
　　　　　　　２０２３（令和５）年１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 2 ２０～３０代　移住増加３３％ 子育て環境重視４０％ 全国自治体アンケート 県内 高岡・砺波・小矢部・上市 ３市１町「増加した」

北日本 2 けさの人 第３５回全日本マーチングコンテストで金賞を受賞した砺波市庄西中学校吹奏楽部部長 小坂幸花さん

北日本 13 年頭所感 株式会社ＣＫサンエツ

北日本 27 みんなのＶＯＩＣＥ 今回のテーマ「飛躍の年」砺波市 ５０代 月のうさぎ

北日本 39 砺波の用水路 ８５歳女性遺体 砺波市東石丸

北日本 2‐3 総合公募展 第９回日展富山展 「アドレーション カーリエ モナステー」藤森兼明（日展顧問・洋画）ほか

北日本 3‐14 広告 贈り物にとなみのチューリップを チューリップの花言葉は「思いやり」

北日本 4‐4 全面広告 ２０２３年　迎春　砺波市　ほか　

北日本 4‐11 新春読者文芸 俳壇 人 砺波市 小野田裕司  佳作 砺波市 今井久雄　絵　里の春祭り　宮﨑悦郎（砺波市）

北日本 4‐13 新年小学生作品コンクール 図画 【１年】宮本一慧（砺波東部）

北日本 4‐14 新年小学生作品コンクール 作文 【１年】水戸椋太郎（砺波北部）

富山 1 龍の来た道 庄川ものがたり 作・砂原浩太朗 第１話 あにおとうと

富山 17 広告 株式会社ＣＫサンエツ

富山 26 対決！くらべて見よう、これとコレ ≪寒風雪岳≫下保昭

富山 31 龍の来た道 庄川ものがたり 作・砂原浩太朗 第１話 あにおとうと【１面から続く】

富山 32 コント 砺波・たぬき

富山 39 県産スギでバレルサウナ 夢の平スキー場に設置 砺波の鶴巻育林サービス「心身整えて」

富山 39 庄川挽物で野菜料理発信 「となベジ」検索２００万件突破

富山 44 中学生の部で有澤が優勝 観空・五十四歩 【個人】平安２ ５・６年②大澤嘉斐（武奨館砺波）ほか

富山 44 砺波の用水に女性遺体 砺波市東石丸

富山 3‐1 呉西プロジェクト ６市結束 輝く未来へ

富山 3‐2 呉西プロジェクト ６市連携 夏野砺波市長 圏域住民の支援向上

富山 3‐3 呉西プロジェクト 敦賀開業 夏野砺波市長 北陸一体で取り組む

富山 3‐4 呉西プロジェクト 実は得意です 夏野砺波市長 浄瑠璃に興味持つも…

富山 3‐5 呉西プロジェクト 夏野砺波市長 新交通でにぎわい創出 今年の１字「快」

北陸中日 17 呉西６市 美味な特産直売所マップで探して 観光協会施設などに設置

北陸中日 31 砺波の用水路で８５歳女性が死亡 砺波市東石丸

読売 27 新春ガイドとやま 催し 季節を彩る花々～新春～

読売 2‐15 広告 富山のおいしい水 北陸コカ・コーラボトリング㈱

日刊工業 5 日本ウイスキー、世界酔わす 国内の主なウイスキー蒸留所 ⓬若鶴酒造「三郎丸」（富山）

　２日　月曜日
新聞休刊日

　３日　火曜日
北日本 18 民意と歩む　議会診断 改革の歩み続く　砺波市議会

北日本 25 箱根駅伝 駒大１９年ぶり往路V

北日本 29 新年幕開け爽快ラン　元日マラソン 声援受け４７６人快走　富山　仮装ランナーも登場　女子①守内美結（砺波）

北日本 34 餅詰まらせ２人搬送 県内　砺波市の男性（５３）

北日本 35 県内コロナ４０６人感染 ３人死亡　砺波市の高齢者居宅施設でクラスター

富山 20-22 富山ルネサンス２０２３　おすすめ文化施設 砺波市　となみ散居村ミュージアムほか

富山 32 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編①　第１章　龍を遷す（１）　大地のたうつ暴れ川　西から北へ流路変遷

富山 33 県内コロナ４０６人　３人死亡 砺波市の高齢者居宅施設でクラスター

富山 33 餅詰まらせ２人が搬送 黒部と砺波　砺波市の５０代男性

富山 33 ほたるいか 砺波市のイオンモールとなみ

北陸中日 1 子ども食堂増加「交流インフラ」 魚津充実　一方　３町村ゼロ　県内３９ヵ所

北陸中日 23 増える子ども食堂 気付き寄り添う場に　地域との連携模索　食品保管に課題も

北陸中日 23 各自治体の主な子ども食堂支援事業 砺波市　開設補助に上限２０万円

北陸中日 23 県内４０６人感染 砺波市の高齢者居宅施設でクラスター

北陸中日 23 餅を詰まらせ県内２人搬送 砺波市の男性

読売 35 砺波　用水路に８５歳遺体 砺波市東石丸

日経 24 昆布めでたや津々浦々 鏡餅などの飾り物、味わいも深い生活誌を訪ねて

　４日　水曜日
北日本 24 四季の散歩道　其の参 砺波市文化会館　砺波市美術館

北日本 27 声の交差点 「正信偈」で始まる新年　砺波市　武部幹夫（８２歳）

日付・曜日・紙名・ページ　　主見出し
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北日本 31 書き初め　力強く 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

北日本 31 １８０人　気持ち新た 砺波剣友会の稽古始め

北日本 31 １年の精進誓う 県柔道連盟砺波支部

富山 1 全市町村に輸出窓口 農産物、富山県と連携　３月、仏で日本酒売り込み

富山 4 広告 砺波市　庄川と散居が織りなす花と緑のまち　砺波市長　夏野修　新年のごあいさつ

富山 9 地鳴り 年末の福野大市　人少なく寂しい　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 16 一年の精進誓う 技の上達願い力強く　砺波剣友会では１８０人

富山 17 銅板１万５０００枚　葺き替え進む 裏側に奉納者の名前　南砺・越中一宮髙瀬神社

富山 22 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編②　第１章　龍を遷す（２）　千保川こそ本流なり　瑞龍寺に水害の危機

