り　観覧増へ工夫必要　移転新築　ピークの５割以下

北日本 12 となみ野 実技講座「人物像を造る」　庄川生涯学習センター　ほか

北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 23 地域の課題　解決策探る フードロスや介護・まちおこし　砺波高生　成果を発表

北日本 24 野菜とヨーグルト　相乗効果をＰＲ １０店にポップ　「となベジプロジェクト」

北日本 24 庄川河川敷を清掃 沿岸７漁協

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ７１人

北日本 28 相談はこちら 働く人の心の健康相談　ほか

富山 22 高齢者に寄り添って　砺波高が意見発表 散村研究所が地域講座

富山 22 通学路の安全をチェック 砺波市教委　信号機、横断歩道を要望

富山 28 コロナ　県内１６８６人感染 過去２番目の多さ　クラスター３件　砺波市７１人

北陸中日 13 お取り寄せ 金屋美人　トナミ醤油のユズドリンク

北陸中日 27 感染２４万９８３０人　最多更新 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　７１人

読売 24 災害時機材提供　砺波市が協定 レンタル機材の法人と　砺波市と一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション

  ５日　金曜日
北日本 21 技巧凝らした１００点 県伝統工芸士展が開幕

北日本 21 子育て基金へ１０００万円を寄付 東さんに感謝状　砺波市

北日本 21 きょうもにっこり 劇団すばる劇団員　小西菜摘さん　（南砺市・２６歳）

北日本 21 プレミアム商品券　最多３万セット あす発売　砺波商工会議所と庄川町商工会

北日本 22 小学校の通学路　危険箇所見回り 砺波市教育委員会

北日本 22 増山城址遊歩道を清掃 県建設業協会砺波支部青年部会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５０人

北日本 28 鉄道相次ぎストップ 県内　帰宅直撃「いつ動く」

富山 1 南砺五箇山　８月最大１３８・５㍉ １２時間降水量　砺波７０・５㍉

富山 21 地鳴り 「すだれ」「よしず」使って省エネ　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 22 庄川河川敷でクリーン作戦 庄川沿岸漁連

富山 23 女性自衛隊員の活躍理解 陸自駐屯地で初の懇談　自民砺波市連女性部　１０月に創立６０年行事

富山 23 ごみ袋の統一　今回は見送り 砺波広域圏組合議会

富山 23 増山城跡で草刈り 建設業協砺波支部青年部

富山 28 南砺、高岡で避難指示 道路脇の擁壁崩れ冠水　交通の便　運休や遅れ　４市町で１６６０戸停電

北陸中日 1 五箇山　２４時間１４６㍉ 高齢者ら避難　ＪＲ城端線　砺波－城端間で終日運転見合わせ

北陸中日 26 県内１４０４人感染 ３日連続１０００人超　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　５０人　

  ６日　土曜日
北日本 6 現場拝見＜７４＞ 塩谷硝子富山工場　砺波市太田　医療支える容器生産

北日本 6 会長に宮窪氏 県建設専門工事団体協　総会

北日本 21 カイニョと生きる　砺波　親子が体験ツアー 屋敷林の役割　遊んで学ぶ　自然・文化に触れる

北日本 21 危険マップ作り　防災意識高める 庄東少年消防ク　夏期研修

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４３人

富山 24 段ボールで巨大迷路　砺波市美術館 夏の子ども美術大会　星やチューリップ描く

富山 31 ほたるいか 砺波市の屋敷林体験ツアー

富山 31 広告　富山ＧＲＮサンダーバーズホーム２連戦　 砺波・南砺市民の日　２．武部拓海　砺波市出身

北陸中日 12 コロナワクチン接種 １２～１７歳に優先枠　砺波市　砺波まなび交流館

北陸中日 13 伝統工芸士の技　生きる 銅器、漆器、彫刻、挽物木地、和紙　高岡で作品展

北陸中日 25 １３６１人新規感染　県内、１人死亡 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４３人　

読売 22 日本の工芸 県伝統工芸士の逸品　高岡で展示販売

  ７日　日曜日
北日本 10 ２０２２　全国高校総体 朴木（砺波工）大島（高岡工芸）決勝逃す　弓道　緊張で手元狂う　朴木

北日本 17 模型の列車　出発進行 市民図書館　加越線の写真展示　

北日本 17 粘土で人物像造る 庄川美術館が実技講座

北日本 17 ロボット操作に挑戦 砺波市出町児童センター

北日本 17 障害者が陶芸体験 砺波市社会福祉協議会の生活訓練事業　コミュニティー施設「せんだんのＨＩＬＬ」

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５２人

富山 22 砺波工高生の製作ロボットを操作 出町児童センターまつり

富山 23 色画用紙で鮮やかサワガニ 砺波市美術館　子ども美術大会で親子

富山 28 あのころ、富山新聞は ３８　第４章　戦時と向き合った記者たち　③　復活を期して休刊　新聞統合の舞台裏

富山 29 ５市で大雨警報、一時激しい雨 上村木七夕祭、宵祭を中止　魚津、きょう本祭　県内全域で真夏日、熱中症４人搬送

　８日　月曜日
新聞休刊日
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  ９日　火曜日
北日本 15 とやま×私×フォト 「さぎ」　かずひろ（砺波市）

