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副見出し又は記事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波図書館

  １日　木曜日
北日本 14 となみ野 となみ野民遊会秋季ライブ　砺波市社会福祉庄東センター

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 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 19 がんばってます　富山の職場 泰栄農研　砺波市庄川町青島　「おんせん野菜」甘み強く

北日本 19 ２７人１５団体を表彰 福祉健康大会　砺波　市文化会館

北日本 19 きょうもにっこり 庄東サマーフェスティバル実行委員長　寺田雄大さん

北日本 21 新役員来社 国際ソロプチミストそれいゆ砺波　髙橋睦美会長ほか

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １１０人

富山 33 働く女性を支援　髙橋会長が意欲 ソロプチそれいゆ砺波

富山 33 森林環境譲与税活用へ３市に要望 県森連と県西部組合

北陸中日 1 ８月最後に厳しい残暑 富山３６・２度、南砺３６度　八月猛暑日　砺波市四日

北陸中日 12 森林譲与税の活用　砺波市長に要望書 県森林組合連など

北陸中日 13 県内５０城　巡って認定証 「城郭カード」制覇者に贈呈　砺波市教委　アプリ特典「攻略の証」も

北陸中日 13 催し となみ産業フェア　パワー博２０２２

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 県内感染１９４６人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１１０人　

読売 25 ふるさと納税　最高２３億円 県内自治体のふるさと納税の寄付実績　砺波市　２９４２万円

  ２日　金曜日
北日本 17 とやまデータ探偵団　県内の配置薬販売従事者数 〝売薬さん〟全市町村に　配置薬販売従事者数　砺波市　８人

北日本 19 パンと安心届けます 子ども見守り　キングパンに委嘱　砺波署

北日本 19 コンビニとタッグ　「となベジ」ＰＲ 砺波市健康センター　「となベジプロジェクト」

北日本 19 ラジオ体操で三世代が交流 東山見地区　名水スポット「瓜裂清水」で

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６０人

富山 22 パン配達で見守り 砺波署、キングパンを委嘱　「安心とどけ隊」に

富山 24 源氏物語手鑑を初公開 砺波市美術館　江戸期の絵師、書家制作　あすから展示

富山 24 黒部名水少年野球交流大会　チーム紹介㊦ あす開幕、２４チームが激突　砺波北部・庄川ＪＢＣ（砺波市）　砺波東部・庄南野球スポーツ少年団（砺波市）

富山 25 １０月、となみ野新設 県倫理法人会「仲間増やしたい」

富山 25 紙風船 カイニョ精油に期待　（砺波総局長・麻本和秀）

富山 28 あのころ、富山新聞は　５０ 第５章　復興のエネルギー　②　「民主的」に読者の声聴き　アンケートで紙面改善

富山 29 県内激しい雨 氷見、浸水や土砂崩れ　３時間７７㍉　砺波市に洪水警報

北陸中日 24 県内１４２２人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６０人　

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

  ３日　土曜日
北日本 23 きょうもにっこり 越中いさみ太鼓保存会　森田善心さん　（砺波市・１５歳）

北日本 27 広告 となみ産業フェア　パワー博２０２２

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ６３人

富山 3 選挙人登録８７万５２４７人 ９月、全市町村で減少　砺波市　３９,８５９人　▲９０

富山 2-3 広告 となみ産業フェア　パワー博２０２２

富山 31 コント 砺波・富之助

富山 31 地鳴り 人気店で見た　ある夫婦の光景　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 34 高い校舎の壁、窓きれいに 砺波東部小　地元企業が清掃

富山 37 事件・事故 木づちで重傷負わせた疑い　砺波署

北陸中日 1 紀州徳川家伝来の「源氏物語手鑑」 幻の大和絵　富山で発見　１９２７年から不明→呉服店で保管　砺波市美術館で公開

北陸中日 29 県内１１９９人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６３人　

  ４日　日曜日
北日本 13 砺波の製品　見て触れて ４年ぶり産業フェア　体験・飲食にぎわう

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ３５人

富山 2 日曜特番　臨時交付金どう使った？ 富山の１５市町村　特色ある活用ずらり　チューリップお届け　ものづくりの技発信

富山 5 地鳴り 旅の代わりに本を読んで　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 16 砺波の企業の力紹介 産業パワー博開幕　９１社、団体が出展　レーシング車１５台集合
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富山 16 高桑、近藤さんＶ 砺波市パークゴルフ協会９月度月例大会