富山 23 ほたるいか 砺波市児童クラブ連合会の書き初め大会

北陸中日 10 伝える　コロナ禍の伝統工芸　３⃣ １０年ぶり　新芽に期待

北陸中日 10 まっさらな気持ちで 砺波の児童が書き初め大会　砺波市児童クラブ連合会

北陸中日 10 メーン！　元気良く 砺波剣友会　小中高生ら稽古始め

　５日　木曜日
北日本 12 ２０２３　新年来社 本社　政治・行政　◇県議　米原蕃氏　ほか

北日本 13 ２０２３　新年来社 砺波支社　◇県議　瘧師富士夫氏　ほか

北日本 24 バレーメンバー　住民と餅つき 栴檀山　「ＶＣ富山」と栃上青年団

北日本 31 庄川民芸館　芸術拠点に 富山大教員団体が計画　映像技術駆使し創作　学生と住民つなぐ施設

富山 3 本社来訪　（４日） ◇富山本社▽新年あいさつ　瘧師富士夫氏（県議会副議長）　砺波総局　ほか

富山 19 各地で執務始め式 砺波市　

富山 19 バレーボールの小中学生が餅つき 砺波・栃上青年団企画

富山 21 事件・事故 砺波の女性、死因は溺死　砺波市東石丸の用水路

富山 24 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編③　第１章　龍を遷す（３）　表現できぬ大きな恩　利長を敬慕した利常

北陸中日 12 紅白葉ボタン　卯年彩る 砺波・県花総合センター　巨大ウサギ顔　登場

北陸中日 13 庄川－井波に無料バス 月、金曜限定　あす実証実験開始　病院や商業施設巡回　乗降どこでも

北陸中日 25 砺波の用水路で死亡女性は溺死 富山県警砺波署

朝日 21 縁起もの　新春に彩り 砺波・チューリップ四季彩館　季節展示「季節を彩る花々～新春～」

　６日　金曜日
北日本 6 さらなる成長へ決意 県内　製造業トップ仕事始め　北陸コカ・コーラボトリング　稲垣晴彦会長

北日本 10 新年来社２０２３　５日 本社　政治・行政　交通基盤を強化　砺波市　夏野修市長　砺波支社　ほか

富山 1 県内５地点で冬日 きょう「小寒」

富山 2 「跳躍の年」へ決意 県内７市町長が来社　散居村の交通モデルに　夏野砺波市長

富山 3 本社来訪　（５日） ◇砺波総局▽新年あいさつ　夏野修氏（砺波市長）ほか　

富山 19 葉ボタンでウサギ描く 砺波・県花センター

富山 20 都道府県駅伝へ闘志 県男女チーム壮行会　県チームメンバー　▽コーチ　新井和祉（砺波市体協）

富山 21 出町が初戦敗退 ジュニアウインターカップ第３回全国Ｕ１５バスケットボール選手権第２日

富山 21 紙風船 世相を映す正月

富山 24 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編④　第１章　龍を遷す（４）　不況対策の核を守る　高岡版ニューディール

北陸中日 5 発言 カンカン野菜　美味かつ滋味　上野亮平　８０　富山県砺波市

　７日　土曜日
北日本 4 新年来社２０２３　６日 砺波支社　ＮＰＯ法人もったいないフードバンクとなみ「ひまわり子ども食堂」嶋村信之理事長　ほか

北日本 22 市道の照明　全てＬＥＤ 新年度　年１０００万円を削減　砺波市

北日本 22 わが家のアイドル 浅谷美衣ちゃん　２歳　砺波市十年明

北日本 22 １００歳おめでとう 西元梅子さん（砺波市庄川町庄）

北日本 23 高齢者移動に無料バス　 井波－庄川で実証運行　買い物や通院支援　月・金曜に１日３便

北日本 28 ドリーム券の当選番号決定 砺波市商店街連盟

北日本 30 県内コロナ　１６９２人が感染 ２日連続１０００人超え　砺波市の介護老人福祉施設でクラスター

北日本 30 珠洲で震度４　富山は震度２ 砺波など８市町は震度１

北日本 31 ドローン教室　開設急ぐ 国家資格化で県内教習所　物流や点検　企業関心

富山 3 本社来訪　（６日） ◇砺波総局▽新年あいさつ　白山久一氏（庄川泉源相談役）ほか　

富山 19 コント 砺波・富之助

富山 22 井波－庄川で無料バス 「一つの商圏」で外出支援　イドウラボが企画運営　月・金に３便、実証運行

富山 23 台湾との絆　さらに強く チューリップ展で訪問団　砺波市が来月　旅行会社、商社でＰＲ

富山 23 道路照明灯をＬＥＤ化 市道の４８２基　砺波市

富山 23 新年度予算一般会計　２３０億円規模に 夏野市長

富山 23 コキア新春彩る 砺波・四季彩館　季節展示「季節を彩る花々～新春～」

富山 28 重症者９月以来１０人 県内コロナ、感染１６９２人　クラスター４件　砺波市の介護老人福祉施設で１３人
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富山 28 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑤　第１章　龍を遷す（５）　「砦」だった瑞龍寺　防衛ラインを形成

富山 29 成人１８歳引き下げで県内全市町村 式は「二十歳の集い」に　対象年齢従来通り　名称変更　砺波　二十歳の式典

北陸中日 27 珠洲で震度４ 昨年１１月以来　震度１＝砺波市栄町、同市庄川町

北陸中日 27 県内１６９２人感染 四件のクラスター　砺波市の介護老人福祉施設で十三人

読売 22 「成人式」なくなる⁉　各市町村　新名称 ５市町「二十歳のつどい」　成人年齢引き下げ　表記思い様々

　８日　日曜日
北日本 1 厄託しコイ放流 庄川で伝統行事　砺波市庄川町金屋地区の伝統行事「厄払い鯉の放流」

北日本 9 みんなのＶＯＩＣＥ　「新成人の門出」 砺波市　５０代　はるりとなみ

北日本 9 声の交差点 駅伝全国４位は痛快　砺波市　島田栄（７４歳）

北日本 14 防火の決意新た 砺波　消防団員が一斉放水

北日本 14 安心できる居場所に 出町　子ども食堂開設　「出町ふれあい食堂」

北日本 15 個性光る色紙並ぶ 砺波　玄土社瑞穂書会の第３７回癸卯歳色紙展

北日本 21 焼損６０棟　前年の３倍　昨年　高岡の火災 年明けはや２件　要警戒　２０２２年の県内の出火件数　砺波市　５件

富山 1 砺波・庄川の奇祭　「厄払い鯉の放流」 お神酒そそぎ厄ゴクリ　男女８人息災願う

富山 11 地鳴り あと１０年は運転続けたい　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 11 コント 砺波・富之助

