
◇2019年3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] 【毎日新聞企業人大学】銚子電鉄･竹本勝紀社長　逆境に負けない！銚子電鉄の挑戦 毎日新聞 2019年3月31日
[新聞記事] 香取に体験学習施設　「テラス・サンサン」あすオープン 毎日新聞 2019年3月31日
[新聞記事] レトロ車両題材にモザイクアート 千葉日報 2019年3月31日
[新聞記事] 鯖威張る弁当販売〝サバ読み〟達成 千葉日報 2019年3月31日
[新聞記事] チーバくん号 出発進行！　銚子電鉄　ぬいぐるみや風船で装飾 千葉日報 2019年3月31日
[新聞記事] 農商工業に認定 有機大豆や麦で加工品 放棄地活用し地域活性化 匝瑳市の法人・市川市の菓子会社 日本農業新聞 2019年3月30日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2019年3月30日
[新聞記事] 子育て支援館 盛況 待機児童軽減に期待 大網白里市 読売新聞 2019年3月30日
[新聞記事] 3現職サバイバル 香取市・神崎町・多古町 千葉日報 2019年3月30日
[新聞記事] 4新人、1議席争う 旭市 千葉日報 2019年3月30日
[新聞記事] 25選挙区 立候補者の顔ぶれ（届け出順） 千葉日報 2019年3月30日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選 2019】17選挙区 無投票当選25人 決意新た 千葉日報 2019年3月30日
[新聞記事] 東京で野菜販売拡大 スーパーに売り場 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年3月29日
[新聞記事] 全児相元警官ら配置へ 県と県警連携強化 虐待防止 朝日新聞 2019年3月29日
[新聞記事] 鹿島沖・飯岡沖 ヤリイカ束釣り続く ホウボウ好調 犬吠沖 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 町議選11月17日投開票 東庄町 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 特養ホーム 完成祝う 匝瑳、都市部から移住促す 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 文人墨客思いはせ 銚子商業高生がマップ 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 無形民俗文化財に 獅子舞う牧野大神楽 香取市 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 【ちば統一選2019】きょう告示 舌戦へ 県内有権者は524万人 県議選・千葉市議選 千葉日報 2019年3月29日
[新聞記事] 横芝光の水田 航空機金属板 発着経路下 飛行中に落下 朝日新聞 2019年3月29日他1紙
[新聞記事] 園児に手作りみそ ＪＡちばみどり女性部旭支部 日本農業新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 支店窓口充実に力 情報共有で意識付け ＪＡかとり 月次行動検討会および改善会議 日本農業新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 旭農高生が復興義援金 「笑顔になれるよう」イベント売上金旭市に贈る 日本農業新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 新入職員が現場感覚磨く ＪＡかとり 日本農業新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 備蓄米導入 収入確保へ 生産調整選択しを拡大 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 駅命名権 2駅契約 銚子電鉄 読売新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 大原幽学の遺徳 関係者らしのぶ 旭で墓前祭 毎日新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 返礼品で高齢者見守り 東庄町、日本郵便と協定 毎日新聞 2019年3月28日
[新聞記事] 【多古】ブレーメンの音楽会 31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3月28日