富山 17 児童が浦安の舞 砺波・小嶋神社

富山 17 地元の仕事、若手が紹介 となみＪＣ　南砺福野高でセミナー

富山 18 県勢８チーム決勝Ｔ 黒部名水少年野球、予選で熱戦　砺波北部・庄川ＪＢＣ

富山 19 源氏物語、優美な絵と書 砺波で「手鑑」初公開

北陸中日 10 如慶の源氏物語手鑑　初公開 砺波市美術館　解説会で詞書朗読も

北陸中日 11 砺波の未来　創造きらめく 産業フェア　スーパーカーも登場

北陸中日 24 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

読売 25 水道検針　自動化へ着々 スマートメーター　山間部、豪雪時に効果　高齢者宅見守り期待　◆砺波市

  ５日　月曜日
北日本 13 秋季県高校野球　第２日 きのうの試合　伏木・呉羽・富山高専１０－８砺波

北日本 13 １０日の試合 ◇２回戦　富山北部－砺波工

北日本 15 太鼓演奏　力強く 高岡で県競技会　１７人出場　ジュニアの部　亀田さん（砺波）初優勝

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５５人

北日本 22 箱根「山の神」が技伝授 プロランナー　神野さん　砺波で教室

北日本 22 ミックスダブルスで交流 砺波市テニス協会の第４０回砺波オープンミックスダブルス大会

富山 16 パワー博で献血活動 となみセントラルＬＣ

富山 17 ２７氏１５団体を表彰 砺波市福祉健康大会　市文化会館

富山 17 学校のあり方で提言書を提出 砺波市の検討委

富山 18 黒部名水少年野球 岩瀬－砺波北部・庄川で決勝　３位に泊、ＴＡＫＡＳＥ

富山 18 青学大箱根Ｖに貢献　神野さん走り方指導 砺波で小中学生向け教室　砺波市陸上競技場

富山 18 県生涯軟式野球古希リーグ いきいき富山　７勝目挙げる　▽２勝５敗１分　砺波アルテン・エイト

富山 18 砺波地区寿野球定期リーグ戦 福光ゴールドライオンズ１５－７オール庄川

富山 19 秋季県高校野球　高岡商が初戦突破 氷見、富山一、高朋はコールド勝ち　伏木・呉羽・高専の連合、３回戦へ

富山 22 ４人死亡１００３人感染 県内コロナ　クラスター４件　砺波市の高齢者施設で６人

北陸中日 11 砺波東部小校舎など　地元３社が無償清掃 グッドワン１４、ヨシカワ砺波営業所、潟沼塗装店が協力

北陸中日 23 県内１００３人感染 砺波市で五十五人　四件のクラスター　砺波市の高齢者施設

朝日 21 秋季高校野球県大会 ▽１回戦　伏木・呉羽・富山高専１０－８砺波

  ６日　火曜日
北日本 17 南砺福野高で進路セミナー となみＪＣ　「将来の歩むべき道が広がるセミナー」

北日本 17 地元企業３社が校舎ピカピカに 砺波東部小

北日本 18 市町村議会　砺波 チューリップ公園ステージ　通年利用へ料金設定

北日本 18 代表質問 山本善郎氏（自民会）　庄川水記念公園　来月に再整備案

北日本 18 「適応指導教室」来年度から改称 砺波市　「教育支援センター」に

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 １２人

富山 20 市町村議会（５日）　砺波市 小中学校に「Ｒ－１」　明治と協定　ヨーグルト　給食、休憩時に提供　健康管理でアンケート

富山 20 男性トイレにサニタリーボックス 尿漏れパッドに対応　砺波市

富山 20 チューリップ公園　ステージ貸し出し 公演、イベントに活用　夏野市長

富山 20 「瑞穂の郷」若林地区学ぶ 小矢部で再発見ツアー

富山 20 南砺、砺波、小矢部の３市合同 高校通学でアンケート

富山 22 ＳＣＨＡＦＦＥＮ不二越工が優勝 第３１回県高校ロボット競技大会　▽敢闘賞　となみ２号（砺波工）

富山 22 砺波地区寿野球定期リーグ戦 オールド明星野球クラブ１－２砺波エバーヤンガーズ

北陸中日 27 新規感染３０３人 県内、２人死亡　新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　１２人　

  ７日　水曜日
北日本 1 台風県内最接近　八尾で風速２８．９㍍ 井波で男性転倒　軽傷　砺波市で倒木４件

北日本 5 米原・菅沢氏　激しい舌戦　 利賀ダム巡り　県土整備農水

北日本 5 旧統一教会は「反社」　関与一切認めず 砺波市長　市議会本会議

北日本 6 富山けいざい　短信 イオンリテール北陸信越カンパニー北陸事業部人事

北日本 16 わが家のアイドル 酒井藍那ちゃん６歳　葵斗ちゃん２歳　砺波市中神

北日本 17 踊りや唄華やかに 秋季民謡舞踊ライブ　砺波

北日本 18 水道漏水調査　ＡＩ活用 砺波　期間短縮　コスト減

北日本 18 庄川美術館と水資料館　試算公表 廃止・解体　２．４億円　改修・存続　６．５億円　市　閉館に理解求める

北日本 19 台湾海峡テーマに手嶋龍一さん講演 法人会　砺波　時局記念講演会

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ４３人

富山 2 昨年の観光客２３４６万人 県内６・１％増　コロナ前の３割減　地方創生産業委　厳しさ続く
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富山 3 「流域の思い結実」 利賀ダムの本体着工で土木部長　菅沢氏　怒りあらわ

富山 5 働き手確保へ現場見直し　北陸の製造業 ＣＫサンエツ　年内に「夜勤レス」　溶解炉の温度保持　腕時計端末着用、休憩スペース改修…　勤務１時間短く　　

富山 19 市町村議会（６日） 砺波市　衛星画像で漏水調査　ＡＩで配水管を分析　効率的修繕　来年度、新システム

富山 19 旧統一教会は「反社会的団体」 夏野修市長

富山 19 ５０城巡り　達成者に認定証 砺波市教委が製作

富山 19 ウクライナ侵攻「台湾に連動」 砺波法人会、手嶋氏講演

富山 20 庄川クラブが決勝へ 第２２回国体記念ナイター野球大会

富山 21 五箇山ぼべら商標登録 南砺で目揃え会　きょう出荷　県砺波農林総合センター職員が指導

富山 21 Ｊ３リーグ　カターレ富山 １０日「砺波市の日」　左伴社長がＰＲ

北陸中日 25 県内１１６１人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４３人　

毎日 19 全国高校ラグビー　富山県予選 ６校参加　組み合わせ決定　２３日開幕　一般客観戦可能に

  ８日　木曜日
北日本 14 となみ野 開館３０周年記念事業庄川落語会春風亭小朝独演会ほか

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　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 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 15 声の交差点 国葬は国民に失礼　砺波市　浦島外美子（７３歳）