富山 16 出町にふれあい食堂 砺波、舘さん夫婦が開設

富山 17 魅せた火消しの心意気　各地で消防出初め式 砺波市　２３分団が一斉放水

富山 18 となみ野ボーイズ　今季の必勝祈願 南砺・髙瀬神社で

富山 19 日本経済大女子監督　児童に基礎指導 砺波でサッカー教室　砺波市サッカー協会

富山 19 砺波産野菜の消費拡大へ情報交換 農家や飲食店

富山 22 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑥　第１章　龍を遷す（６）　利常の政治力の凄み　廃城後も水堀を維持

北陸中日 10 〝酔い〟年へ　コイで厄払い 庄川　お神酒飲ませ川に放流

北陸中日 23 北陸のスキー場　物価高直撃 リフト値上げ　割れる判断　「存続のため」「客離れ懸念」

毎日 19 女性初、１０年ぶり後継者 富山・砺波の庄川挽物木地

　９日　月曜日
北日本 15 県内各地で「はたちの集い」 祝福に笑顔見せ　母に感謝　恩返しを　砺波

北日本 22 県新年将棋　荒木さん（富山）無差別連覇 三段位は池野さん（金沢）　最優秀賞争奪戦　③小島隆志（砺波）ほか

富山 12 １４児童クラブの書き初め３４４点 砺波市美術館で展示

富山 12 児童がお点前披露 砺波で初釜のつどい　砺波市出町児童センター

富山 13 子ども役者上達誓う 砺波・出町子供歌舞伎　松川さん指導、稽古開始

富山 14 「成人」あらためて自覚 県内で２０歳祝い　砺波市二十歳の式典　市文化会館

富山 18 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑦　第１章　龍を遷す（７）　大千保川　すぐ裏手に　ハザードマップが示す

北陸中日 10 新春の花々　縁起良く 砺波・四季彩館で展示　企画展「季節を彩る花々～新春～」

　１０日　火曜日
北日本 11 ピアノ　国際大会４位　飛躍誓う 会社員と〝二刀流〟の挑戦　砺波出身　松本さん

北日本 16 ２０歳の２人祝う 手をつなぐ育成会砺波地域連合会の「２０歳を祝い新春に語る集い」

北日本 17 声の交差点 温かい杉本八段に感謝　南砺市　今井春継（６９歳）

北日本 17 声の交差点 「吾以外皆我師」に倣う　砺波市　上野亮平（８０歳）

北日本 17 とやま×私×フォト 「晩秋を行くみずすまし号」　五箇山の野良猫（南砺市）

北日本 18 リーダー育成研修に重点 となみ青年会議所（ＪＣ）

北日本 21 １１０番かけ間違い倍増 ２２年　県警受理　スマホ誤作動で通報も　きょう１１０番の日　砺波のＳＣでＰＲ

富山 9 地鳴り 開けられないススダケの瓶　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 9 地鳴り イラスト　深澤洋子（砺波市）

富山 16 ２０歳迎えた２人祝福 手をつなぐ育成会となみ

富山 16 心がほっこり　彫刻、版画３８点 砺波で野村さん個展　「ほっこり　彫刻・版画展」

富山 16 火災２年連続で減少 砺波消防本部まとめ

富山 17 リーダーシップ向上を となみＪＣ　会員の研修充実

富山 18 龍谷富山など　女子８強入り 県高校新人バスケットボール選手権第１、２日

富山 22 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑧　第１章　龍を遷す（８）　大千保川は幅１キロ？　高低差から歴史体感

北陸中日 24 庄川挽物木地　私が担う １０年ぶり後継者　初の女性職人　「経験ゼロでもできる　伝える」

北陸中日 25 県内３９４人感染 一週間の感染者数　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）は七百六人

毎日 17 県大会に１７団体 第４４回砺波地区アンサンブルコンテスト

　１１日　水曜日
北日本 2 来社　１０日 砺波支社　納村茂氏（チューリップ交通代表取締役）ほか

北日本 13 弦短歌会１５周年の集い・作品表彰 砺波市　平岡和代

北日本 15 とやま×私×フォト 「紅葉の庄川峡」　堀八郎（高岡市）
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北日本 19 書き初め真剣に ３７００人　筆を運ぶ　第６８回砺波市児童生徒書き初め大会

北日本 19 感謝込めお点前 初釜のつどい　砺波市出町児童センター

北日本 28 安念鉄夫氏が死去 元砺波市長　庄川町と合併　９０歳

富山 3 本社来訪　（１０日） 砺波総局　新年あいさつ　松本誠一氏（砺波市建設業協会長）ほか

富山 21 優良従業員を表彰 砺波・庄川町商工会

富山 22 となみ野ボーイズ第２期生が卒団式 南砺・井波

富山 26 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑨　第１章　龍を遷す（９）　木町は「ゼロ番町」　川が交わる物資拠点

富山 26 安念鉄夫元砺波市長が死去 ９０歳　旧庄川町と合併進める

北陸中日 24 元砺波市長 安念鉄夫さん　１０日、肺炎のため死去、９０歳

読売 27 安念鉄夫氏　９０歳 １０日、死去

　１２日　木曜日
北日本 6 老子製作所・若鶴酒造が受賞 ものづくり日本大賞　中部経産局長賞

北日本 13 ＮＩＥ　教育に新聞を　第１９回　わたしの新聞コンクール　安井君（高岡高陵小３）ら金賞 ３部門の入賞作決まる　新聞感想文金賞　竹田脩真さん　砺波高１年　ほか

北日本 15 深まる創作の展開伝える 至高の精神展　総集編　１４日から砺波市美術館

北日本 16 となみ野 マリコのわくわくアート講座臨床美術展　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

北日本 16 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 16 声の交差点 高商野球部創部１００年　砺波市　砂﨑猛雄（８２歳）

