
◇2019年10月　新聞記事見出し　
※新聞記事（コピー）をご覧になりたい方は、図書館カウンター案内デスクにお問い合わせください。

[新聞記事] なかよしサラダ 熱戦制し4連覇 ＪＡちばみどりインディアカ大会 日本農業新聞 2019年10月31日
[新聞記事] 地元の新米でおにぎり 親子がクッキング ＪＡかとり教室 日本農業新聞 2019年10月31日
[新聞記事] 県、イノシシ捕獲強化 豚コレラ進入阻止 銚子など重点 読売新聞 2019年10月31日
[新聞記事] 全国小・中学校作文コンクール県審査 入賞者一覧 読売新聞 2019年10月31日
[新聞記事] ネパール人を逮捕 銚子マリーナの女性遺体 殺人容疑 毎日新聞 2019年10月31日
[新聞記事] 匝瑳で50万円相当 さい銭箱ごと盗難 八日市場東照宮 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 5市町に青パト寄贈 夢まるふぁんど 千葉日報 2019年10月31日
新聞記事]【多古】ワイズオペラコーラス定期演奏会 11月17日午後2時、町コミュニティプラザ文化ホール 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 【大網白里】第17回文化フェスタｉｎ本国寺「天満敦子ヴァイオリンリサイタル」 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 【東金】第28回ＪＩＵフェスティバル 11月3、4日、午前11時、城西国際大学千葉東金キャンパス 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 【香取】小江戸サミット佐原大会 11月3日午後1時、与倉屋大土蔵 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 【銚子】銚子ポートタワー展望室入場ワンコインデー 11月3日午前8時30分～午後5時、同タワー 千葉日報 2019年10月31日
[新聞記事] 房総豪雨 死者11人に 農水被害450億円 台風と合わせ 浸水2327戸 千葉日報 2019年10月31日他1紙
[新聞記事] 豚コレラ防疫で演習 防護服着用、搬送… 千葉県 日本農業新聞 2019年10月30日
[新聞記事] 成田空港周辺未利用地活用 芝生産地に 運動場を天然芝 高校生がポット苗作り 千葉のＮＰＯ 日本農業新聞 2019年10月30日
[新聞記事] ネギ生育順調に回復 千葉・ＪＡ山武郡市園芸部部会 日本農業新聞 2019年10月30日
[新聞記事] 香取の魅力 発掘へ 地元の高校生が大学生と共同研究 毎日新聞 2019年10月30日
[新聞記事] 元同僚のネパール男逮捕 捜査本部、動機解明へ 銚子女性殺害容疑 千葉日報 2019年10月30日他3紙
[新聞記事] 4市町 新たに仮置場 県は推計量出し直しへ 災害ごみ増加の一途 千葉日報 2019年10月30日
[新聞記事] 水位計測所故障で　5カ所計測不能に　大雨被害前 毎日新聞 2019年10月29日
[新聞記事] ネパール国籍　男逮捕へ　殺人容疑銚子の船内遺体事件 朝日新聞 2019年10月29日
[新聞記事] 大雨被害・住民支援情報　大網白里市 朝日新聞 2019年10月29日
[新聞記事] 窃盗の疑いで男逮捕　香取署 千葉日報 2019年10月29日
[新聞記事] 道交法違反の疑い　香取署 千葉日報 2019年10月29日
[新聞記事] 自転車盗　撲滅へ　香取署 千葉日報 2019年10月29日
[新聞記事] 銚子漁港　異常事態に　サンマいまだ水揚げなし 千葉日報 2019年10月29日
[新聞記事] クレーン無許可製造容疑の社長書類送検　東金労基署 千葉日報 2019年10月29日
[新聞記事] 東金無人の散水車にはなられ、作業員転落死 毎日新聞 2019年10月28日
[新聞記事] 駅周辺で車両水没多数　大網白里の金谷川氾濫 千葉日報 2019年10月28日
[新聞記事] 千葉を走ろう！　県内サイクリングロード 千葉日報 2019年10月28日
[新聞記事] 香取郡市ふるさとまつり　日程一覧 千葉日報 2019年10月28日
[新聞記事] 銚子で移動スーパー発進　セイミヤ市、署と見守り協定も 千葉日報 2019年10月28日
[新聞記事] 160周年　笑顔で祝う　東金の料亭かくじゅう　芸人招きイベント 千葉日報 2019年10月28日
[新聞記事] 光ウィンド金「演奏でき感謝」吹奏楽コンクール 朝日新聞 2019年10月28日
[新聞記事] 【成田空港運用延長】直通バス 町の振興期待　一時金 騒音との共生策 読売新聞 2019年10月27日