北日本 18 全国高校サッカー県大会　２３日開幕 ３６チーム　対戦決まる　富山第一　３回戦から出場　全試合の観戦可能

北日本 18 第１０１回全国高校サッカー選手権県大会組み合わせ 砺波工　砺波

北日本 21 潜水救助　連携十分に 庄川遊覧船　砺波消防と初

北日本 21 安全運転　１９歳が決意 死亡事故受けメッセージ　砺波

北日本 22 市認定の事業　料金免除　砺波 チューリップ公園ステージ　砺波市議会産業建設委員会

北日本 23 空き家改修　交流の場に 築６５年　来月オープン　砺波「やなぜねっと」長谷川さん

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ７０人

北日本 29 半旗掲揚　５市町村なし ２７日に安倍元首相国葬　県と残り１０市町「未定」

富山 5 多彩な樽で熟成　ウイスキー発売 ２０日に若鶴酒造

富山 13 地鳴り 高齢者の医療　考えさせられる　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 17 くらしの日記 ３人の「集い」　紫藤道子　８８歳　砺波市狐島

富山 20 死亡事故起こさない 現場で１９歳社会人誓う　砺波

富山 21 市町村議会（７日）　砺波市 公園ステージの料金　学校活動なら減免も　産業建設常任委員会

富山 22 全国へ３６チーム激突 県高校サッカー、２３日開幕　砺波工　砺波

富山 23 知床の事故教訓　消防本部と合同訓練 小牧ダムで庄川遊覧船　

北陸中日 13 富山第一　３回戦から 高校サッカー県大会　２３日開幕　砺波工　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 24 県内１４２９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　７０人　

読売 20 全国高校サッカー　県大会 ３６チーム　組み合わせ決定　２３日開幕　全試合　観客受け入れ

読売 20 全国高校サッカー県大会組み合わせ 砺波工　砺波

読売 21 県内観光客　昨年６．１％増 県民割などが奏功　「となみチューリップフェア」には１４万８０００人

読売 21 遊覧船事故想定　小牧ダムで訓練 砺波　庄川遊覧船と砺波地域消防組合消防本部

  ９日　金曜日
北日本 17 とやま×私×フォト 「もうすぐ巣立ち、ようやく」　かずひろ（砺波市）

北日本 20 ４回目の人から新ワクチンに移行 砺波市議会民生病院委員会

北日本 26 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市 ５７人

北日本 29 新型コロナ　県内新たに１１３３人が感染 高齢者４人死亡　富山市と砺波市でクラスターが計２件発生

富山 20 地区ガバナー訪問　奉仕の誓い新た 南砺で特別例会

富山 20 コンビニでとなベジ 砺波市健康センターＰＲ　Ｒ－１でサラダ紹介

富山 21 市町村議会（８日）　砺波市 オミクロンワクチン　来月から接種で調整　民生病院常任委員会

富山 22 イルミで「光の大谷」 寄付募り、長さ７７㍍目指す　１２月砺波チューリップ公園

富山 22 砺波午前様ク　決勝に進出 第２２回国体記念ナイター野球大会

富山 26 県内コロナ　１１３３人感染　４人死亡 富山市と砺波市で計２件のクラスターが発生

北陸中日 26 県内１１３３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 20 五箇山ぼべら　良い出来栄え 南砺で目ぞろえ会　砺波農林振興センターの職員指導

読売 20 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 21 コロナ１１３３人感染 砺波市の高齢者居住施設でクラスター
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  １０日　土曜日
北日本 20－21 第４７回県青少年美術展　 県民会館　きょう開幕　熱気伝わる意欲作

北日本 26 チョイソコ利用へ　３校区に登録用紙 砺波市議会総務文教委員会

北日本 27 水記念公園再整備で意見 庄川まちづくり協　市に構想提案へ

北日本 32 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　６５人

富山 1 懐かしい自然、日常描く 「齋正機の世界展」きょう開幕　砺波市美術館

富山 24 横断歩道のハンドサイン普及図る 砺波市交通安全会議

富山 25 民間活力で発展を 水記念公園再整備で会合　砺波庄川まちづくり協議会

富山 25 砺波市 デマンド交通周知へ出町中校区で説明会　総務文教常任委員会

富山 27 秋季高校野球　ベスト１６へ熱戦 きょうの試合　２回戦　富山北部－砺波工

富山 30 コロナ重傷者　７月以来ゼロ 県内１０６１人感染　クラスター２件確認　

富山 30 北陸電力元社長・会長　永原氏８５０人しのぶ 富山で「お別れの会」富山県市長会長の夏野修砺波市長らが参列

北陸中日 13 光の大谷　設置へ資金を チューリップ公園催し　砺波市など募る

北陸中日 13 こどもの本大投票　スタンプ集めよう 砺波図書館協９０周年事業

北陸中日 28 県内１０６１人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　６５人　

読売 25 秋の花　カラフル 砺波　「季節を彩る花々～秋～」　チューリップ四季彩館

  １１日　日曜日
北日本 13 秋季県高校野球　第３日 １年生左腕　福山好救援　富山北部　大勝　きのうの試合　富山北部１２－２砺波工

北日本 22 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　４０人

富山 19 地鳴り ４回目接種　一番高い熱　向山晴夫　６４歳（砺波市）

富山 26 第７５回秋季県高校野球大会第３日 富山北部、高岡向陵、高岡一がコールド勝ち　富山北部１２－２砺波工

富山 26 砺波北部・庄川Ｖ 第２６回黒部名水少年野球交流大会最終日

富山 30 心包む温かい風景画 砺波市美術館「齋正機の世界展」開幕　日常の大切さ、自然の優しさ表現　「砺波の風土は作品と共通」

富山 30 昔見た風景を呼び起こして 作品解説で立島さん

北陸中日 8 中日歌壇 砺波市　上竹秀幸

北陸中日 11 秋季県高校野球大会 ▽二回戦　富山北部１２－２砺波工

読売 31 秋季県高校野球　富山商３回戦へ ▽２回戦　富山北部１２－２砺波工

  １２日　月曜日
新聞休刊日

  １３日　火曜日
北日本 17 高木菜さん（元スケート日本代表）児童らに球技指導 砺波でフェス　「ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ」