[新聞記事] 加瀬達郎陶芸展 30日～4月14日、午前10時～午後5時、森の陶房（同市三川） 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] 【東金】九十九里支部写真展 31日～4月7日、午前10時～午後6時、サンピア3階アートギャラリー 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] 【山武】いちごの里さんむＳ１グランプリ＆桜まつり 30日午前10時～午後3時、さんぶの森公園 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] 【銚子】キンメのまち外川うまいものフェア 4月28日午前10時、銚子市漁協外川支所 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] 【芝山】企画展示「成田空港飛来機展」 4月2日～5月26日、航空科学博物館展示室 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] 古木のピンク彩り 青空と朱の山門 東金・願成就寺 千葉日報 2019年3月28日
[新聞記事] いちごビールはいかが　東金みのりの郷　ビアガーデン 日本農業新聞 2019年3月27日
[新聞記事] 空港騒音対策で健康影響調査へ　NAA 読売新聞 2019年3月27日
[新聞記事] 青少年文化会館再開へ　銚子市耐震工事終え21年度 毎日新聞 2019年3月27日他1紙
[新聞記事] 山武で住宅全焼 千葉日報 2019年3月27日他1紙
[新聞記事] 機能強化：内窓設置工事、申請124件　成田で騒音対策 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 「成東中」存続を要望　地元区長会が署名提出　山武市 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 中富さん「観光開拓したい」青年海外協力隊ペルー派遣前に山武市訪問 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 特産活用し新商品　銚子高生、地元点と連携 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 芝山「議会だより」優秀賞　見せ方や内容評価　町村広報ｺﾝｸｰﾙ 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 道の駅　活性化拠点に　神崎は年間77万人来場 千葉日報 2019年3月27日
[新聞記事] 県内の女性議員212人17.1％　浦安市・白井市38.1％で最高 朝日新聞 2019年3月27日
[新聞記事] 若手の対応力強化へ　千葉･JA山武郡市 畑の学校　2年目開始 日本農業新聞 2019年3月26日
[新聞記事] 【統一選2019 県議選情勢】旭市・1議席巡り4新人　他 読売新聞 2019年3月26日
[新聞記事] 銚子で桜開花 千葉日報 2019年3月26日
[新聞記事] 塀に衝突し男性死亡　匝瑳 千葉日報 2019年3月26日
[新聞記事] 鉄板24枚盗まれる　県　38トン、山武の工事現場 千葉日報 2019年3月26日他1紙
[新聞記事] 山武市所長を逮捕　ストーカー容疑　女性にみだらな手紙 千葉日報 2019年3月26日他3紙
[新聞記事] バレー元米代表が熱血指導　横芝光　中高部員に技伝授 千葉日報 2019年3月26日
[新聞記事] タクシー盗んだ疑い 千葉日報 2019年3月25日
[新聞記事] 【2020東京オリ･パラ】五輪身近に感じて　山武　ホストタウンでイベント 千葉日報 2019年3月25日
[新聞記事] 大網白里　スマートIC開通　圏央道アクセス向上へ 千葉日報 2019年3月25日他1紙
[新聞記事] 子どもの被害防止へ県またぎキャンペーン　香取署と茨城･稲敷署 千葉日報 2019年3月25日
[新聞記事] 銚子市青少年文化会館　休止前に意見交換会　市長「2年で再開へ」 千葉日報 2019年3月25日
[新聞記事] トマト加工品が契機に 観光大使やグッズも 枠にとらわれたくない 萌えキャラで農業の魅力ＰＲ 木村さん（銚子市） 日本農業新聞 2019年3月24日
[新聞記事] 農家らがアンテナ店 空き店舗活用 イチゴ、ラッカセイ 加工品もずらり 大網白里市 日本農業新聞 2019年3月24日
[新聞記事] 【病院の実力】心臓病 弁膜症 人工弁や形成術 読売新聞 2019年3月24日
[新聞記事] 「ほどほどの田舎」 京成電鉄に“自虐”広告 多古町 千葉日報 2019年3月24日
[新聞記事] 蜃気楼で光の屈折学ぶ　県立博・大木研究員が特別授業 九十九里 千葉日報 2019年3月24日
[新聞記事] 焼きたてに長蛇の列 九十九里「ハマグリまつり」 千葉日報 2019年3月24日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選 2019】香取市・神崎町・多古町 3現職、2議席争う 千葉日報 2019年3月24日
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[新聞記事] ちばみどり　被害義援金贈る　千葉県農協青年部 日本農業新聞 2019年3月23日
[新聞記事] フィッシング　銚子港　セイゴ・カレイほか 読売新聞 2019年3月23日
[新聞記事] 児童が演劇で「環境問題」　28日銚子で上演会 読売新聞 2019年3月23日