[新聞記事] 農水大臣賞のクロマツ展示　きょうまで千葉県植木まつり 日本農業新聞 2019年10月27日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】成田空港　きょう夜間発着時間延長 千葉日報 2019年10月27日他1紙
[新聞記事] つる編み 籠やオブジェに　神崎　丹精込めた力作並ぶ 千葉日報 2019年10月27日
[新聞記事] 孤立の幼稚園に〝救世主〟　山武　水陸両用車が初出動 千葉日報 2019年10月27日他1紙
[新聞記事] 大網白里の障害者施設　復旧途上、今度は水害 千葉日報 2019年10月27日
[新聞記事] 交通混乱、長期化へ 千葉日報 2019年10月27日
[新聞記事] 房総豪雨 死者9人に 千葉日報 2019年10月27日
[新聞記事] 野生イノシシ捕獲強化 感染確認のない県で初 豚コレラウイルス対策 千葉県 日本農業新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 特産の大和芋 出荷注意徹底 千葉・干潟園芸組合 日本農業新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 110人下校できず 山武の小学校 読売新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 発着 年30万▶50万回へ 滑走路新設も計画 読売新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 学生科学賞県審査 受賞者一覧 読売新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 千葉ＹＰＣチャレンジコンテスト 読売新聞 2019年10月26日
[新聞記事] 衝突事故1人死亡 香取 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 交通網 大混乱 鉄道見合わせ 高速通行止め 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 最高賞に野島さん（山武） 植木183点出品 匝瑳で県共進会 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 竹灯りイベントなど報告 成田空港地域共生・共栄会議 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 地域工務店7社結束 きょうから「ちば家博」 東金 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 【忙人寸語】利根川「坂東太郎」 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 9河川、氾濫危険水位 一部であふれ混乱 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 県内記録的大雨 冠水続出 土砂崩れ1人死亡、不明者も 台風復旧に深刻打撃 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】納得できる救済策を ＮＡＡ新社長に要望書 横芝光の市民団体 千葉日報 2019年10月26日
[新聞記事] 「業界担う人材に育って」 航空系学校の合同進学説明会 中高生ら200人参加 芝山 毎日新聞 2019年10月25日
[新聞記事] 飯岡沖・ヒラメ良型ヒット 鹿島沖・スジイカ乗り活発 千葉日報 2019年10月25日
[新聞記事] 酒気帯びの疑い 山武署 千葉日報 2019年10月25日
[新聞記事] 懐かしい風景写真並ぶ 多古のサークル50周年展 千葉日報 2019年10月25日
[新聞記事] 町の祝い歌解説 バルーン体験も 多古アート祭り 千葉日報 2019年10月25日
[新聞記事] 県 野生イノシシ捕獲強化 北部重点、豚コレラ防止で 千葉日報 2019年10月25日他2紙
[新聞記事] 成田強化手続き迅速に 9市町と県、国に要請 千葉日報 2019年10月25日他2紙
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[新聞記事] 発着時間 初の延長 午後0時まで、ＬＣＣ期待 成田空港 27日から冬ダイヤ 千葉日報 2019年10月25日他2紙
[新聞記事] 台風災害廃棄物28万トン 震災の倍、官僚に1年半 住宅分推計 県が処理実行計画 千葉日報 2019年10月25日
[新聞記事] 手拭い使い簡単かぶりもの作り ＪＡ山武郡市女性部 日本農業新聞 2019年10月24日