北日本 21 「砺波北部・庄川ＪＢＣ」が優勝 県学童軟式野球

北日本 24 音楽花火　夜空彩る 柳瀬公民館

北日本 26 とやまゼミナール　２０２２ テーマ　自然災害に備える①　富山県の活断層　砺波平野断層帯東部

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３５人

富山 22 砺波・柳瀬で音楽花火 砺波市柳瀬公民館の打ち上げ花火ｉｎ柳瀬

富山 22 竹の水鉄砲作る 県民公園「頼成の森」で竹を使った工作教室

富山 23 「庄川鮎」１万匹放流 砺波市漁業協同組合

富山 23 児童らアユつかみどり 砺波市種田地区自治振興会と種田公民館　

富山 24 段ボールおばけ大集合 砺波市美術館　夏の子ども美術大会　きょう展示作業公開

北陸中日 13 福呼ぶフクロウ　木像に 井波彫刻師・音琴さん作品　長崎出身「平和の尊さ伝えたい」

北陸中日 24 県内感染７４０人増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３５人　

読売 28 ３市８図書館でスタンプラリー 砺波図書館協会９０周年

  １０日　水曜日
北日本 19 買い物客らに献血呼びかけ となみセントラルＬＣ

北日本 20 「生粋の庄川鮎」放流 砺波市漁業協同組合

北日本 20 園児らアユつかみ取り 砺波市の種田地区自治振興会

北日本 20 電子回路組立や旋盤作業競う 高校生ものづくり県大会

北日本 20 小学生が人権考える 県人権擁護委員連合会の「子どもの人権を考える座談会」

北日本 21 平和願い木彫フクロウ 長崎出身　音琴さん制作

北日本 21 小中全科目で全国平均超え 砺波市　全国学力テスト　砺波市教育委員会

北日本 21 小中学生５１人熱戦 アイシンちびっ子相撲　◇男子▽小学１～２年③高野琳矢（砺波北部）

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６５人

北日本 29 新型コロナ　県内１２８６人感染 クラスター４件　砺波市の医療機関　入院患者４人と職員１人

富山 2 増便試行を支援方針 知事　城端・氷見線の活性化要請で　呉西圏域連携推進協

富山 19 地鳴り ３年ぶりの地蔵祭り　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 東般若チーム優勝 第３４回庄東地区親善ゲートボール大会

富山 21 全科目の正答率　全国平均上回る 砺波市・学力テスト　砺波市教委

富山 21 買い物客が献血 となみセントラルＬＣ　イオンモールとなみ

富山 23 壁一面に動物園 夏の子ども美術大会　砺波市美術館　あすから後半の展示　巨大迷路も

富山 27 県内１２８６人感染　コロナ クラスター４件　砺波市の医療機関で入院患者４人と職員１人

北陸中日 1 金沢にウイスキー蒸留所 クラフトビール製造会社　２５年発売目指し、仕込みへ

北陸中日 13 栴檀山活性化へ若い力 東大生と砺波高生タッグ　地域課題解決へ　施設見学、住民聞き取りも

北陸中日 13 砺波工・池田さん最優秀賞 高校生ものづくりコン県大会

読売 24 よみうり文芸 俳句　砺波市　源通ゆきみ

読売 24 読売書法展入賞・入選者 ◇漢字部門　＜会友出品＞　砺波市　平木雲龍

読売 24 サーファー救助　感謝状 伏木海保　通報など３人連携

  １１日　木曜日
北日本 14 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 14 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 21 竹で水鉄砲作る 頼成の森教室　夏のイベント「竹を使った工作教室」

北日本 22 栴檀山の活性化策探る　 東大生×砺波高生　そば打ちや種まき体験

北日本 22 庄川美術館の存続署名提出 市は受け取らず　市民団体「庄川美術館・水資料館を活かす会」

北日本 22 入善高が最優秀 学校農業ク県大会兼全国大会リハーサル大会　砺波総合運動公園・県西部体育センター

北日本 23 記者ぶろぐ　政経部　土居悠平 アンテナさらに高く

北日本 23 全中出場選手　８人健闘誓う 砺波

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ９６人

富山 20 夢の平の活性化を 東大生と砺波高生連携　コスモスとヒマワリ共演

富山 21 庄川美術館など存続求め署名簿 砺波市は受け取り拒否

富山 21 ワクチン予約で１２～１７歳に優先枠 砺波市健康センター

富山 21 豪雨被害の小松市に河川調査で職員派遣 利賀ダム工事事務所など

富山 23 電子回路組立で池田さん最優秀 高校生コンテスト　

富山 23 堤さん旋盤最優秀賞 ▽優良賞　石川孔太（砺波工３年）

北陸中日 27 存続要望書　砺波市受け取らず 廃止決定　庄川美術館と資料館

北陸中日 27 県内１８９５人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　９６人　

朝日 19 吹奏楽コンクール 少人数でも重厚な響き　北陸大会　あすから　富山市立東部中「聴く人に勇気を」

朝日 19 北陸吹奏楽コンクール　金沢で１２～１４日 １２日　中学Ｂ　庄西（富山）　１３日　中学Ａ　出町（富山）

毎日 21 第７３回毎日書道展北陸展 実行委員作品紹介⑨　「叫」　平岡千香子＝富山県砺波市
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  １２日　金曜日
北日本 15 採れたてイチジク人気 オリーブ楽園となみ　初収穫　ねっとり甘く