北日本 22 中秋の名月で観月会 伝統芸能楽しむ　市文化協会

北日本 23 名月の名残惜しみ一服 北日本かたかご茶会　砺波

北日本 23 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　２２人

富山 24 多彩なガラス作品２０点展示 砺波・亀永さん　作品展「Ｓｈａｐｅ」

富山 24 仲さんがウクレレ漫談 「ナカハチの越中富山の笑（くすり）売りｉｎ西方寺」

富山 25 砺波の堀田さん　日本大会に意欲 ミセスオブザイヤー

富山 25 自転車の鍵掛け呼び掛け 砺波市出町防犯組合の自転車の鍵掛け防犯キャンペーン

富山 26 寿野球　３年ぶり開催 ２０チーム組み合わせ決定　１０月１６日開幕

富山 28 齋正機の世界　美の記憶　① 福島の星空表現　「冬の冷たくて暖かいリズム」　砺波市美術館　１０月３０日まで

富山 28 日常の風景画に共感 齋正機の世界展　県内外から鑑賞者

富山 28 抑留者の冥福祈る 県ソ連慰霊碑奉賛会　４０人参列　遺族代表の山本勇治さん（砺波市）が追悼の辞

富山 28 県内８地点真夏日 １１日　砺波市で７０代男性が運ばれ、軽症

北陸中日 29 ３３０人新規感染　県内、１１日は８２２人 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　２２人　

朝日 23 県勢５校　全国大会へ 北陸小学生バンドフェス・マーチングコン　庄西中

  １４日　水曜日
北日本 20 人権擁護委員３氏を推薦 砺波市議会　本会議

北日本 20 論戦を振り返って 再整備の議論に責任

北日本 24 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　４２人

北日本 24 散居村マラソン参加を呼びかけ 砺波で１１月２０日

富山 21 地鳴り 大変な中でも感謝の日々　大島安子　８０歳（砺波市）

富山 22 井波・庄川の交通探って 識者「いらないと書いてあるよう」　南砺で講演・パネル討論　「地域で計画を」

富山 23 市町村議会（１３日） 砺波市　人権擁護委員に南部、岡部、伊東氏を選任　本会議

富山 23 子育て世帯に支援策聴き取り 市がミニ集会　「ｍｉｎｉ２（ミニミニ）となみーてぃんぐ」

富山 24 青年海外協力隊派遣５人が抱負 県庁訪問　カンボジアへ林亮太朗さん（２２）＝砺波市＝
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富山 24 散居村マラソン参加を ３年ぶり　１１月２０日、本社でＰＲ隊

富山 24 倒木撤去想定　合同で研修会 森林組合と砺波消防

富山 25 齋正機の世界　美の記憶　② 冬のトンボの生命力　「サザンカノムコウニ」（２０１０年作）

富山 29 氷見のにぎわい復活へ　民宿リニューアル続々 補助金活用　月内３軒開業　砺波の旅行会社　事業承継で参入

北陸中日 12 議会だより　１３日 砺波市　再開

北陸中日 13 カンボジアでサッカー指導へ 青年海外協力隊で砺波の林さん

北陸中日 25 県内８８９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４２人　

読売 26 ３年ぶり　砺波駆けよう となみ庄川マラソン　１１月２０日開催　参加募集

読売 26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 27 彩る秋　ハロウィーン気分 砺波　１１月８日まで

  １５日　木曜日
北日本 14 となみ野 第１５回フォトクラブとなみ野会員展ほか

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 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館

北日本 21 詐欺被害防いだＪＡ職員に感謝状 砺波署

北日本 23 築１５０年　民泊いかが　萩野さん夫妻 庄川　「喜んでもらえる場所に」　窯でピザ焼き体験も

北日本 23 ミセス大会県代表　堀田さん活躍誓う 砺波

北日本 28 相談はこちら 働く人の心の健康相談

北日本 28 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　４３人

北日本 30 コロナ感染　県内で１０５３人 クラスター３件　砺波市の介護保険施設で入所者５人と職員２人

富山 1 富山、石川連携し飛躍 つるぎクラブに２４０人　金沢で３年ぶり懇親会　南砺平高郷土芸能部　五箇山民謡を披露

富山 12 地鳴り 常盤さんエッセー　考えさせられる　嶋村了吉　５８歳（砺波市）

富山 19 富山新聞文化センター　高岡本部　体験会スタート はじめての井波彫刻　日本伝統の魅力に浸る　空間芸術楽しんで　多彩なのみを使い分け

富山 20 食欲、運動の秋満喫して 来月、砺波でロゲイニング　収穫体験、重量当て…

富山 20 認知症予防で頭と体動かす 高岡・中田長寿会

富山 21 ＪＡとなみ野庄東支店、職員に感謝状 砺波署、詐欺被害防ぐ

富山 23 齋正機の世界　美の記憶　③ 子どもの大切な日常　「白イヒゲ」（２０１１年作）

富山 26 県内１０５３人感染　１人死亡 クラスターが３件　砺波市の介護保険施設で７人

北陸中日 13 本社来訪　となみ庄川マラソン　参加を １１月２０日号砲　実行委が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 27 県内１０５３人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４３人　