[新聞記事] 【ＪＡかとり】生産者ら講師 芋掘りに歓声 成田市立津富浦小学校1～3年生 日本農業新聞 2019年10月24日
[新聞記事] 児童が体験聞く 旭・飯岡小 毎日新聞 2019年10月24日
[新聞記事] 【山武】創作和太鼓コンサート風華舞心 27日午後1時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【芝山】やさしい航空のはなし「客室乗務員のおはなし」（ＡＮＡ）27日午後1時、航空科学博物館体験館 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【多古】イベント紹介 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【香取】山田ふれあいまつり 11月3日午前9時20分、山田支所市民広場特設会場 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【大網白里】産業文化祭文化の部 26、27日、午前9時、保健文化センター・中央公民館 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 海難救助 官民で訓練 船の衝突想定 漂流者 ドローン捜索も 銚子海保 千葉日報 2019年10月24日他2紙
[新聞記事] 銚子市沖指定へ 洋上風力促進 第1弾】全国4海域 千葉日報 2019年10月24日
[新聞記事] 県南部で一時大雨 きょう以降も強風警戒 千葉日報 2019年10月23日
[新聞記事] さすまたで職員応戦 東金の児童館で不審者訓練 千葉日報 2019年10月23日
[新聞記事] 即位祝い 山車巡行 佐原囃子とともに 香取 千葉日報 2019年10月23日他2紙
[新聞記事] エコメッセ 千葉市で開催 日本農業新聞 2019年10月22日
[新聞記事] 犬吠灯台のレンズを清掃 サミット前に市民ら 朝日新聞 2019年10月22日
[新聞記事] 対策するも募る不安 匝瑳、土砂崩れの中学校 千葉日報 2019年10月22日
[新聞記事] 「全力でやれてよかった」 白土さん全国3位 走り幅跳び 匝瑳の中3 千葉日報 2019年10月22日
[新聞記事] 台風15号災害対応 7億7千万円補正 旭市が専決処分 千葉日報 2019年10月22日
[新聞記事] 新米食べて元気になって 旭農業高生、援助続ける 台風影響も 東日本大震災の復興住宅 千葉日報 2019年10月22日他2紙
[新聞記事] 災害・テロ対策へ 官民ネットワーク 匝瑳署 千葉日報 2019年10月21日
[新聞記事] 【台風15号】おあし坂 復旧作業再開 重機で倒木撤去 東金地元ＮＰＯ 千葉日報 2019年10月21日
[新聞記事] ハロウィーンで銚子満喫 仮装しパレード 観光地巡りも 千葉日報 2019年10月21日
[新聞記事] 【ちば最前線】国主導の新たな備え必要 市民生活に甚大な被害 山武郡でも倒木、停電、断水 千葉日報 2019年10月21日
[新聞記事] 【病院の実力】てんかん 読売新聞 2019年10月20日
[新聞記事] 匝瑳　パラ競技 教員に講習　シッティングバレー選手が実技披露 千葉日報 2019年10月20日
[新聞記事] 修学旅行 日本初の地PR　銚子商議所　駅前に記念碑 千葉日報 2019年10月20日
[新聞記事] 「ありがとう自衛隊」 東金　復旧活動終了で見送り 千葉日報 2019年10月20日
[新聞記事] 福島に給水車派遣　要請受け県など 千葉日報 2019年10月20日
[新聞記事] 台風19号1週間　被災地に記録的大雨 千葉日報 2019年10月20日他2紙
[新聞記事] 復旧費用負担を軽減 被災農家へ支援策 千葉県 9月の台風15号 日本農業新聞 2019年10月19日
[新聞記事] 【イチオシ！ちばめし】濃厚なうまみ 麺に絡む 香蕎庵の「トリュフそば」（香取市） 読売新聞 2019年10月19日
[新聞記事] 千葉ＹＰＣ チャレンジコンテスト 入賞作品 風景ネイチャー部門 読売新聞 2019年10月19日
[新聞記事] 損害額 見当つかぬ 銚子の川魚店 千匹超全滅 朝日新聞 2019年10月19日
[新聞記事] 津波被災 住民語る 旭・飯岡小で防災教室 千葉日報 2019年10月19日
[新聞記事] 内窓工事で相談会 ＮＡＡ 千葉日報 2019年10月19日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】睡眠への影響9割 住民団体などがアンケート 千葉日報 2019年10月19日
[新聞記事] 多古出身の戦没者慰霊 読売新聞 2019年10月18日
[新聞記事] 【Ｆｒｉｄａｙちば】ギャラリー 読売新聞 2019年10月18日