北日本 25 優良従業員を表彰 庄川町商工会

北日本 25 きょうもにっこり 青年海外協力隊員　津田雄飛さん（砺波市・３２歳）

北日本 25 ６０周年祝い一句 福野川柳社　最優秀に篠島会長

北日本 27 飛躍願い　葉ボタン７００鉢 県花総合センター　季節展示「お正月」

北日本 27 昨年の消防出動状況 火災の死者３人　前年から２人増　砺波地域消防組合消防本部

富山 11 地鳴り 先輩と初めてスーパー銭湯へ　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 11 コント 砺波・りえちゃん

富山 21 鋳造製蒸留器が受賞 ものづくり日本大賞　中部経済産業局長賞

富山 24 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑩　第１章　龍を遷す（１０）　「特権」掲げた高岡人　木町も金屋も山町も

富山 25 ほたるいか 砺波市福祉センター麦秋苑の茶道教室「お茶を嗜む会」

北陸中日 12 砺波の獅子舞　５割復活 昨年開催、郷土資料館が調査　コロナで奉納中止「今年は１００％戻るかも」

　１３日　金曜日
北日本 19 とやま×私×フォト 「細い月」　かずひろ（砺波市）

北日本 21 飛躍の年へ卯の木像 井波彫刻師　音琴さん

北日本 21 新年祝い一服 福祉センター麦秋苑　茶道教室「お茶を嗜む会」

北日本 21 県警本部長・署長感謝状 砺波署

北日本 22 縁起植物　新年華やか チューリップ四季彩館展示　季節展示「季節を彩る花々～新春～」

北日本 23 眞門さん（富山出身）準特選に選出 独立書展　審査会員＝千代歩月（砺波）

北日本 28 消防次長を書類送検 砺波　酒気帯び運転疑い

富山 16 祭りの魅力をツアーで 越中青年会　今春から　練習や準備紹介　クイズ大会も実施

富山 16 功労６人に感謝状 砺波署が贈呈

富山 17 昔の農具の使い方　児童に動画で紹介 砺波民具展示室　今月下旬から　農のデジタル博物館に

富山 22 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑪　第１章　龍を遷す（１１）　天正地震で川筋変動　２０日間せき止められ

北陸中日 12 ロボ　コロナ病室除菌 砺波総合病院が県内初導入　ＡＩで自律走行、紫外線照射

朝日 21 北陸経済　リムジンタクシーで特別な時間を となみ観光交通　県内初運行

朝日 21 全日写連だより 推薦に藤丸さん　県本部・秋の撮影会「砺波・南砺の秋風景を写そう」

　１４日　土曜日
北日本 6 知恵絞り難局越え 砺波商議所　賀詞交歓会

北日本 23 きょうもにっこり 砺波市出町児童センター副館長　中山真由美さん（砺波市・６１歳）

北日本 23 砺波市児童クラブ連合会書き初め大会 ◇１年▽金賞＝塩谷幸花（小杉）ほか

北日本 24 ２０２３展望　市町村長に聞く 夏野修砺波市長　施策　完成形へ進化

北日本 24 記者の目 庁舎整備と進退注視

富山 5 県内の訪日客　回復傾向鮮明 庄川や富山市内　台湾などアジアから　富山―台北　臨時便に期待

富山 15 地鳴り 年賀状見て感動と感謝　紫藤道子　８８歳（砺波市）

富山 15 地鳴り 団体厄除の小宴　旧交温め深酒　嶋村了吉　５９歳（砺波市）

富山 20 ロビー展 書き初め展・癸卯色紙展　富山銀行砺波支店

富山 20 ロビー展 柴田智美恵さん・おりがみ展　北陸銀行庄川支店

富山 21 交通安全、二十歳の誓い 砺波署に署名簿を提出
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富山 21 コロナ禍、物価高　「協力して克服を」 砺波会議所賀詞交歓会

富山 26 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑫　第１章　龍を遷す（１２）　火事より洪水が怖い　射水平野が泥海に

　１５日　日曜日
北日本 21 みんなのＶＯＩＣＥ　「値上げと節約」 砺波市　５０代　女性　今年はうさぎ年ですね

北日本 23 親子集い語らう場に 砺波　高波　旧幼稚園舎にカフェ

北日本 23 絵画や版画　力作ずらり　庄川美術館 最後の「水きらら・人・花展」　砺波

北日本 25 気鋭作家の新作・近作 市美術館　「至高の精神展」開幕　砺波

富山 4 県議選　それぞれの数字　３６ 自民、全議席の９割目標　射水、氷見が勝負どころ

富山 30 県内各地で左義長、火祭り 無病息災　炎に願う　砺波・太田、北高木、江波、五鹿屋

富山 31 いこいのカフェ　オープン 砺波・旧高波幼稚園で週４日営業

富山 36 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑬　第１章　龍を遷す（１３）　庄川東遷で地形激変　柳瀬普請の謎を解く

　１６日　月曜日
北日本 21 伝統工芸の魅力　体験 高岡　砺波　南砺　初のワークショップ　職人指導　家族で挑戦

北日本 21 照明や外壁の改修完了し式典 市Ｂ＆Ｇ海洋センター　砺波

北日本 27 声の交差点 読みやすく面白い物語　砺波市　平岡隆（７１歳）

富山 21 地鳴り 母のお雑煮思い出す正月　西山好美　６６歳（砺波市）

富山 22 Ｂ＆Ｇ海洋センター　リニューアル祝う 砺波で式典

富山 22 剣道大会６６人熱戦 ◇小学生の部▽３年生以下　嶋田燈（庄川スポ少）ほか

富山 23 プログラミングや風船アート体験 砺波で奉仕活動紹介展　

富山 28 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑭　第１章　龍を遷す（１４）　利常を動かした増仁川　今は神社が残るのみ

朝日 33 ３８団体が県大会へ進出 アンサンブルコン３地区大会　砺波市文化会館で県アンサンブルコンテスト

　１７日　火曜日
北日本 1 阪神大震災から２８年　防災に女性視点　途上 県内自治体　生理用品・離乳食　備蓄に差　１０市町村　担当職員ゼロ

北日本 1 池田静岡大教授（砺波出身） 性別・年代　多様な視点を

北日本 17 宮﨑会長を再任 市美術協会　砺波

北日本 17 交通安全署名３９３人分を提出 「二十歳の式典」代表　砺波署に

北日本 18 ボランティア活動紹介 市内１０団体　プログラミングも　砺波

富山 17 地鳴り 加賀萬歳の衣装　手作りに驚く　黒田和也　４５歳（砺波市）

富山 19 宮﨑会長を再任 砺波市美術協会

富山 24 龍の来た道　庄川ものがたり 歴史ルポ編⑮　第１章　龍を遷す（１５）「龍の首」を押さえる　松川除、４４年かけ完成

北陸中日 29 県内２２４人感染 厚生センター別　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）は七百九人