[新聞記事] 返礼品は「みまもり訪問」　東庄町も日本郵便と協定　ふるさと納税 朝日新聞 2019年3月23日
[新聞記事] 子ども県展　準特選作品　山武市3名 千葉日報 2019年3月23日
[新聞記事] 地域に惜しまれ閉校　山武南中式典に卒業生ら230人 千葉日報 2019年3月23日
[新聞記事] 災害時何ができるか　小見川高校で防災講演会　 千葉日報 2019年3月23日
[新聞記事] 第63回子ども県展　準特選作品　横芝中2年　海保千尋さん 千葉日報 2019年3月23日
[新聞記事] 【優れた指導 応える産地 JA実践全国大会から】石井絵里奈さん(千葉･JA山武郡市) 日本農業新聞 2019年3月22日
[新聞記事] 【釣り】ヤリイカ好調・飯岡沖 鹿島沖　メバル有望・大洗沖 千葉日報 2019年3月22日
[新聞記事] 地域の障害者支援学ぶ　途上国関係者研修で旭市訪問 千葉日報 2019年3月22日
[新聞記事] 寺社で花見楽しんで／有志が「桜詣」企画　東金・山武 千葉日報 2019年3月22日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選2019】旭市　新人4人の争いか 千葉日報 2019年3月22日
[新聞記事] ネギ栽培農業塾 2年目スタート ＪＡ山武郡市 農家の意欲支援 日本農業新聞 2019年3月21日
[新聞記事] 匝瑳副市長に宇井氏 読売新聞 2019年3月21日
[新聞記事] 匝瑳高英語科 今月末で廃止 読売新聞 2019年3月21日
[新聞記事] 81歳被告に懲役14年 口論の83歳友人刺殺 地裁判決 千葉日報 2019年3月21日他1紙
[新聞記事] 外国人8人不法残留の疑い 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 事後強盗の疑い 山武署 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【東金】ＳｐｒｉｎｇＲｅｃｉｔａｌ 24日午後2時、東金文化会館小ホール 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【山武】イベント紹介 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【芝山】ＪＧＳグランドハンドリング教室 21日午前10時～午後4時、航空科学博物館 千葉日報 2019年3月21日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・副市長に大堀氏／東金市・20議案可決 千葉日報 2019年3月21日他1紙
[新聞記事] 売店や機内食 県産品で　成田で商談会 読売新聞 2019年3月21日
[新聞記事] 地域と交流、学びの場に 県立飯高特別支援学校（匝瑳市） 毎日新聞 2019年3月20日
[新聞記事] 2019年 県内の公示地価 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・副市長に宇井氏／旭市・新庁舎建設へ 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 一、二中を三中へ統合 23年度開校目指す 銚子市教委 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 栄、印西、匝瑳に寺建立 龍の体が分かれて落ちて 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 第63回こども県展 準特選 作品紹介 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 説明会に17陣営 横芝光町議選 千葉日報 2019年3月20日
[新聞記事] 私の経営　露地野菜　山武市十川将彦さん 日本農業新聞 2019年3月19日
[新聞記事] 日本酒飲み比べ　神崎酒蔵まつり 読売新聞 2019年3月19日
[新聞記事] 返礼品は高齢者見守り　日本郵便と協定　東庄町 読売新聞 2019年3月19日
[新聞記事] 地域きずな省　4団体にきょう贈賞　旭市 千葉日報 2019年3月19日
[新聞記事] 輝く千葉の企業　世界に地域の魅力発信　YASSAWAVE　東金市 千葉日報 2019年3月19日
[新聞記事] 県が販路拡大を支援　「いっぷく堂のいもみつ」香取市 千葉日報 2019年3月19日
[新聞記事] 新副町長に佐久間氏　芝山町 千葉日報 2019年3月19日他1紙
[新聞記事] 旭市の断水　給水再開 千葉日報 2019年3月19日他1紙
[新聞記事] 子ども県展準特選5年生絵画作品 千葉日報 2019年3月19日
[新聞記事] 銚子で震度3 千葉日報 2019年3月18日
[新聞記事] 老朽化で送水管腐食か　旭の一部で断水 千葉日報 2019年3月18日他3紙
[新聞記事] まずい棒にチーズ味シリーズ第2弾　銚子電鉄 千葉日報 2019年3月18日