[新聞記事] 【検証 台風15号】大半長期停電想定せず 地域防災計画 毎日新聞 2019年10月18日
[新聞記事] 飯岡沖・マダイ快釣 鹿島沖・狙えるマダコ 千葉日報 2019年10月18日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 東金 千葉日報 2019年10月18日
[新聞記事] 「実戦練習の成果出た」 総体Ｖ２の快挙報告 小見川高カヌー部女子 千葉日報 2019年10月18日
[新聞記事] 料理習い交流 合同で講習会 ＪＡ山武郡市女性部 南郷、緑海、鳴浜支部 日本農業新聞 2019年10月17日
[新聞記事] 児童とＪＡ職員 協力して芋掘り 香取市立小見川北小 日本農業新聞 2019年10月17日
[新聞記事] 千葉若潮牛枝肉共励会 嶋田さん（ＪＡちばみどり）最優秀 全農ちば 日本農業新聞 2019年10月17日
[新聞記事] Ｌａｕｇｈさん銚子をＰＲ 市が観光大使に任命 読売新聞 2019年10月17日
[新聞記事] ゴルフ場を開放 子供たち楽しむ 大網白里 読売新聞 2019年10月17日
[新聞記事] 香取で車庫燃える 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【戦う文化部】息合わせ迫力の演奏 東金高筝曲部 礼儀作法も徹底指導 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【芝山】夢へのフライトプラン2019～航空学校合同説明会～ 20日午前10時～午後4時、航空科学博物館 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【神崎】かよう祭 11月9日午前10時、県立香取特別支援学校 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【東庄】ふれあいまつり 11月3日午前9時30分、町役場と公民館 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【九十九里】高齢者・障害者ケアについて考えよう 20日午前10時30分～正午、町中央公民館 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【銚子】ハロウィンタウンｉｎ銚子 20～27日、市内各地 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【匝瑳】イベント紹介 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 忙人寸語 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 【横芝光町】宮間あや氏講演会 19日午前10時30分～11時30分、横芝敬愛高校体育館 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 系統超えた協力求める 千葉日報会総会 千葉日報 2019年10月17日
[新聞記事] 農林水産被害5億円 さらに拡大見込み 読売新聞 2019年10月17日
[新聞記事] 銚子21棟浸水 利根川、支流周辺 読売新聞 2019年10月16日
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[新聞記事] 【被災地生活関連情報】東金市・山武市・大網白里市 千葉日報 2019年10月16日
[新聞記事] 説明会に15陣営 東庄町議選 千葉日報 2019年10月16日
[新聞記事] 出羽海部屋が交流会 御嶽海関の優勝記念 東庄 千葉日報 2019年10月16日
[新聞記事] 【台風15号】「おあし坂」復旧一時断念 19号で新たな倒木 地元ＮＰＯ 東金 千葉日報 2019年10月16日
[新聞記事] 「何もできない」停電に困惑　旭・避難所 千葉日報 2019年10月14日
[新聞記事] 強風 ヤシの植木も傾く　復旧作業追われる生産者　東金・道の駅 千葉日報 2019年10月14日
[新聞記事] 満潮と重なり冠水　銚子・利根川周辺 千葉日報 2019年10月14日他2紙
[新聞記事] 県内の被災状況 千葉日報 2019年10月14日他1紙
[新聞記事] 台風また猛威 停電断水続く 19号 千葉日報 2019年10月14日
[新聞記事] 台風一過　県内各地真夏日に 千葉日報 2019年10月14日
[新聞記事] 【オトコン】初出場の東金中・松戸六中が銀賞　東日本吹奏楽大会 朝日新聞 2019年10月13日
[新聞記事] 県内避難所開設情報(12日午後3時現在) 千葉日報 2019年10月13日