北日本 15 自家焙煎コーヒーいかが 道の駅庄川　程よい苦み特徴　自家焙煎コーヒー店「おかえり珈琲」

北日本 15 ネット被害や薬物気を付けて 商業施設で呼びかけ　砺波　青少年育成砺波市民会議

北日本 16 ぼくの夢　わたしの願い 砺波東部小６年　得永玲奈さん

北日本 21 新盆を迎える県人・ゆかりの人 ありし日に思いはせ　経済・産業　社会

北日本 21 長寿者 １０５歳　水野静代（砺波市）ほか

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ９３人

富山 12 山田さんが優勝 富山四神王決定戦２０２２青龍杯

富山 13 児童の成長の喜び体験 高校生ら　砺波で合宿スタート　「となみｄｅ夏のチャレンジ合宿」

富山 13 三助焼谷口さん指導　障害者が陶芸体験 砺波市社福協　せんだんのＨＩＬＬ

富山 13 白バイ乗車が人気 砺波・林、夏フェス　砺波市林公民館の「はやし夏フェス」

富山 14 井波が小中制す 板橋杯剣道　６段以上は淺田Ｖ

富山 19 砺波市美術館「びじゅつてん」開幕 子どもの独創性広がる　巨大迷路人気　絞り染め鮮やか　２０、２１日に関連事業

北陸中日 9 水カーテン　冷た～い 砺波・林地区で夏フェス

朝日 19 合唱コンクール　声高らか　歌届いた 県大会　４団体が中部大会　井波小は全国へ　中学校　金賞＝◎出町

  １３日　土曜日
北日本 21 一面もこもこ 公園花壇にコキア　砺波チューリップ公園

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ７６人

北日本 25 声の交差点 歴史を紡ぐヒマワリ　砺波市　武部幹夫（８１歳）

北日本 25 声の交差点 幸せなデイサービス　砺波市　島田法子（７４歳）

北日本 28 コロナ県内１００１人感染 ３件のクラスター　砺波市の介護保険施設２３人

北日本 28 砺波市議７人感染 全１８人　活動自粛

富山 1 暑い　富山中心部３５．９度、全国９位 呉羽梨「幸水」出番です　きょう店頭に　７カ所で熱帯夜　熱中症３人搬送

富山 13 コント 砺波・たぬき

富山 18 庄西中・新体操と出町中・柔道に期待 砺波　全国中学校体育大会に出場する選手の激励会

富山 18 お盆用切り花　主婦ら品定め ＪＡとなみ野即売会　「お盆の切り花即売会」

富山 19 声量増やす練習学ぶ 砺波　出町小合唱ク　全国大会目指し

富山 25 県内コロナ　新たに１００１人感染 クラスター３件　砺波市の施設で入所者１５人と職員８人　砺波市議７人感染

北陸中日 13 色とりどり　盛夏の植物 砺波・四季彩館　企画展「季節を彩る花々　盛夏」

北陸中日 25 県内１００１人感染 ３件クラスター　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　７６人

北陸中日 25 砺波市議７人も 議会１９日まで自粛

朝日 27 吹奏楽コンクール 県勢５団体　東日本へ　中学Ｂ・高校Ｂ　北陸大会が開幕

朝日 27 ニュース短信 砺波市議７人が新型コロナ感染

  １４日　日曜日
北日本 1 県営最大　砺波の庄東第一水力　２０００世帯分　発電増 改修　年度内着手　新水車で効率化

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３７人

北日本 21 声の交差点 平和を願っての集い　砺波市　紫藤道子（８７歳）

北日本 25 「玄関まで水」助け求め　県内大雨 道路水浸し　運転「怖い」

富山 4 展望　県議選２０２３　❶ 砺波市　米原氏の進退が焦点に　砺波市（定数２）

富山 10 コント 砺波・富之助

富山 16 輪投げ、射的に歓声 砺波・庄川町青島地区　子ども縁日にぎわう

富山 17 コスモス荘、合宿利用を 東大生、砺波高生が意見発表　生徒のボランティアも

富山 17 意見の違い認め合う　児童２５人が座談会 県人権擁護連合会　砺波東部小

朝日 19 吹奏楽コンクール 福野中・富山大　全国へ　北陸大会　富山大付小　最優秀

  １５日　月曜日
北日本 13 グルメ・発表満喫 林公民館夏フェス　「はやし夏フェス」

北日本 13 ヨーヨー釣った 青島地区自治振興会　夏の集い「子ども縁日」

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５０人

北日本 18 丸吉さん（富山）初出場Ｖ 県囲碁大会　アマ６１人熱戦

北日本 19 遊休施設　漫画図書館に 砺波の企業　古本を提供　石川　にぎわいの場に　公設漫画図書館「宝コミックフィールド」

富山 12 庄川アユ　炭火でじっくり 道の駅で塩焼き提供　道の駅庄川

北陸中日 11 コキア見ごろ　星形の地上絵 砺波チューリップ公園

北陸中日 11 砺波北部ク　優勝 あすなろ杯ミニバス

  １６日　火曜日
北日本 1 高岡駅前　出店・改装続々 飲食・古着・フィギュア…　昨年から１５店　若者の開業が呼び水　中心街を元気に　賃料低下も後押し

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８１人

北日本 20 コロナ感染　県内で８４３人 高齢者１人死亡　新規感染者　砺波市８１人

富山 14 くらしの日記 生きた博物館　犀川寮明　７４歳（砺波市苗加）
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富山 21 紙風船 プレ教員実習　県砺波青少年自然の家