  １６日　金曜日
北日本 5 となみ政経懇話会　９月例会 日時　１６日（金）正午

北日本 5 県文化功労に５人 ▽受彰者＝小幡豊（砺波市、県演劇団体連絡協議会副代表幹事）ほか

北日本 16 声の交差点 世界救う日本を実感　砺波市　武部幹夫（８２歳）

北日本 25 獅子頭と胴幕新調　本番向け決意新た 東開発自治会　獅子舞保存会

北日本 26 寸劇で手口紹介　詐欺気を付けて 苗加苑で砺波署

北日本 26 ウクレレ漫談　笑い誘う 仲さん（砺波出身）ライブ

北日本 27 加越線と私　全通１００年　廃線５０年 最終列車　涙の運転　❶　唐島厚人さん（８２）小矢部市浅地　乗客との距離近く　

北日本 28 とやま　元気っ子 こども陸上クラブホップ（砺波市）　楽しく基礎学ぶ

北日本 32 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　４６人

富山 4 レンジで調理可能　冷凍自販機を設置 砺波のらーめん光

富山 18 ８８年ぶり獅子頭新調 砺波・東開発保存会　１１月の秋祭りで披露

富山 20 庄川クラブが優勝 第２２回国体記念ナイター野球

富山 20 県生涯軟式野球　古希リーグ いきいき富山８勝目　▽２勝６敗１分　砺波アルテン・エイト

富山 20 コカ・コーラカップ争奪　野球大会 庄川１－１芳野

富山 21 齋正機の世界　美の記憶　④ 幼少期、父の思い出　「秋風ニ乗ル」（２０１１年作）

富山 21 文化分野で５氏表彰 県部門功労、あす式典　▽県演劇団体連絡協議会副代表幹事小幡豊（７２）＝砺波市＝ほか

富山 25 加越線「今も生きている」 きょう廃線５０年　気動車　茨城の病院で活躍

北陸中日 27 県内７２９人感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　４６人　

読売 30 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

読売 31 伝統芸　獅子頭新調　入魂の儀式 砺波・東開発地区

  １７日　土曜日
北日本 5 となみ政経懇話会　９月例会　防衛研究所政策研究部長　兵頭慎治氏 演題　ロシアによるウクライナ侵攻の衝撃　日本の安全保障に影響　交代会員を紹介

北日本 8 冷凍自販機を設置　レンジ温めで特許 砺波のラーメン店
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北日本 16 読者写真コンクール　８月の応募から 「僕が撮る」　浅谷彩乃　砺波市十年明