[新聞記事] 台風19号市原で竜巻か　9人死傷、2万人避難　復興半ば再び爪痕 千葉日報 2019年10月13日
[新聞記事] 信号停止懸念 各署に発電機　県警、救助隊なども待機 読売新聞 2019年10月12日
[新聞記事] 瑞宝双光章・瑞宝単光章 朝日新聞 2019年10月12日
[新聞記事] 食の商談会に75社　県内5信金　販路拡大を支援 千葉日報 2019年10月12日
[新聞記事] 勇壮山車14台 小江戸巡る　佐原の大祭開幕　香取 千葉日報 2019年10月12日
[新聞記事] 病室窓に養生テープ　銚子市立病院　患者保護目指し 千葉日報 2019年10月12日
[新聞記事] 事前に対策本部　東金市　迅速対応へ万全期す 千葉日報 2019年10月12日
[新聞記事] 県内避難所開設情報(11日午後7時半現在) 千葉日報 2019年10月12日
[新聞記事] 千葉･JAちばみどり　台風15号被害 片付けに汗　JAグループ県域支援隊受け入れ 日本農業新聞 2019年10月11日
[新聞記事] 旭署庁舎損壊時 近隣ホテル使用　災害協定 読売新聞 2019年10月11日
[新聞記事] 歌手のラフさん 銚子観光大使に 毎日新聞 2019年10月11日
[新聞記事] 佐原の大祭山車修復終え新登場　香取　きょう 朝日新聞 2019年10月11日
[新聞記事] 外川沖・ヒラメ食い活発　大洗沖・メバル好感触 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] 【ひろば】台風15号みんなの声 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] 台風19号どう備える　土砂災害、洪水も注意 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] ツール･ド･ちば中止に　実行委 安全確保を最優先　県内イベントも 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] 「防災士」の活動 組織的に展開　山武で団体発足 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] 東金　植木鉢やテント撤去　道の駅も対策追われる 千葉日報 2019年10月11日
[新聞記事] 適期収穫を徹底 合同で甘藷作柄検討会 香取市の栗源・山田・小見川地区 日本農業新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 食育で園児とバケツ稲収穫 ＪＡちばみどり青年部銚子支部 日本農業新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 国挙げ支援を 撤去遅れ、二重ローン、作付け断念―― ハウス復旧限界 台風15号禍 日本農業新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 収穫祭でイモ掘り 親子連れら150人 旭 読売新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 空港の仕事「いっぱいある」 手信号誘導や客室業務体験 芝山 読売新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 銚子市のフォロワー1万人超 インスタ人気 県内自治体初 毎日新聞 2019年10月10日
[新聞記事] バッテリー切れ・損傷…不通多数 防災行政無線 朝日新聞 2019年10月10日
[新聞記事] 3万本が秋演出 香取でコスモスまつり 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【東金】令和の秋、和の響き展 18、19日、午前10時～午後5時、紅会本部 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【匝瑳】挑戦－コノキ・ミクオ近作展～絵画のジャンルを超えて～ 松山庭園美術館 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【香取】コーラスフェスタｉｎかとり 20日午後1時30分、佐原文化会館 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【山武】加藤克樹ｑｕａｒｔｅｔ～ＪａｚｚＦｕｎｋ～ 18日午後7時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【旭】令和元年度企画展「あさひ 羽ばたいた人々」11月24日まで、午前9時～午後4時30分、大原幽学記念館 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 銚子で高齢女性はねられ重傷 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・補正予算など可決 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】申請後速やかに許可を 県と要望へ 空港圏自治体協議会 千葉日報 2019年10月10日他1紙