毎日 21 戦禍のバレエ団へ寄付　ウクライナ国立歌劇場 富山・音楽愛好家ら　３０年前の恩返し　来日の団員へ直接２００万円

　１８日　水曜日
北日本 13 花深処無行跡　棟方志功生誕１２０年　⑩ 集い喜び分かち合う　若手書家と会結成

北日本 13 とやま　文芸散歩 二俣れい子　砺波市在住

北日本 13 県内同人８人が小説やエッセー 「野の声」４９号刊行

北日本 19 消防団応援の店　「サンタス」登録 表示証交付

富山 11 地鳴り 今年から日記を「５年物」に　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 11 コント 砺波・りえちゃん

富山 17 サンタスに消防団応援の店表示証 砺波市消防団

富山 19 夜高行燈　半数が復活　砺波 郷土資料館調査　昨年３１団体実施　「心途切れないように」

富山 19 年賀状にウサギ元気よく イオンとなみで子ども作品展

富山 22 １２２２人感染　２人死亡 先週比７０８人増　県内コロナ　砺波公共職業安定所　職員１人

富山 23 ２２年ふるさと納税寄付額 県と１１市町　過去最高　サイト追加、返礼品拡充　８市で補正予算積み増し　自治体、ＰＲ強化に知恵

北陸中日 12 消防団応援の店に「サンタス」を登録 砺波で１６店目

読売 24 よみうり文芸 短歌　砺波市　下保憲一　俳句　川柳　砺波市　野村真里恵

読売 24 北陸　小旅行　宝コミックフィールド 漫画６万冊　公設図書館

　１９日　木曜日
北日本 5 砺波地域の種もみ合格率　８７％に大幅向上 法人化や機械化推進

北日本 14 となみ野 マリコのわくわくアート講座臨床美術展ほか

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 砺波市美術館　松村外次郎記念庄川美術館　庄川水資料館

北日本 21 小学校　安全に通おうね 園児がヒヤリマップ作成　あぶらでん認定こども園

北日本 21 表情愛らしい木彫人形並ぶ 牛島さん作品展　砺波

北日本 22 行員２人に署長感謝状 砺波署　北國銀行砺波支店と行員に

北日本 23 一足早く春を チューリップ出荷最盛期　砺波市三郎丸の農産物生産販売会社「フルール」
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富山 18 うさぎの絵本ずらり 今年の干支でコーナー　砺波図書館　昔話や写真、戯画も

富山 18 北國銀行砺波支店　詐欺被害防ぐ 砺波署　感謝状贈る

富山 19 動画で生の企業情報の発信を 砺波市が採用セミナー　「人材採用支援出前セミナー」

富山 25 ほたるいか 砺波市のあぶらでん認定こども園で交通安全ヒヤリマップ作成会

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

毎日 21 富山西部６市が「直売所マップ」 特産品もＰＲ　砺波のチューリップなど

　２０日　金曜日
北日本 5 ワンチームとやま会議　子育て・観光で連携 新年度の推進項目決定　

北日本 5 首長の主な発言 デジタル人材活用推進を　夏野修砺波市長

北日本 19 なんと版画年賀状公募展 宮下さんら３人大賞　▽優秀賞＝石村優衣（砺波市砺波北部小４）ほか

富山 3 子育て、観光で連携強化　知事と市町村長意見交換 ワンチームとやま会議　新年度推進項目を了承　

富山 3 教員支援員事業費 市町村負担に異論

富山 17 窓口の不審者対応で訓練 砺波市役所

富山 18 感性光る秀作３０点 北國写真展富山展きょう開幕　富山新聞高岡会館

北陸中日 12 子育て施策の強化　新たな連携項目に ワンチームとやま会議

北陸中日 13 なんと版画年賀状 大賞に宮下さん（氷見・朝日丘小）ら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 23 赤白黄　心に春 砺波　展示「季節を彩る花々～新春～」

　２１日　土曜日
北日本 4 健康教育優良校　県教委が表彰 ◇近視予防部門▽優良校＝砺波市鷹栖小

北日本 21 昔の人の知恵　素晴らしい 砺波東部小　郷土の歴史学ぶ　砺波

北日本 22 ６５歳　がん検診無料 砺波　７０歳以上は２割負担　市議会全員協議会

北日本 22 複式学級なら小学校再編検討 砺波市教育委員会　市議会全員協議会

北日本 22 チューリップ公園　面積拡大を承認 砺波市都市計画審議会

北日本 23 ｗｉｔｈ　Ｚ（高岡工芸高）最優秀賞 ミラコン　６校７チーム出場　▽実験賞＝砺波工業高電気科

北日本 23 交通安全表彰たたえる 砺波

富山 5 株主総会招集許可申し立て 日本製麻　筆頭株主のゴーゴーカレーグループ

富山 23 宮島、梨木、宮下さん大賞 南砺・福光美術館　きょうから版画年賀状展

富山 23 市町村議会（２０日） 砺波市　７０歳以上がん検診　新年度から有料化

富山 24 新川事務所を統合 来年４月、富山センターに　県共済組合

富山 24 寒甘アスパラ　ホワイト人気 砺波、南砺で収穫本格化　移植前に根株冷やす工夫も

富山 24 ポスター最高賞の須波さんらたたえ 県、富山で表彰式

富山 24 土地改良施設や田園風景１６６点 県、富山で写真展　県農村振興技術連盟の第３４回写真展

富山 25 最優秀は高岡工芸高 富山でミラコン

富山 29 ほたるいか となみ散居村ミュージアムの「昔の生活の見学会」

　２２日　日曜日
北日本 11 みんなのＶＯＩＣＥ　「同時流行防ぐには」 砺波市　５０代　クリスマス３日前の機械屋さん

北日本 13 庄川峡眺め　サウナ満喫 地元食材や挽物木地も　ゆめつづり　初の催し

北日本 14 ２６日　文化財防火デー　各地で訓練 地域の宝　守ろう　砺波　若鶴酒造大正蔵　住民ら６６人連携

北日本 18 砺波のチューリップ切り花 首都圏イオンでＰＲ

富山 1 雪の庄川峡　航跡描く 県内冷え込む

富山 2 日曜特番　どうする地方議員の報酬 富山県内　政活費不正で議論進まず　複数議会、具体化も見送り　定数削減へ「あめ必要」の声

富山 4 砺波市選挙区当選へ集い 自民市連女性部

富山 4 経済　今週の動き 富山　砺波商工会議所

富山 10 地鳴り 生ごみ回収で元気か確認　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 16 庄川沿いでテントサウナ 砺波・ゆめつづりで初企画