北日本 23 ＳＤＧｓの取り組み紹介 高校生ら　「となみＳＤＧｓフェス２０２２」

北日本 23 地元の風景や日常捉えた４６点 フォトクラブ展　フォトクラブとなみ野の会員展

北日本 24 子育て夫婦の意見聞く 砺波市　砺波図書館で「ミニミニとなみーてぃんぐ」

北日本 25 加越線と私　全通１００年　廃線５０年 公園愛称に「津沢駅」❷　小幡正昭さん（７３）小矢部市岩武　砺波野の中心　後世に

北日本 25 庄川水まつりで食・歴史巡る企画 来月　実行委が初

北日本 30 古雑誌１０円で販売 きょうから砺波図書館

北日本 30 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　３３人

北日本 31 クマ出没情報　１６日発表 砺波市　痕跡　正権寺

富山 23 地鳴り 老齢だからこそ体操を頑張る　紫藤道子　８８歳（砺波市）

富山 26 県生涯軟式野球　還暦リーグ 氷見フレンズなどが勝利　▽１勝３敗１分　砺波シニア

富山 27 齋正機の世界　美の記憶　⑤ 帰還困難区域の喜び　「夜ノ森ノ桜」（２０２２年作）

富山 27 クマ目撃情報 砺波市正権寺　ふん

富山 27 令和４年度スポーツ推進委員功労者文部科学大臣表彰 石田智久（砺波市スポーツ推進委員）＝砺波市

北陸中日 27 県内５９３人新規感染 新型コロナの自治体別感染者数　砺波市　３３人　

毎日 19 「漫画の宝庫」へ大変身！ 石川・宝達志水　遊休施設、公設図書館に

  １８日　日曜日
北日本 17 ママの再就職応援 砺波市のママの再就職応援セミナー

北日本 18 敬老の日前に贈り物手作り 出町児童センター

北日本 18 親子で音楽楽しむ 砺波ＬＣのファミリー音楽会

北日本 19 加越線と私　全通１００年　廃線５０年 路線の風景伝えたい　❸　今井春継さん（６９）南砺市前田・福野　写真１８８枚　冊子に残す

北日本 19 邦楽や民謡民舞　華やか 県民芸術文化祭　総合フェス開幕　砺波

北日本 22 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　２４人

北日本 24 榮田タキさん死去 砺波市最高齢１０６歳

富山 22 竹あかりでスキー場照らす 夢の平　きょうみんなの想火

富山 23 リサイクル雑誌　１冊１０円で販売 砺波図書館

富山 24 優美な踊り　開幕飾る 砺波で県民芸術文化祭

富山 25 懐かしい写真でしのぶ 南砺・旧井波駅舎　加越線廃止５０年

富山 28 秋の連休　宿泊客続々 県内の旅館、ホテル　第７波和らぎ旅行意欲

北陸中日 10 県民芸術文化祭が開幕 砺波　県部門功労を表彰

読売 21 県民芸術文化祭　華麗にスタート ２年ぶり開催　砺波市文化会館

読売 21 警察署再編向け　１１月から広聴会 県警

  １９日　月曜日
北日本 6 宇宙へと向かうエネルギー表現 富山　岡部さん（砺波）造形展示

北日本 7 おめでとうございます　金婚　分かち合い　支え合い 共通の趣味　幸せ実感　記念盾を贈呈　故大角勲さん作品「双鶴」砺波市　２１組

北日本 18 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　２８人

北日本 20 加越線と私　全通１００年　廃線５０年 唯一の現存駅舎に誇り　❹　大野勝人さん（５７）南砺市北川・井波　井波彫刻の技光る

富山 1 １９歳川西さん（高岡市）日本一 麦屋節コンクール　ジュニアの部は平野さん（砺波市）　３年ぶり城端むぎや祭

富山 1 平和願う竹あかり となみ夢の平スキー場で「みんなの想火」

富山 16 タックル楽しい　 小矢部ＪＣスポフェス　砺波市ラグビー協会などが協力

富山 16 タイムカプセル開封 となみＪＣ、井波小で　全１８小学校で完了

富山 17 えんじゃら節でお祝い 砺波・南般若で敬老の集い

富山 17 砺波ＬＣが音楽会 砺波ライオンズクラブのファミリー音楽会

富山 17 砺波市文化協が観月会 市文化会館

富山 19 麦屋節　祖父母から継承 城端で全国コンクール　一般Ｖ・川西さん「練習続けたい」　「１００回に向けスタート」　岩田会長

  ２０日　火曜日
北日本 15 元気で長生きしてね 南般若の盆踊り　児童７人が披露

北日本 15 きょうもにっこり 青年海外協力隊員　林亮太朗さん（砺波市・２２歳）

北日本 20 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　８人

北日本 21 声の交差点 園長に学んだ愛護の心　砺波市　武部琉子（７８歳）

北日本 22 加越線と私　全通１００年　廃線５０年 自転車で駅跡巡る旅　➎　斉藤充孝さん（５１）砺波市庄川町青島　子や孫へ記憶つなぐ

富山 7 地鳴り 形は変わっても理念は変わらず　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 14 １００円カフェ　憩いの場に 毎週金曜「いろは楓フラット」　砺波・五鹿屋地区社会福祉協　ゴルフゲーム　大画面で楽しむ

富山 14 紙芝居で庄川の民話 砺波の水資料館で絵を展示　「砺波の民話展」

富山 18 プリ・ド・カナザワ賞　バレエ団と入団交渉権 髙橋、上村さん受賞　小学生の部　関さん（射水）４位　金沢でコンクール　北信越奨励賞に選出　「上に行けてうれしい」
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北陸中日 1 台風１４号　未明に県内接近 きょう　小中校休校も　各自治体　自主避難所を開設

北陸中日 8 １２年前の夢　思い出浸る タイムカプセル開封　井波小卒業生　「いまの自分にない一生懸命さ」

北陸中日 18 中部９県　２０２２上半期　コラム集　［下］ 風紋　父　砺波通信局　広田和也（３５）

  ２１日　水曜日
北日本 1 県内基準地価　商業地３年ぶり上昇 ０．１％　富山駅周辺けん引

北日本 6 地価調査　市町村別変動率 砺波市

北日本 11 県内の基準地価一覧 砺波市

北日本 11 県内地価の各指標 下落率　上位１０地点　商業地下落率　上位１０地点　砺波市表町５－７

北日本 13 とやま　文芸散歩 平岡和代　砺波市在住

北日本 17 声の交差点 わが家も沼田町と縁　砺波市　上野亮平（７９歳）

北日本 19 庄川の民話　紙芝居で披露 庄川水資料館で開催中の「砺波の民話展」

北日本 20 和やかにラウンド 砺波のＬＣ・ＲＣゴルフコンペ

北日本 20 オミクロン対応接種来月から 砺波市

北日本 21 ウイークリー西部　閑乗寺公園キャンプ場（井波） 利用堅調　６年で１０倍　来月には仏料理店開店　アクセス良好　コテージ６棟整備

北日本 21 番審委員長に山本氏 エフエムとなみ　放送番組審議会

北日本 21 ３市１１５人競う 髙瀬神社剣道大会

北日本 24 新型コロナの市町別感染者数 砺波市　９人

北日本 27 認知症　安心感に格差　県内　事故に備え賠償保険 ９市町導入　５市予定なし　県　関与に消極姿勢

富山 4 富山県内市町村、用途別変動率 砺波市

富山 5 高岡　イオン周辺高止まり　 富山県内の商業地　京田、県西部トップ　片原町下落続き　格差拡大　コロナ後の本格投資期待

富山 5 工業地６年ぶり下落 高岡で０．７％マイナス

富山 5 下落率が大きかった上位５地点 ④　砺波市表町

富山 5 富山、舟橋プラス 全用途平均　砺波市で住宅地２地点が上昇

富山 13 北陸三県の基準地価 富山県　砺波市

富山 19 地鳴り 世話になった先輩亡くなり寂しく　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 20 詐欺防いだファミマ市役所前店に感謝状 砺波署

富山 22 砺波のチューリップ出演 菅田、原田さん主演　映画「百花」　四季彩館が提供、コーナー開設

富山 22 高木菜那さん　球技で交流　 砺波でフェスタ　「ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ」

富山 23 若者の発想で子供服 大学生ら砺波の企業訪問　県インターンシップ　「課題解決型インターンシップ事業」

富山 26 砺波市きょうから接種予約受け付け 砺波市　オミクロン株に対応した新ワクチン

北陸中日 1 地価上昇率・下落率の順位 下落率　４　砺波市表町５－７

北陸中日 12 北陸三県の基準地価 富山県　砺波市

北陸中日 14 全用途と宅地　下落幅減少 基準地価　上昇率、富山市が上位

北陸中日 15 散居村地域「新交通」で対象拡大 乗り合いタクシー　砺波市が名称変更　「散居村型モビリティ　チョイソコとなみ」

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 28 県内の基準地価 砺波市

読売 29 基準地価　商業地　３年ぶり上昇　 富山駅北部　上昇目立つ　上昇地点　住宅地　砺波市２地点

読売 29 新型コロナ　新ワクチン　来週にも オミクロン「ＢＡ・５」に効果　県　特設会場予定　砺波市　１０月９日

朝日 22 北陸３県の基準地価　 富山　砺波市

  ２２日　木曜日
北日本 13 とやま　文芸散歩 小森ふじ子　砺波市在住

北日本 14 となみ野 ２０２２ビッグ庄川なんでも市　ほか

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 23 方言の違い　砺波で理解 ものもらい⇒めぼろ　定規⇒尺　同志社女子大生　合宿　住民から聞き取り