[新聞記事] レンズ磨き おもてなしへ 来月の大型イベント前に 銚子・犬吠埼灯台 千葉日報 2019年10月10日他1紙
[新聞記事] 災害時の代替施設に 地元ホテルと協定 旭署 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 【台風15号】製氷施設 修理見通せず 水揚げ作業に影響 九十九里片貝漁港 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 全市町村へ職員派遣 避難所事前開設も要請 県 台風19号12日にも上陸 千葉日報 2019年10月10日
[新聞記事] 撤去進まず募る焦り 台風15号復旧急ぐ 山武市・ホウレンソウ農家 日本農業新聞 2019年10月9日
[新聞記事] 停電原因 養豚のブタ失う 東庄・鈴木さん 朝日新聞 2019年10月9日
[新聞記事] 【台風15号】写真で振り返る 被災時と現在 多古町・山武市 千葉日報 2019年10月9日
[新聞記事] 「支援を」「教訓に」県民願い 台風1カ月 千葉日報 2019年10月9日
[新聞記事] 施設被害937校・園に拡大 復旧「最長で1年」 公立の6割超 読売新聞 2019年10月8日
[新聞記事] 巨大オブジェを制作 千葉で朝鮮学生美術展 旭の造形作家がワークショップ 毎日新聞 2019年10月8日
[新聞記事] 県、8世帯に63万円 児童扶養手当過払い 千葉日報 2019年10月8日
[新聞記事] 緊急連絡先氏名57件誤り 芝山町 千葉日報 2019年10月8日
[新聞記事] 【県議会ちば】台風15号・中学生2人けが 千葉日報 2019年10月8日
[新聞記事] 収穫の秋 園児大興奮 農業大学校生とイモ掘り 東金 千葉日報 2019年10月8日
[新聞記事] 事務所屋根壊れ仮移転 「震災10年まで続けたい」 旭の「復興かわら版」発行ＮＰＯ 千葉日報 2019年10月8日
[新聞記事] 女性はねられ死亡 容疑で車の男逮捕 山武 千葉日報 2019年10月7日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 旭署 千葉日報 2019年10月7日
[新聞記事] 名勝望み鉄人レース 男子・中山さん 女子・大熊さんＶ 銚子 千葉日報 2019年10月7日他1紙
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[新聞記事] 高齢者が演奏会 「音楽で長生き」 銚子 読売新聞 2019年10月6日
[新聞記事] 銚子ボート遺体 中国女性と判明 胸や腹に刺し傷 毎日新聞 2019年10月6日
[新聞記事] 「郷土良く見せたい」 佐原の大祭前に川清掃 高校生ら60人 千葉日報 2019年10月6日
[新聞記事] 多古米GP　熊坂さんV 読売新聞 2019年10月5日
[新聞記事] 遺体は中国籍の38歳　銚子女性殺害遺棄 千葉日報 2019年10月5日他2紙
[新聞記事] 香取の住宅全焼 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 県内各地　季節外れの桜開花　台風15号も影響か 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 事前通告なく停電　香取と多古の病院　台風15号復旧作業で 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 木村王位と直接対決　山武で26、27日イベント 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 多古中　〝空の仕事〟選択肢に　パイロット、整備士講演 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 県内一部地域で停電　強風や倒木の影響か 千葉日報 2019年10月5日
[新聞記事] 地元産新米おいしいょ おにぎり無料配布 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年10月4日
[新聞記事] 「恋する灯台」飯岡へ 写真投稿カップル 最高賞に旅行券 あすからキャンペーン 毎日新聞 2019年10月4日