北陸中日 10 行こうよ見ようよ　夏の絶景　富山の展望台 ⑤鉢伏山　兵を悼み散居村を一望

  １７日　水曜日
北日本 1 富山に紀州徳川家名品 源氏物語手鑑　砺波市美術館が調査・公開　幕府御用絵師　住吉如慶　筆か

北日本 1 県内きょうも大雨警戒 浸水・土砂災害の恐れ　午後４時時点の最大瞬間風速　砺波１９・８㍍

北日本 4 始動２０２３県議選　➎ 砺波市　９期の重鎮　進退注目

北日本 11 第３回日展富山会展 １９日から富山市民プラザ　５部門に意欲作

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １９人

北日本 22 ２１日富山で「ビッグ碁」開幕 ３９チーム２２０人熱戦　Ｃクラス　指談の会（砺波市）ほか

富山 1 県内あすにかけ大雨 「滝のよう」注意呼び掛け　１時間５０㍉予想

富山 1 晴れ一転　１１市町に大雨警報 高速通行止め可能性　日本海側雨警戒続く

富山 13 地鳴り 子どもから学ぶ交通ルール　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 20 太田の歴史に関心を 砺波・郷土懇話会　交差点の道しるべ更新

富山 20 ロビー展 たのしいミニパステル画展　北陸銀行砺波支店

富山 20 ロビー展 雄神カフェ教室・臨床美術展　北陸銀行庄川支店

富山 21 水道使用量を遠隔検針 砺波市、山間部で実証試験　業務の効率化確認

富山 26 県内新型コロナ　１２８３人　クラスター６件 ◇日本郵便北陸支社　▽イオンモールとなみの郵便局１人

北陸中日 1 県内　大雨の恐れ あすにかけ　前線停滞や低気圧接近　北陸道、通行止めも　砺波－小杉など

北陸中日 5 発言 育てたスイカ　孫とほおばる　島田栄　７４　富山県砺波市

北陸中日 11 庄川挽物　芸術の技光る 木地師・小西さん　砺波で個展

北陸中日 11 幸せの星砂　見つけて 砺波・道の駅で与論島ＰＲ

北陸中日 23 県内１２８３人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１９人

読売 27 城めぐり楽しむ　訪問証明カード 砺波で配布

日本経済 31 東京・渋谷に営業担当組織 立山酒造　飲食店向け需要開拓

  １８日　木曜日
北日本 12 となみ野 第６５回高岡・砺波地区高校演劇発表会　ほか

北日本 12 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 19 乳酸菌テーマの本読み健康に 砺波図書館　「街の強さひきだすプロジェクト図書館編」

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６８人

北日本 24 相談はこちら 働く人の心の健康相談　就職に悩む若者のための巡回相談

富山 20 乳酸菌から健康考えて Ｒ－１も紹介　砺波図書館

富山 21 スキー場に竹灯籠の輝き 砺波　来月１８日「みんなの想花」　住民有志２００個製作　グリーンシーズンにぎわいに

富山 22 氷見シーサイド少年野球　２０日開幕 出場チーム紹介　㊤　庄東スポーツ少年団（砺波市）

富山 22 入善高が全国出場 農業クラブ測量競技　砺波総合運動公園多目的広場

富山 22 前田さん、池田さん　北信越大会へ 高校生・電気工事　▽優良賞　上田翔太（砺波工３年）

富山 23 閑乗寺にレストラン 南砺・砺波の市境　１０月開業、フランス料理　キャンプ場に魅力加わる

富山 26 県内１人死亡　１５９２人感染 新型コロナ　クラスターは６件

北陸中日 23 県内１５９２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６８人

北陸中日 24 ブロック塀など　通学路安全点検 砺波の小学校　砺波市教育委員会など

北陸中日 24 地域課題の調査　砺波高生発表会 「介護」など３テーマ　市立砺波散村地域研究所

日本経済 27 東芝系がパワー半導体新棟 インテル、日本初工場も

  １９日　金曜日
北日本 19 １０作家　絵画や彫刻展示 ギャラリー無量　あす公開制作　「Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ２０２２」

北日本 21 砺波北部・庄川ＪＢＣが２連覇 会長杯学童ナイター　砺波市野球連盟の第３６回会長杯争奪学童ナイター大会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ９８人