[新聞記事] 限定酒味わい 見学ツアーも 5万5千人 人口6千の町に… 神崎「酒蔵まつり」にぎわう 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 山田小完成 「新たな歴史、伝統を」香取の5小学校統合 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 日本酒アワード　「発酵の里こうざき　酒蔵まつり」17日神崎町 読売新聞 2019年3月17日
[新聞記事] 香取市立山田小学校4月開校（写真あり） 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] こども県展　受賞作品東金市　森下悠輝さん・中村心美さん 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 訪問先で不審電話に遭遇　匝瑳署 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 多古　バス停留所のベンチ製作　商工会青年部と久賀小児童 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 演奏会や抽選会で親睦　高齢者の集いに300人　横芝光 千葉日報 2019年3月17日
[新聞記事] 元社長に懲役6年判決 地裁、傷害致死罪を適用 香取の遺体遺棄 千葉日報 2019年3月16日
[新聞記事] 心神喪失、男性を不起訴 銚子市 千葉日報 2019年3月16日他1紙
[新聞記事] 新庁舎建設で仮契約 旭市 千葉日報 2019年3月16日
[新聞記事] 卒業式1200人出席 東金・城国大 千葉日報 2019年3月16日他1紙
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・多古町・神崎町 千葉日報 2019年3月16日
[新聞記事] 厨房ＭＩＴＯ（木更津）ら金賞 「食のちばの逸品を発掘2019」 日本農業新聞 2019年3月15日
[新聞記事] 飯岡沖・ヒラメ乱舞 片貝沖・キンメ好釣 千葉日報 2019年3月15日
[新聞記事] ブルガリアに理解を 留学生、文化や歴史紹介 旭農業高で交流集会 千葉日報 2019年3月15日
[新聞記事] 婚活、農を前面に 銚子産キャベツ 一緒に料理 カップルも 県海匝農業士協会 日本農業新聞 2019年3月13日
[新聞記事] 低価格モデル3機種 トラクター展示好評 ＪＡちばみどり 農機や資材即売会 日本農業新聞 2019年3月13日
[新聞記事] 手書きの紙を貼付 来店者の目を引き、簡潔に 「家の光」オススメポイント ＪＡかとり 日本農業新聞 2019年3月13日
[新聞記事] 炭と手焼きにこだわり 柏屋米菓手焼本舗 ぬれ煎餅発祥 毎日新聞 2019年3月14日
[新聞記事] 銚子・クジラの死骸撤去 毎日新聞 2019年3月14日
[新聞記事] 液体ミルク 早速災害備蓄 山武市 朝日新聞 2019年3月14日他1紙
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[新聞記事] 【銚子】まちづくりワークショップ 19日午後6時30分、市保健福祉センター 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【旭】あさひ少年少女合唱団14回スプリングコンサート 31日午後1時30分、県東総文化会館 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【多古】音楽のおくりもの～歌の花たば 24日午前10時30分、午後2時30分、町コミュニティプラザ文化ホール 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【東金】爆笑二人会 16日午後6時、東金文化会館 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【大網白里】第24回ふるさと美術展 14～23日、午前9時～午後5時、保健文化センター 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【山武】地域まちづくり協議会セミナー 17日午後1時30分、市役所車庫棟2階会議室 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【香取】語るべぇ栗源絵本の読み聞かせ 16日午前10時、さつき館 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【芝山】やさしい航空のはなし「パイロットのおはなし」17日午後1時、航空科学博物館 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 無免許運転で事故 山武署、男を逮捕 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・定数削減案など可決 千葉日報 2019年3月14日
[新聞記事] 成田滑走路新設 住民ら対策訴え 「騒音で生活破壊」 毎日新聞 2019年3月14日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・35議案可決し閉会 千葉日報 2019年3月14日他1紙