富山 17 文化財守る決意示す　各地で訓練 砺波・若鶴酒造大正蔵で連携確認

富山 17 チューリップ公園　０・２㌶拡張承認 砺波市都市計画審議会

富山 19 チューリップ切り花　千葉でＰＲ、展示販売 砺波切花研究会

北陸中日 10 とやまの仲間たち　②　 ＮＰＯ法人もったいないフードバンクとなみ　食料を必要な世帯に

　２３日　月曜日
北日本 13 成長期の体　動かし方学ぶ 砺波市野球連盟講習会

北日本 22 新春ことほぐ初釜　和やか もてなしの席　１８２人堪能　北日本となみ野茶会

富山 7 月曜川柳　乱反射 紫藤道子（砺波）

富山 14 高校生と児童　互いに成長 昨年人気の「合宿」冬も実施　教員志望の生徒が協力　県砺波青少年自然の家

富山 14 富大ワークショップ　県産材で作品作り 砺波・庄川美術館　「とみだい☆ぺけぺけアートショップ」

富山 14 郷土民謡で新春祝う となみ昇栄会が弾初会
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富山 20 県内コロナ３９０人 クラスター　砺波市の医療機関で入院患者５人

　２４日　火曜日
北日本 1 左義長の歌　砺波に今も ２８面

北日本 5 塩井支部長を再任 新田知事後援会富山支部　砺波を除く１４市町村で設立

北日本 6 日本製麻に役員退任要求 筆頭株主のゴーゴーカレー　３月にも臨時株主総会　業績低迷理由に

北日本 6 ズーム 日本製麻　

北日本 6 富山けいざい　短信 ＩＳＯ２２０００を取得　若鶴酒造

北日本 21 理科教育に功績の教諭６人に助成金 県理科教育研究助成金交付式　砺波市出町中情報科学部が活動報告

北日本 28 あなたの知りたいっ！　特報班 左義長に歌？　砺波の一部に今も　子ども主体行事の名残

富山 3 県議選とやま　３・３１告示　４・９投開票 自民県連常任総務会　計３４氏当選目指す　候補の顔触れ固まる　２次に公認５氏、推薦１氏

富山 5 臨時株主総会の基準日は来月１０日 日本製麻　

富山 5 ＩＳＯ２２０００取得 若鶴酒造

富山 17 地鳴り 今も大事だが将来も大切　河合泰　８９歳（砺波市）

富山 17 地鳴り 選手が発する言葉にも期待　北清俊一　６５歳（砺波市）

富山 19 砺波　議会報告会を細分化 ３０日から、全２１地区で開催　砺波市議会

富山 19 砺波地方の獅子舞学ぶ 小矢部・若林公民館　砺波郷土資料館の脊戸高志副館長が講演

北陸中日 27 県内１７２人新規感染 一週間の感染者数　厚生センター別　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）五百九十七人

読売 23 県議選　顔ぶれ固まる 告示まで２か月　富山第１激戦予想　砺波市など６選挙区　無投票公算

　２５日　水曜日
北日本 1 最強寒波　県内吹雪　きょう平野部降雪５０㌢ 真冬日予想　凍結注意　最低気温　砺波　氷点下５・７度

北日本 1 鉄道運休、幹線道通行止め… 交通大幅乱れ　北陸自動車道　砺波インターチェンジ－金沢森本ＩＣ間など通行止め

北日本 17 声の交差点 天神様と孫の書き初め　砺波市　武部幹夫（８２歳）

北日本 17 声の交差点 成人式迎えた最後の孫　砺波市　村中正敏（９２歳）

北日本 19 昔の農具　動画で紹介 砺波郷土資料館　田植え定規など８点

北日本 19 冬合宿通し児童仲良く 青少年自然の家　砺波　「冬のワクワク合宿」

北日本 20 富山県をよくする会　中学生１９人・１９団体表彰 生徒会やボランティア活動　個人　水口あかりさん（庄川）ほか

北日本 21 全国製図コンクール　最優秀特別賞 窪島さん（砺波工３年）大田さん（魚津工３年）

北日本 21 人材獲得のヒント　企業関係者学ぶ 採用支援出前セミナー　砺波市

富山 1 最強寒波で交通混乱　１０市町に大雪警報 富山市中心部降雪１９㌢　国道と北陸道　県境で同時通行止め

富山 5 「北陸軸の会社にする」 ゴーゴーカレー宮森社長　インタビュー　日本製麻経営陣　刷新を提案

富山 5 直接経営　メリットある 一問一答

富山 17 コント 砺波・りえちゃん

富山 19 犂、ころがし、唐箕…　昔の米作り　動画で理解 砺波民具展示室　道具と一緒に学ぶ

富山 19 福野小児童に訴え 砺波ＬＣ　薬物乱用防止教室

富山 19 全日本安協の優良団体表彰を報告 砺波市長に市老連

富山 20 富山県をよくする会　中学生１９人１９団体たたえ 団体　全校集会で課題考える　砺波市般若中生徒会　ほか

富山 21 理科教育研究　６教諭に助成金 富山で交付式　第３５回県理科教育研究助成金交付式

富山 24 県内コロナ　新たに８０９人 ４人死亡　県内の機関が発表した感染者　砺波公共職業安定所　職員２人

北陸中日 1 最強寒波　県内襲来 各地で今季最低気温　国道通行止め　

北陸中日 1 きょうの紙面 日々　ひと言　砺波南部小３年の川辺悟生君

北陸中日 12 民具の使い方　動画で 砺波郷土資料館、国重文を紹介　「らせん水車」「唐箕」、過去の映像も

読売 26 よみうり文芸 俳句　砺波市　野村真里恵

読売 27 大雪　各地で対策に奔走 きょうも警戒呼びかけ　運転見合わせや最終の繰り上げ　鉄道

読売 30 通行止め、欠航　相次ぐ 最強寒波　きょうも影響拡大

読売 23 雪　交通網が混乱 欠航次々　きょう休校も

　２６日　木曜日
北日本 1 冬の庄川峡　訪日客続々 ２３面

北日本 1 県内全域　真冬日　１５年２月以来 スリップ事故多発　冬型　きょう緩む見通し　県内の積雪量　砺波１３㌢

北日本 1 きょうのｗｅｂｕｎ　主なニュース 春を呼ぶチューリップ展

北日本 5 デマンド交通　「バス・タクシーと共存を」 県地域戦略会議　事業者が要望

北日本 14 となみ野 マリコのわくわくアート講座臨床美術展　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　庄川水資料館