北日本 29 盆の人出　コロナ下最多　県内３年ぶり行動制限なく 感染急拡大に懸念　県外客増　雨でも盛況　家族で長く滞在　利用者数回復鮮明

富山 19 地鳴り 農業やめて稲の倒伏の心配なし　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 道の駅にコーヒー豆店　砺波・庄川 小矢部の喫茶店主開業　「おかえり珈琲」

富山 21 庄川上流の産廃計画で意見書 高岡、射水議長が岐阜県に　４市議会が連携

富山 21 実業家　浅野の縁でスタディツアー 神奈川の中学生　氷見を体験

富山 21 砺波で「勉強ノススメ」始まる 中学生が合宿学習　県砺波青少年自然の家

富山 27 水木兵曹の碑　永遠に　砺波 真珠湾「トラ　トラ　トラ」打電　高齢の親類　住職に託す　「健康な限りは参拝、手入れを」

富山 27 ２５０８人感染　過去最多 県内コロナ　お盆影響？大幅増　

北陸中日 12 青の世界に囲まれて 砺波　魚津の関口さん絵画展　「関口彩絵画展　青をつむ日々」

  ２０日　土曜日
北日本 21 郵便配達員は交通安全模範に 砺波署呼びかけ　１９日の「バイクの日」に合わせ

北日本 21 城巡り達成に認定証 増山城含め　県内５０ヵ所　砺波市教育委員会

北日本 22 補正予算など２議案を可決 砺波広域圏組合議会　８月定例会

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １４０人
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富山 3 東海北陸道で夜間通行止め ９～１１月

富山 21 コント 砺波・たぬき

富山 22 伸ばした髪　困った人に 砺波北部小・小野瀬さん　５年分５０㌢　ヘアドネーションに協力

富山 23 少年の主張県大会 最優秀賞に上原さん　河原さん、野々垣さん特別賞

富山 23 急患センターで「マイナ保険証」 砺波広域圏議会　８月定例会

富山 29 ほたるいか 「バイクの日」　交通事故防止の啓発活動　砺波郵便局

北陸中日 12 戦後７７年　戦友弔う石仏　遺志守り継ぐ 砺波の美術館　作者の友人・松村さん展示　地蔵や観音像など２００体　「できる限り残したい」

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　１４０人

  ２１日　日曜日
北日本 9 とやま×私×フォト 「Ｇ７　電線上　サミット」　永井進（砺波市）

北日本 15 １０７３で健康増進 市と明治がイベント　ゲームやスタンプラリー　「街の強さひきだすプロジェクト　夏祭り」

北日本 15 廃寺を前に感謝の法要 砺波市庄川町天正の寶林寺　「お別れ法要」

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １４７人

富山 2 日曜特番　増える廃校舎どうする？ 富山　８４件　活用探る　実態把握、譲渡や売却

富山 19 地鳴り 自分の足で歩き続けたい　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 20 １１３年で廃寺　寳林寺に感謝 砺波・庄川町　門徒らお別れ法要　後継住職見つからず