北日本 24 手の形のパン配り一時停止呼びかけ 園児　砺波市の出町青葉幼稚園　「横断歩道おもいやりの日」

北日本 24 朝市夕市　県内 砺波市

北日本 25 利賀ダムの無事故誓う 砺波で労災防止大会

北日本 30 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１３人

富山 12 コント 砺波・たぬき

富山 21 となみっ子応援基金に５１万円寄付 明治安田生命

富山 22 秋の交通安全運動スタート 砺波　砺波署と出町青葉幼稚園　「パンド（ハンド）サイン作戦」

富山 23 優しい風景画人気 砺波・　齋正機の世界展　園児が鑑賞　来月１日にギャラリートーク

富山 23 砺波の方言を調査　 同志社女子大ゼミ合宿　中井元富大教授企画

北陸中日 25 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　１３人
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  ２３日　金曜日
北日本 21 ダーツ遊びや皿回し楽しむ こどもみらい館巡回事業　「魔法学校へようこそ」

北日本 21 砺波市人事（１０月１日） 砺波総合病院人事（１０月１日）

北日本 22 花束で心晴れやかに 市内１６５施設へ贈呈始まる　砺波市

北日本 22 詐欺を防いだ店員に感謝状 砺波署

北日本 23 仕事と家庭両立　理想の職場探る イクボス宣言事業所研修

北日本 23 県への要望取りまとめ ブロック自治振興会連　砺波市役所で総会

北日本 28 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１６人

北日本 31 ４市町　月内から接種　県内オミクロン対応ワクチン １１市町村は来月以降　医療負荷懸念の声

北日本 31 オミクロン株対応のワクチン接種開始時期 砺波市　個別接種　１０月１１日　集団接種　１０月９日

富山 18 わら縄づくりで交流 砺波・庄東小　高齢者に学ぶ

富山 19 花届け、みんな笑顔に 砺波市が農家支援プロジェクト

富山 19 砺波市人事（１０月１日） 市立砺波総合病院人事（１０月１日）

富山 21 事件・事故 おしんこなど盗んだ疑い　砺波署

北陸中日 13 食欲の秋　富富富　せっせ収穫 砺波・鷹栖小児童ら　田植えした米

北陸中日 25 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 色づくコキア　浮かぶ星 砺波チューリップ公園の大花壇

  ２４日　土曜日
北日本 3 ２０２３県議選 瘧師県議が４選出馬表明　砺波市選挙区

北日本 19 工芸体験と食　満喫　 庄川なんでも市　砺波　「ビッグ庄川なんでも市」

北日本 19 新嘗祭の献上米　生徒ら刈り取る 小矢部　刈女の宇川碧泉さん（砺波高２年）ら

北日本 19 地元の味覚ずらり 砺波市農商工連携推進協議会の「となみのめぐみフェア」

北日本 19 会員の力作３２点 県洋画連盟砺波地区のチャリティー小品展

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 中島さん（砺波）最優秀 五箇山麦屋のど自慢

富山 2 バス遅延　アプリで確認 トヨタ　「マイルート」　１１月上旬にも県内全域拡大

富山 2 瘧師県議が４選出馬表明 砺波市選挙区

富山 18 第１０２回全国高校ラグビー県大会第１日 富山工、魚津工　準決勝に進出　魚津工５０－０砺波工

富山 18 第１０１回全国サッカー選手権県大会第１日　 高校サッカー　冬の選手権出場へ　３７校３６チーム熱戦

富山 23 ほたるいか 「となみのめぐみフェア」

北陸中日 10 中部日本吹奏楽コンクール出場校紹介　① 福井で来月１、２日開催　「一音心奏」を心掛けて　砺波市庄西中（小編成の部）

北陸中日 10 秋の花々　咲き誇る チューリップ四季彩館　「季節を彩る花々～秋～」

読売 25 全国高校サッカー　県大会 桜井ＰＫ戦制す　高岡向陵も　砺波工　砺波

  ２５日　日曜日
北日本 13 声の交差点 再読できた書棚の本　砺波市　紫藤道子（８８歳）

北日本 15 庄川弁財天　来年ご開帳 住民５０人史跡巡り理解　「史跡名勝巡りと歩こう会」

北日本 15 サツマイモ掘り　園児が収穫体験 砺波ＬＣ

北日本 15 カイニョと生きる 枝葉粉砕の操作学ぶ　太田自治会　チップにし野焼き防止

北日本 15 認知症予防楽しく学ぶ 砺波市南般若地区の老人会「高砂会」

北日本 16 人生の最期　迎え方考える 終末期医療研修会　砺波市地域包括支援センターと砺波医師会

北日本 16 九谷焼の名品並ぶ 初代徳田八十吉展　砺波市出身の洋画家、故清原啓一さんの作品なども

北日本 16 ルール守り交通安全 運転の悩み相談を　砺波署

北日本 17 越中おわら節全国大会 一般　本田さん（高岡）優勝　シニア山口さん（細入）　こども石崎さん（福光東部小）

北日本 17 ミニバスケで児童交流 第３３回砺波市長杯大会

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１１人

富山 11 コント 砺波・富之助

富山 18 児童の宿泊学習、人気 来月の合宿、競争率１６・７倍　砺波青少年の家

富山 19 部下の仕事と家庭　両立支援に理解 小矢部で「イクボス」研修

読売 29 石動埴生が優勝 となみ野少年野球

  ２６日　月曜日
北日本 17 ３市で防災・防火訓練 万一の事態　備え万全に　感染防止へ避難所分散　砺波

北日本 17 児童が富富富収穫体験 砺波市鷹栖小学校の５年生

北日本 22 新型コロナの市町村別感染者数 砺波市　１０人

北日本 23 声の交差点 マスクの功罪考える　砺波市　小西笑子（７２歳）
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北日本 24 散居節　情感豊かに 砺波でのど自慢　川西さん（高岡）優勝