[新聞記事] 鹿島沖・スジイカ乗り乗り 飯岡沖・狙えるマダイ 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] 【文化のかおり】和太鼓合わせダンス 来月4日、県東総文化会館 ＴＯＳＯダンスフェスティバルＲＩＳＥ 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] 【台風15号】被害支援で緊急要望 県北東部5市4町 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] 大塚さん「国際美術展」入賞 実習場の牛舎描く 大網高3年 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] 農業での活用方法紹介 ドローンデモ飛行 多古 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] まずい棒“スーパー進化” 食欲そそらぬカビ色に 銚子電鉄12月新商品 千葉日報 2019年10月4日
[新聞記事] 豚コレラ拡大 産地に警戒感 入れないこと大前提 発生想定し防疫演習 千葉県旭市で講習会 日本農業新聞 2019年10月3日
[新聞記事] 伝統農具で貴重な体験 農家に教わり、児童が稲脱穀・選別 香取市立小見川東小 日本農業新聞 2019年10月3日
[新聞記事] 断水 電力ポンプ主因 被害計13万戸に 停電で停止 台風15号 日本農業新聞 2019年10月3日
[新聞記事] 全半壊 4市も支援金 鴨川・君津・富津・匝瑳 県発表 朝日新聞 2019年10月3日他2紙
[新聞記事] 【山武】吹奏楽の愉しみ 6日午後3時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 【芝山】ＡＮＡ空港おしごと体験 6日午前10時～午後4時、航空科学博物館館内など 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 【多古】アートフェスティバル 20日午前10時、たこらぼ（魅力発信交流館） 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 【旭】イベント紹介 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 【香取】佐原の大祭秋祭り 11～13日、午前10時、市中心部 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 来春、八坂台に新公園 多機能遊具が目玉 東金市 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] フォロワー1万人突破 銚子市のインスタ人気 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 若者が地域の魅力発信 ＳＮＳで景色やグルメ 銚子二中生徒会元メンバー 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 歌やクイズで楽しく防災 香取に「たかたのゆめちゃん」 千葉日報 2019年10月3日
[新聞記事] 障害者スポーツで地域交流 県立八日市場特別支援学校（匝瑳市） 毎日新聞 2019年10月2日
[新聞記事] 行政の対応 改善したか 14年銚子 県営住宅で困窮の母 娘殺害 県、家賃滞納に職員訪問 市も部署間連携強化 朝日新聞 2019年10月2日
[新聞記事] 科学大生 授業で習い心得 心肺蘇生で男性を救う・栗田さん 朝日新聞 2019年10月2日
[新聞記事] 習志野代ワンパクズ連覇 県少年野球 ロッテ旗 千葉日報 2019年10月2日
[新聞記事] 男女とも森山 制す 秋季香取ミニバスケ 千葉日報 2019年10月2日
[新聞記事] 「住民に寄り添った対策を」 夜間飛行制限変更で騒対協 成田空港 千葉日報 2019年10月2日
[新聞記事] 関連73社の一覧表作成 家屋修繕に役立てて 大網白里市商工会 千葉日報 2019年10月2日
[新聞記事] 埼玉、山梨「平年並み」 千葉、東京、神奈川「やや不良」 9月15日現在水稲作況 日本農業新聞 2019年10月1日
[新聞記事] 消防士長を略式起訴 飲酒運転で銚子区検 千葉日報 2019年10月1日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・22議案可決し閉会 千葉日報 2019年10月1日
[新聞記事] 熊坂さん初優勝 頑張ってます 生産者 多古米グランプリ 千葉日報 2019年10月1日