富山 20 「みんなの想火」成功を 来月１８日　夢の平スキー場　砺波で竹灯籠づくり

富山 20 ゲームで健康増進 砺波市と明治　イオンで夏祭り開幕　「街の強さをひきだすプロジェクト　夏祭り」

富山 20 小谷、近藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会の８月度月例大会

富山 20 親子が粘土工作　感触に「面白い」 砺波市美術館　「夏の子ども美術大会２０２２」の関連イベント「ねんどであそぼう」

富山 22 庄東　８強入り 氷見シーサイド野球開幕

富山 27 県内３日連続２０００人超 ３人死亡、クラスター７件

  ２２日　月曜日
北日本 8 追想　ありし日 元砺波市議会議長　大橋利則さん（砺波市三郎丸）　面倒見良く地域に貢献

北日本 13 地元の歴史　紙芝居に 庄川　清水町「水の会」制作　５０年前の活気描く

北日本 13 勇壮に７０周年祝う 越中いさみ太鼓保存会　砺波

北日本 13 踏切で脱輪の車救出　油田の２人に感謝状 ＪＲ西　砺波

北日本 16 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １４０人

北日本 18 １６チーム　決勝進出 「ビッグ碁」開幕　１４０人熱戦

北日本 20 県内コロナ２２６８人感染 直近４日１万人超　高齢者２人死亡

富山 9 月曜川柳　乱反射 伊藤芳子（砺波）

富山 16 庄川温泉郷　七色に染め 砺波・宿の日花火５００発

富山 16 除雪車で踏切の車救出 城端線　松井、有野さんに感謝状

富山 17 清水町の歴史　紙芝居に 井戸の分布、屋号、商店街紹介　砺波・庄川町金屋の水の会

富山 17 砺波市美術館の裏側見学 作品搬入口や館長室…　児童ら巡り歩く

富山 17 創校４０周年でフェス 砺波市庄東小　「庄東サマーフェスティバル」

富山 18 比美乃江　宮田　井波城端　熊野　８強 本社旗争奪氷見シーサイド少年野球　２７日準々決勝

富山 23 ２人死亡　クラスター２件 県内コロナ２２６８人　累計９万人台

北陸中日 23 県内２２６８人感染 ４日連続２０００人超

  ２３日　火曜日
北日本 8 次期会頭に米原副会頭 砺波商議所　常議員会

北日本 19 珍しい野菜でランチ提供 星槎国際高生ら考案　総合カレッジＳＥＯ

北日本 19 人物モチーフ絵画や彫刻並ぶ となみデッサン会展　砺波市美術館

北日本 19 加越線廃線５０年　歴史や経緯学ぶ 市民図書館で講座　

北日本 20 庄東小４０周年　花火で祝う 児童ら６００人　夏の思い出　庄東サマーフェスティバル

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８３人

北日本 28 青空に映え　 きょう「処暑」　熱中症の疑い砺波など５市町の６人

富山 16 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 20 地元大会で初Ｖを　バレー男子・となみジュニア ２７日から第２５回チューリップカップ　経験豊富な６年生闘志

富山 20 生徒栽培の夏野菜ランチ 砺波・ＳＥＯで収穫祭　スープや寿司など８品

富山 21 そば打ち親子で体験 砺波・庄東センター

富山 22 若栗小（黒部）最優秀賞 県花のまちづくり　学校花壇部門　１０月１９日に表彰

富山 22 幼児　力強く疾走 氷見でブリンスカップ　キックバイクで競う

富山 23 新会頭に米原副会頭 砺波会議所、常議員会で内定

富山 26 南砺高宮で３４・２度 県内１０地点真夏日　砺波など４市町で男女５人搬送

富山 27 １５日以来１０００人未満 県内コロナ９５０人感染　クラスター３件　◇日本郵便北陸支社▽砺波・油田

北陸中日 13 心揺さぶるハーモニー ２８日　富山で「地球交響曲」上映　出演者ＫＮＯＢさん生演奏も

北陸中日 27 県内９５０人感染増 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８３人

北陸中日 27 自宅待機中　野球応援で外出 氷見消防署の司令補を処分
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  ２４日　水曜日
北日本 6 楽土庵　１０月５日オープン 砺波の宿泊施設　古民家改修　１日３組限定

北日本 17 声の交差点 日本語の素晴らしさ　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 21 記者ぶろぐ　砺波支社　金田侑香里 刺激を受けた６日間

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８４人

北日本 28 熱中症で１０人搬送 県内　

北日本 29 新型コロナ　県内１９４１人感染 砺波公共職業安定所などの職員

北日本 29 自宅待機中に高校野球応援 氷見消防署員を処分

富山 2 拉致解決の動き　富山から全国に 山谷元担当相　「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出する県地方議員連盟」の総会・講演会

富山 5 楽土庵　１０月５日開業 砺波の古民家宿泊施設　砺波市野村島

富山 19 地鳴り 各地に広がるど根性ヒマワリ　比留間玲子　６８歳（砺波市）

富山 26 自宅待機中に高校野球スタンド観戦 氷見消防署の司令補

富山 26 「処暑」でも猛暑日 富山市中心部３５・１度　砺波など７市で男女１１人が熱中症の疑いで搬送

北陸中日 25 全日制県立高校の削減後の定員と中学３年生数の割合 砺波市　６５．７％

北陸中日 25 県内１９４１人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８４人

読売 30 よみうり文芸 川柳　砺波市　野村真里恵

日本経済 35 砺波の宿、１０月５日開業 富山西部６市ＤＭＯ　「富山県西部観光社　水と匠」

  ２５日　木曜日
北日本 5 個人的関係ない 夏野砺波市長

北日本 14 となみ野 ２６日　チャリティバザール革作品展　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 松村外次郎記念庄川美術館

北日本 19 親子がそば打ち 庄東センター　砺波

北日本 20 「チョイソコ」に改称　エリア拡大 デマンドタクシー　愛のりくん　砺波市

北日本 20 子ども食堂開設に補助 砺波市

北日本 20 インフル接種　小中生に助成 市議会議案説明　砺波市議会

北日本 20 要介護認定率１８・９％ 砺波地方介護保険組合議会８月定例会

北日本 20 補正１億７６２万円可決 砺波地域消防組合議会　定例会

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １３６人

北日本 27 県内死者最多５人 感染２７１５人　クラスター４件　砺波市の医療機関では入院患者５人と職員２人

富山 23 地鳴り 皮肉たっぷり心地よいコラム　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 25 砺波市長会見 チョイソコ利用して　デマンド交通　運行エリア拡大で改称