富山 10 コント 砺波・りえちゃん

富山 18 寺院や企業、旅館に分散避難 砺波市総合防災訓練

富山 18 強風の火災想定 砺波市消防団

富山 23 「百花」川村さん　日本人初監督賞 スペイン映画祭　砺波チューリップ　重要な場面で登場

北陸中日 5 発言 古谷一行さん　金沢の思い出　上野亮平　７９　富山県砺波市

読売 25 全国高校サッカー　県大会 高岡第一　富山に快勝　３回戦８試合は来月２３日　砺波工

読売 25 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

  ２７日　火曜日
北日本 1 秋色に衣替え 砺波　コキア見頃　砺波チューリップ公園

北日本 13 声の交差点 農作業にヘルメットを　砺波市　菅野友之（６７歳）

北日本 13 とやま×私×フォト 「砺波野の路傍に真っ赤なポピー」　堀八郎（高岡市）

北日本 19 足踏み脱穀やはさ掛け体験 庄川小　砺波

北日本 20 ＳＤＧｓに対応 市商工業振興計画方針　砺波市

北日本 21 全国出場の出町小合唱クに激励金 砺波ＲＣ

北日本 21 子育て基金寄付に感謝状 砺波市　「となみっ子応援基金」

北日本 21 伏黒・林さん初入選 新制作展　◇絵画▽再入選＝佐藤芙美（砺波）　◇彫刻▽会員出品＝野村修三、東山秀誠（砺波）

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 クマ出没情報　２６日発表 砺波市　◇目撃▽庄川町金屋

富山 14 文芸喫茶 川柳　となみ野川柳会

富山 18 １４歳の挑戦　各地で職場体験 フードバンク理解深める　出町中３人

富山 20 富山児童文学賞　井頭さん（南砺） 童話コンクール入賞者決定　「ふたたびしあわせ花」　来月２日、射水で授賞式

富山 20 高岡一、龍谷富山　国際大付が大勝 ベスト１６出そろう　富山国際大付１３－０砺波工

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　オール庄川

富山 20 比美乃江稲積、福岡、滑川西部が決勝Ｔへ 第１９回県少年野球大会　出町３－５神保　ほか

富山 21 クマ目撃情報 ◇２６日▽砺波市庄川町金屋

北陸中日 26 新型コロナの自治体別感染者数 砺波市　９人

朝日 21 合唱コンクール　中部大会　 砺波・出町中が金賞　アンサンブル舞歌は銀　

  ２８日　水曜日
北日本 15 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇

北日本 25 実りに感謝　収穫の秋 千歯こき使い脱穀　砺波北部小

北日本 26 遅咲きヒマワリ満開 出町の休耕田　４万本　砺波

富山 22 １４歳の挑戦　各地で奮闘 太極拳でリラックス　砺波・出町中　立脇さん、旭さん、金森さん

富山 23 南砺市がＳＤＧｓ体験コーナー開設 イオンモールとなみ

富山 23 ダムの事前放流など　県への要望まとめる 砺波ブロック自治会連

富山 23 屋敷林の枝チップ化へ粉砕機を導入 砺波・太田自治振興会

富山 23 ネットの広告に注意　砺波で消費生活講座 「ステマ」など紹介　

富山 29 ほたるいか 砺波北部小で稲刈り体験

北陸中日 12 第６８回一陽展初入選者 絵画部　吉田誠夫（砺波市）

北陸中日 26 オミクロン株対応ワクチンの接種開始日 砺波市　個別接種　１０月１１日　集団接種　１０月９日

読売 24 よみうり文芸 川柳　砺波市　野村真里恵

読売 25 知事参列「功績に敬意」　安倍元首相国葬 半旗　県と南砺、氷見市のみ　富山駅前で反対デモ　知事「冥福祈る」

朝日 19 抗議と弔意　県内でも 安倍氏国葬

  ２９日　木曜日
北日本 5 砺波医療圏　５２４床減 県　２５年の目標示す

北日本 14 となみ野 となみ野グルめぐり２０２２　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

北日本 21 声の交差点 「五濁の時代に」の教え　砺波市　武部幹夫（８２歳）

北日本 21 声の交差点 東北勢初優勝に思う　砺波市　島田法子（７４歳）

北日本 23 世界の消費税一覧ファイルを贈る 砺波間税会

北日本 24 不明男児保護　大窪さんにも 砺波署

北日本 24 運転「気いつけん米」 砺波市交通安全協会五鹿屋支部

北日本 25 全国での活躍誓い激励会で歌声披露 出町小合唱ク

北日本 25 国体出場の選手を激励 射水・砺波
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富山 13 地鳴り 写真と見間違う作家の技に感心　角栄一　７０歳（砺波市）

富山 20 １４歳の挑戦 パッチワークの基礎身に付け　砺波・出町中の２人

富山 20 租税教育用にクリアファイル１１００枚 砺波関税会が寄贈

富山 21 自分で考え　初の修学旅行　砺波・出町小６年生 トロッコ電車乗車や水族館見学　きょう出発、県東部巡る

北陸中日 12 出町小合唱クラブ　全国へ ＮＨＫ音楽コンクール　砺波市長に報告

  ３０日　金曜日
北日本 25 風景や町並み描く マドカグループの絵画展　砺波市美術館

北日本 26 芸術と食　散居村で堪能 「楽土庵」来月５日開業　砺波

北日本 27 グラウンドゴルフ　第２２回砺波市秋季大会 庄川総合運動公園河川敷芝生広場

北日本 33 ニュースファイル 暴行疑い８５歳男逮捕

北日本 別刷3 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝 男子　庄川　庄西　出町　　

北日本 別刷4 北日本新聞金鷲旗争奪　県中学駅伝 女子　庄川　庄西　出町

富山 4 楽土庵で「土徳」を体感 砺波の古民家改修宿、内見

富山 22 １４歳の挑戦　中学生記者が取材 議員になった理由を質問　砺波・出町中生

富山 23 「住民の足　愛された加越線」 小矢部・薮波で講演会　廃線から５０年　資料保存会木本事務局長　駅新設の陳情など紹介

富山 25 全国大会出場へ小中高９団体誓い 県庁で激励会

富山 25 事件・事故 バス運転手をたたいた疑い　砺波署

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

北陸中日 26 散居村の古民家　心洗うホテルに 景観や料理で「土徳」を体感　砺波に５日オープン

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

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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