北日本 20 パステルアート　優しいタッチ 講師２人展　

北日本 20 わが家のアイドル 鈴木果乃ちゃん　９カ月　砺波市小島

北日本 21 ７０年の歩み　記念誌に 庄川町商工会　グラフ・表使い紹介

北日本 21 不審者対応を確認 市職員　訓練　砺波市
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北日本 21 きょうもにっこり 健康生きがいづくりアドバイザー　林憲一さん（砺波市）

北日本 21 第６８回砺波市児童生徒書き初め大会 小学生◇北日本新聞社賞・特選▽１年＝音頭紅芭（出町）ほか

北日本 22 雪道の運転　若手社員習う チェーン着脱も　砺波安全運転管理者部会

北日本 23 冬の庄川峡　訪日客続々 入国制限緩和に春節

北日本 23 ミセス世界大会　堀田さん出場 ４月　ゴージャス部門

北日本 23 お米マイスター　「稼ぐ農業」紹介 砺波市農業者協議会　新春講演会　

北日本 31 揺れる絹糸カーテン 砺波　大門そうめん作り最盛期

北日本 31 凍結防止作業中転落し男性重傷 砺波市十年明の国土交通省砺波除雪ステーション

富山 3 バス、タクシーと共存を 県・地域モビリティ部会　デマンド交通に意見

富山 3 県議会２月定例会　２４日から２０日間 議会運営委員会

富山 13 地鳴り 県民にとって喜ばしい優勝　犀川寮明　７４歳（砺波市）

富山 13 コント 砺波・たぬき

富山 21 砺波のフードバンクに協力を ＲＣ例会で嶋村氏

富山 21 寒締めこまつな最盛期 ＪＡとなみ野管内の生産者　厳しい寒さで糖度増す

富山 22 砺波・庄川遊覧船　春節で人気最高潮 台湾、香港客ら雪景色満喫

富山 23 事件・事故 積んだ凍結防止剤から転落　砺波市十年明

北陸中日 1 極寒　震える県内　全地点で真冬日に スリップ７７件

北陸中日 1 拍子抜け？大雪にならず ＪＰＣＺ　山陰へ南下

北陸中日 13 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

読売 25 凍結防止剤袋　作業中に転落 砺波の７４歳重傷

25 デマンド交通　あり方を議論 交通戦略会議

　２７日　金曜日
北日本 1 砺波－９度　凍える県内 今夜から再び雪警戒　県内の積雪量　砺波　１５㌢

北日本 1 ２月の紙面 中旬から　庄川美術館振り返る～閉館前　最後の企画展～

北日本 5 消防団活動に支援充実要望 県議会　自民調査会

北日本 19 ＩＣＴの活用　災害時に重要 社協研修会

北日本 19 郷土の獅子舞　歴史・特徴学ぶ 若林公民館で講座　砺波市の砺波郷土資料館の脊戸高志副館長が講演

北日本 20 春を先取り１万本　砺波　四季彩館 チューリップ４３品種展示

北日本 20 フェア来てね　北海道でＰＲ キャンペーン隊

北日本 27 最強寒波の影響　明暗 スキー場　恵みの雪　県内　イチゴ　生育に遅れ

富山 1 今夜から再び大雪恐れ 県内　停電、水道管破損…続発　最低気温砺波市氷点下９・３度

富山 2 消防大会　発信強化を 自民調査会、知事に要望　昨年ＳＮＳで配信、好評

富山 17 春を呼ぶチューリップ展が開幕 ４３種１万本の「交響曲」　フェアへ盛り上げ　ミニＳＬも運行

富山 17 ２万２２３８人分の交通安全署名簿提出 砺波市安協

富山 17 デジタル情報　保護方法学ぶ 砺波図書館で講演会　北陸総合通信局

富山 18 投球や打撃、科学的に解説 砺波市野球指導者講習会

富山 19 チューリップ３００万本出荷へ 切り花の加工施設増設　砺波・センティア、国内最大規模

富山 23 金沢アパート　殺人未遂　砺波の被告女　殺意否認 検察「被害者夫と不倫」　金沢地裁初公判

北陸中日 1 きょうの紙面 春を呼ぶ花々＝１２面　砺波の女　殺意を否認　２７

北陸中日 12 ポッポ　春を行く 砺波でチューリップ展開幕　ミニＳＬ　花１万本巡る

北陸中日 27 砺波の女　殺意を否認 金沢女性刺傷　地裁初公判　不倫で２度妊娠　勤務中に鍵入手　事件へと至る経緯明らかに

読売 26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

日本経済 39 チューリップ切り花、出荷量５割増 センティア（富山県砺波市）

　２８日　土曜日
北日本 12 北日本文芸 歌壇　俳壇　柳壇

北日本 13 至高の精神展　総集編　砺波市美術館 作品に宿る生命力　余白が想像かき立てる

北日本 24 砺波は８０００万円 ２０２２年度一般会計予算に除雪対策費追加補正専決処分

北日本 24 在宅医療・介護　困難事例を紹介 事業所連絡会　砺波

北日本 24 文化財防火へ検査　 砺波市堀内の国登録有形文化財、芳里家住宅

北日本 25 政治「見抜く力」大切さ訴える 太田さん（砺波出身）講演　富山国際大のエクステンション・カレッジ特別講演会

北日本 25 高い技術と工夫　設計者らを表彰 県建築文化賞　◇一般▽入選＝砺波市立砺波図書館

北日本 25 夢の平スキー場　きょう営業開始 砺波

富山 1 あすにかけ大雪見込み 県内７カ所冬日　最低気温　砺波市氷点下０・８度

富山 19 地鳴り 永久保存にしたい年賀状　紫藤道子　８８歳（砺波市）

富山 19 地鳴り 庄川はまさに龍のごとく　栗田恭子　８０歳（射水市）

富山 19 コント 砺波・りえちゃん

富山 22 除雪費用を増額 砺波、小矢部市
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富山 24 優秀、入選作を表彰 県建築文化賞　◇建築賞▽一般部門入選　砺波市立砺波図書館