富山 25 子ども食堂開設支援 砺波市

富山 25 美術館の存続活動「適切な署名法を」 受け取り拒否で市長

富山 25 「旧統一教会と関わりない」 夏野市長

富山 25 南砺市民病院のドクター車の出動減少 砺波地域消防組合議会

富山 25 砺波の福祉施設で電気設備を点検 北陸電気管理技術者協

富山 30 過去２番目の２７１５人感染 県内コロナ、５人死亡　クラスター４件　砺波市の医療機関

北陸中日 9 旧統一教会関連の行事を３年間後援 砺波市「今後関わらない」

北陸中日 25 砺波市長「署名に疑義」 美術館・水資料館　存続要望拒否

北陸中日 25 県内２７１５人感染　クラスター４件 砺波市の医療機関で入院患者五人と職員二人

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数　 砺波市　１３６人

読売 24 コキアの変身楽しんで　 砺波　砺波チューリップ公園の大花壇

毎日 19 個性引き出す熟成目指して 富山・南砺にウイスキー貯蔵施設　国内初　ボトラーズ事業を本格化

  ２６日　金曜日
北日本 5 北信越市長会への提出議案承認 県市長会議

北日本 23 ランバイクで快走! ブリンスカップ　幼児がタイム競う　▽年少の部①藪弦和（砺波）ほか

北日本 23 手作り木琴でミニ音楽会 頼成の森で教室　夏休みイベント「木製楽器づくり教室」

北日本 25 大雨への対策で用水改修求める 庄川右岸対策協　高岡商工ビルで総会

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １０５人

北日本 29 ニュースファイル 砺波で女性はねられ重傷　砺波市豊町１丁目の県道

富山 2 利賀ダム　来年度に本体着手 概算要求で倍増９０億

富山 2 要望５項目決める 県市長会総会

富山 4 助成金交付先を決定 富山県新世紀産業機構　▽小さな元気企業応援事業　砺波商店

富山 24 来月３、４日にパワー博　砺波の産業の魅力発信 市文化会館など　レーシング車１８台展示

富山 25 小矢部でワーケーション ３組８人　勾玉づくりなど体験　２７日に砺波市内巡る

富山 25 三味線の技術高め 砺波子供歌舞伎、１１月に披露

富山 26 庄川右岸地域排水対策 用水路６．４㌔拡幅改修へ　県、来年度事業採択目指す

富山 27 事件・事故 車にはねられ女性重傷　砺波市のパート職員女性
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北陸中日 12 花壇コンクール　創意工夫を評価 最優秀賞に５団体　「花のまちづくりコンクール」

北陸中日 25 県内２３４５人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１０５人　

読売 24 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 21 ぶらり　つれづれ 西行伝説　なぜ「三谷」に　射水市大島絵本館長　立野幸雄さん

  ２７日　土曜日
北日本 21 ものづくり職人１３人の力作２００点 みかん堂　庄川クラフト会の作品展

北日本 21 革作品ずらり 四季彩館　チャリティーバザール革作品展

北日本 23 てんたかく新米初検査全て１等 ＪＡとなみ野

北日本 23 電気設備の安全を点検 北陸電気管理技術者協会の富山支部となみ野グループ

北日本 24 ぶんぶんジュニア　イラストコーナー 山本優希奈（８）　砺波市

北日本 26 産業フェア　ぜひ来場を 砺波　来月３、４日開催　「となみ産業フェア　パワー博２０２２」

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８３人

富山 23 「てんたかく」全て１等 ＪＡとなみ野で新米初検査

富山 23 補正予算案を可決 砺波介護保険組合議会　８月定例会

富山 25 「調停制度の利用を」 県協会連合会　来月に無料相談会　砺波まなび交流館など

北陸中日 13 「てんたかく」今年も上出来 砺波で新米初検査、すべて１等

北陸中日 25 県内１７９７人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　８３人　

  ２８日　日曜日
北日本 1 迅速救助　空のスゴ技 ３年ぶりヘリフェス　小矢部１２機集結

北日本 9 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇

北日本 11 声の交差点 戦没者追悼式の「反省」　砺波市　永井進（７９歳）

北日本 17 版画家５８人　新作や近作 庄川美術館　「かがやき☆はんが―２０２２ｉｎ庄川最終展」

北日本 17 議会日程 砺波市

北日本 18 学校近くにＬＥＤ防犯灯 青島地区自治振興会

北日本 19 立山と水の関係学ぶ ＪＲ西と県　ジオリブ公開講座

北日本 19 夜風浴びウオーキング 砺波市ナイトウオーク体験会

北日本 24 ２４時間テレビ　募金受け付け 北日本放送　イオンモールとなみ（砺波市中神）

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ８３人

北日本 27 県内コロナ１７３７人感染 クラスターが砺波市など５市町で計６件発生

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 20 末永さんが優勝 庄下パークゴルフ愛好会の第１０回富山新聞社杯記念大会

富山 21 スナッグゴルフ満喫　南砺で児童イベント となみＪＣ　「となみ野キッズゲームズ２０２２」

富山 21 健康づくりにナイトウオーク 砺波　砺波市体育振興会連絡協議会と市教委

富山 21 竹ブランコに歓声　 砺波・せんだんの夏祭り　「せんだんのＨＩＬＬ」

富山 22 男子１位　となみ、侍 県勢、女子は４チーム

富山 26 県内クラスター６件発生 新型コロナ　新たに１７３７人感染　クラスター　砺波市の高齢者向け居住施設で５人

北陸中日 11 浦安の舞　平和のせて 砺波・小島神社　児童が３年ぶり奉納

北陸中日 23 県内１７３７人新規感染 六件のクラスター　砺波市の高齢者福祉施設など

  ２９日　月曜日
北日本 13 災害に備え　各地で訓練 砺波　消火器を体験　体験型防災イベント「防災フェスティバル」

北日本 13 四半世紀ぶり　盆踊りを復活 せんだんの活性化協

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ９１人

富山 16 夫婦の部は酒井組Ｖ　男女は大橋・浅谷組 第２６回砺波市グラウンドゴルフ協会・男女ペア大会

富山 17 多彩な演奏楽しむ 北陸コカ砺波工場　夏のフェス　第１９回北陸コカ・コーラサマーフェスティバル

富山 17 防災ブレスレットできた イオンとなみでフェス

北陸中日 10 地域未来派　温泉で野菜すくすく 砺波の泰栄農研２代目　柴田泰利さん（３９）

北陸中日 10 タケカワさん演奏　サマーフェス沸く 北陸コカ・コーラ

北陸中日 11 盆踊り　念願の復活 砺波・栴檀野　夏祭りで２５年ぶり　住民ら「触れ合いの場に」一丸

読売 21 砺波市　デマンドタクシー刷新 １０月　名称変更■運行地域　拡大

  ３０日　火曜日
北日本 17 児童が浦安の舞　平和を祈り奉納 小島自治会　小嶋神社の秋季例大祭

北日本 18 市町村議会 オミクロン対応接種　１０月中旬以降開始　砺波市議会８月定例会

北日本 18 地震想定し議場で訓練 砺波市議会　本会議に合わせシェイクアウト訓練

北日本 18 スポーツで交流深める となみ野キッズゲームズ　となみ青年会議所

北日本 24 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３７人

北日本 27 トラックと衝突　軽の１９歳死亡 砺波　砺波市五郎丸の県道

富山 14 生活・文化　焼肉たかちゃん（砺波市豊町） 「和牛『極』盛り合わせ」　イチ押し　とろけるＡ５を堪能

富山 17 地鳴り 普段のお墓も温かい場所に　藤井昭通　５０歳（砺波市）

富山 19 市町村議会（２９日）　砺波市 ４万人に速やかに対応　新タイプのワクチン接種
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富山 19 本会議で避難訓練 地震を想定したシェイクアウト訓練

富山 20 チューリップ杯小学生バレー となみジュニア初Ｖ　男子　侍との接戦制す　女子　蜷川、さくらい３位

富山 25 衝突、１９歳死亡 砺波の県道　

北陸中日 12 議会だより　２９日 砺波市　定例会

北陸中日 25 県内６３５人感染 ７日ぶり１０００人以下　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３７人　

北陸中日 25 トラックと衝突　軽の１９歳が死亡 砺波の県道

読売 20 砺波・散居村　築１２０年の古民家　宿に １０月５日開業　景観保全活動、文化体験も

読売 21 車正面衝突　１９歳が死亡 砺波市五郎丸の県道

  ３１日　水曜日
北日本 5 ワンチーム会議　市町村長の主な発言 医療費助成こだわるな　夏野修砺波市長

北日本 5 子ども医療費助成自己負担見直しを 「ワンチームとやま」連携推進本部会議　夏野修砺波市長

北日本 23 野菜　足りてますか？ 買い物客の摂取量測定　砺波　健康センターと市環境保健衛生協議会

北日本 23 ベゴニア育てて命の大切さ実感 城端小「人権の花」修了式　砺波人権擁護委員協議会ほか

北日本 23 きょうもにっこり 竹中銅器営業部　林道実咲さん（砺波市・２２歳）

北日本 24 ウイークリー西部　砺波　広がる散居村保全 屋敷林　学んで守って　宿泊料の一部還元も　１万本が消失　２％活動支援へ

北日本 24 若栗小（黒部）など最優秀 県花のまちづくりコンクール　

北日本 24 息の合った歌声を披露 赤とんぼの会　庄川中学校出身の森川隆之さんが指揮

北日本 24 ３年ぶり夏フェス 砺波　北陸コカ・コーラボトリングの「サマーフェスティバル」

北日本 24 学校のあり方　教育長に提言 市検討委　砺波市学校のあり方検討委員会

北日本 24 革作品展の収益　県善意銀に預託 百合工房

北日本 25 ２０２３年度県立高校全日制募集定員 砺波　砺波工業

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６１人

富山 3 マイナカード普及へ連携　ワンチームとやま会議 市町村に県　出張申請受け付け支援　独自の利活用策も検討

富山 5 生コン値上げ決定 砺波生コンクリート協同組合　理事会

富山 19 地鳴り 何が起きても季節は巡る　紫藤道子　８７歳（砺波市）

富山 20 屋敷林の葉で精油開発へ 県西部観光社「水と匠」　散居村ブランド目指す

富山 22 ２０２３年度　富山県立高校全日制課程第１学年募集定員 砺波　砺波工業

富山 22 高岡商　初戦は不二越工 秋季高校野球　４３校３７チーム出場　来月３日開幕　砺波工　砺波

富山 27 ほたるいか 砺波市健康センター　買い物客の野菜の摂取量を測るイベント

北陸中日 23 県内１４７２人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６１人　

読売 22 よみうり文芸 短歌　砺波市　下保憲一

読売 22 秋の高校野球県大会組み合わせ 砺波工　砺波

読売 23 ２０２３年度県立高全日制募集定員 砺波　砺波工

毎日 19 北信越地区高校野球大会の富山県大会 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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