富山 25 きょうゲレンデ開業 となみ夢の平スキー場

　２９日　日曜日
北日本 19 散居村の魅力　食で実感 楽土庵でイタリア料理教室

北日本 20 歌と演技　感動届ける となみミュージカルキッズ　３月４、５日公演　手作り衣装で稽古に熱

北日本 20 ママ・パパ描いた力作 富山第一銀図画コンクール　２８６０点を審査

北日本 27 住民総出　除雪に汗 きょうも大雪警戒

富山 1 ２月の紙面 龍の来た道　庄川ものがたり　第２章　砺波の豪族「志留志」テーマに

富山 1 県内警報級　大雪の恐れ 予防的通行止めに注意　積雪、富山・猪谷６０㌢

富山 16 酒米のリゾット堪能 砺波　楽土庵で散居村ランチ

富山 18 黒部キッズ、南条、福光東部　１６強 第１６回ウインターカップ中部日本選抜小学生バレーボール大会第１日

富山 18 カンピオーネ福岡Ⅴ　学童フットサル５年の部 第２４回すこやかカップ学童交流フットサル大会・５年生の部

富山 19 日本橋とやま館　来店者に贈る 砺波研究会

富山 19 チューリップ切り花でＰＲ となみチューリップフェアの北海道キャンペーン

朝日 27 ９団体が北陸大会へ 県アンサンブルコン　小・高・大学部門　【高校】砺波・打楽器五重奏

　３０日　月曜日
北日本 1 魚津に「顕著な大雪情報」 県内今冬初　県内の積雪量　砺波１８㌢

北日本 9 県選手団　総合優勝 中部日本スキー　１５種別で頂点　アルペン大回転　成年男子Ｄ　田中大輔（砺波地域消防組合）頂点ほか

北日本 13 手作りの剣で児童ら鬼退治 般若公民館の節分パーティー

北日本 13 林業で起業のＯＢから学ぶ 高岡向陵高　「Ｋ→未来塾」

北日本 20 伸びやか　歌声響く 県オペラ協会コンサート　「ニューイヤー・オペラ・ガラ・コンサート」

北日本 20 １１月に砺波で「富山の太鼓」 県太鼓協会

北日本 21 ニュースファイル 酒気帯び運転容疑で男逮捕

富山 1 県東部北　どか雪　今冬初「顕著な大雪」 県が対策本部　魚津で降雪３時間２０㌢　昨年１月１３日（砺波市）以来５回目

富山 7 地鳴り 戦争によって芸術家も迫害　角栄一　７１歳（砺波市）

富山 7 月曜川柳　乱反射 犀川寮明（砺波）

富山 13 筝曲の音色美しく 総合カレッジＳＥＯ初弾会　砺波

富山 14 富山が総合優勝 最終日は８部門制す　常陸宮賜杯第７３回中部日本スキー大会最終日

富山 15 事件・事故 酒気帯び運転疑いで逮捕

富山 19 ほたるいか 富山県民公園頼成の森で竹スキー体験教室

北陸中日 1 第７３回常陸宮杯中部日本スキー 富山　２４度目総合Ⅴ　最終日は８部門制す

北陸中日 10 第７３回常陸宮杯中部日本スキー 県勢　勢い止まらず　ピンチ越え　田中圧勝　大回転成年男子Ｄ　競技直前　靴が故障

北陸中日 10 県勢の入賞者 ◇大回転▽成年男子Ｂ　③亀谷崇仁（砺波地域消防組合）ほか

朝日 21 １１団体　次は北陸大会 中学と職場・一般　県アンサンブルコン　砺波市立庄西中・サクソフォン四重奏ほか

　３１日　火曜日
北日本 6 切り花加工施設増強 センティア　チューリップ出荷１．５倍

北日本 15 声の交差点 おもんぱかる新年に　砺波市　紫藤道子（８８歳）

北日本 17 難関　第３種電気主任技術者 佐藤さん（砺波工高）一発合格　

北日本 17 稽古の成果披露 筝曲初弾会　砺波市の瀬尾筝曲響の会とお琴伝承の会となみ

北日本 17 親子協力　竹スキー作り 頼成の森　滑走も楽しむ　「竹スキーづくり教室」

北日本 18 ボードゲームで３世代が交流 図書館で体験会　砺波図書館

北日本 18 ２万２２３８人の署名簿提出 砺波市交通安全協会　砺波署に

北日本 18 より良い授業実践で表彰 砺波市小学校教育研究会　全体研修会

北日本 19 地域に根差す姿勢ＰＲ 砺波・南砺　建設３社がインターン

北日本 19 地域課題を意見交換 市議会報告会　砺波市議会

北日本 26 がんばれ氷見　２度目の甲子園に闘志 村井監督　砺波工惜敗　悔しさ胸に

北日本 26 南砺で震度２ 震度１＝砺波市庄川町　３０日午後６時１６分ごろ

富山 4 経済人　そこが聞きたい 流行にあえて乗らない　北陸コカ・コーラボトリング　稲垣晴彦会長　重しの役割果たす

富山 11 地鳴り きれいな食べ方　母のしつけ感謝　戸田祐子　６０歳（砺波市）

富山 16 教育研究実践記録　最優秀に隈元教諭 砺波市小学校教育研究会の全体研修会

富山 23 今春　小矢部、砺波に大型物流拠点 雇用増も人手不足拍車　交通の要衝　企業進出続く　「地元で確保」限界

富山 23 南砺で震度２ 震度１＝砺波庄川

北陸中日 26 南砺で震度２ 震度１＝砺波市庄川町

北陸中日 27 県内１２１人新規感染 一週間の感染者数　砺波（砺波市、南砺市、小矢部市）は四百四十六人

朝日 19 一足早く　春のメロディー 砺波　来月１２日まで　「春を呼ぶチューリップ展」

9 ページ



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。

10 ページ