[新聞記事] 特別企画でムード高揚 「もう一人のいだてん」金栗四三の弟子 秋葉祐之 功績紹介の資料展示 山武 毎日新聞 2019年3月13日他1紙
[新聞記事] ひき逃げで会社員の男逮捕 銚子署 千葉日報 2019年3月13日他2紙
[新聞記事] 説明会に25陣営 銚子市議選 千葉日報 2019年3月13日
[新聞記事] 希望胸に77人巣立ち 県立農業大で卒業式 東金 千葉日報 2019年3月13日他1紙
[新聞記事] 小学校の体験学習にも 千葉の塩作り 千葉日報 2019年3月13日
[新聞記事] 全日制0.18倍で確定 県立高2次募集 千葉日報 2019年3月13日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】騒音対策への不安訴え 国交省と話し合い 芝山・横芝光住民 千葉日報 2019年3月13日
[新聞記事] 「飯岡の海 僕たちが守る」飯岡小・佐久間君 伝承「我らの波止」語り継ぐ 読売新聞 2019年3月12日
[新聞記事] 「津波来ないと思わないで」今も枕元に懐中電灯 旭の菊地さん 毎日新聞 2019年3月12日
[新聞記事] 【謎とき！日本一】初日の出 冬ならではの早さ 千葉県銚子市・犬吠埼 朝日新聞 2019年3月12日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】「語り継ぐ」決意 東北にも活動広げ 旭農業高2年 金賀さん 千葉日報 2019年3月12日他1紙
[新聞記事] 児童生徒8個人3団体表彰 芸術や文化、スポーツ分野で活躍 東金市教委 千葉日報 2019年3月12日
[新聞記事] 夢スピーチ 全国最優秀 東金・農業大学校2年 桜井さん 障害“強み”に「可能性広げる」 千葉日報 2019年3月12日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】心に寄り添い 希望の花を 旭で鎮魂の祈り 千葉日報 2019年3月12日他3紙
[新聞記事] 【震災8年】飯岡の被災体験 後世に ＮＰＯ理事長 決意新た 読売新聞 2019年3月11日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年～語り継ぐ】復興かわら版に体験談「津波の記憶」継承を期待 旭市・渡辺さん 千葉日報 2019年3月11日
[新聞記事] 匝瑳の砂浜に身元不明遺体 千葉日報 2019年3月11日他1紙
[新聞記事] 1年間の成果披露 観光大使 玉川さんの浪曲も 東庄 千葉日報 2019年3月11日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】資料、後世に継承へ 新年度リニューアル 旭市防災資料館 千葉日報 2019年3月11日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】未来へつなぐ「あの日」 旭市立第二中学校2年 田村さん 千葉日報 2019年3月11日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】継承へ思い新た 旭市で「語り継ぐ集い」 千葉日報 2019年3月11日
[新聞記事] 航空機部品市 にぎわう 模型やグッズも人気 芝山 読売新聞 2019年3月10日
[新聞記事] 二十歳の自分へ 小6が未来想像し手紙 東庄 千葉日報 2019年3月10日
[新聞記事] ひな舟巡り華やかに 7隻で小野川パレード 香取 千葉日報 2019年3月10日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年～語り継ぐ】被災者へ地道な声掛け 訪問活動 千葉日報 2019年3月10日
[新聞記事] 「まずい棒」にチーズ味　銚子電鉄　第2弾、きょう発売 読売新聞 2019年3月9日
[新聞記事] スイーツ感覚「べにはるか」　焼き芋パック人気上昇 読売新聞 2019年3月9日
[新聞記事] 銚子のサバ・旭の豚肉　特産レシピ地域の力に 読売新聞 2019年3月9日
[新聞記事] 銚子電力「割安で」家庭に電力供給 朝日新聞 2019年3月9日
[新聞記事] 銚子・旭・匝瑳3市 東総ごみ処分場　計画地、地中に廃棄物 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選2019】有田市議が出馬表明 旭市選挙区 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・予算委員会設置へ 千葉日報 2019年3月9日他2紙
[新聞記事] 香取で中学バスケ教室　「プロの技術すごい」東京羽田ヴィッキーズ 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 全日制全体で0.18倍　県公立高2次募集志願 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 【3.11大震災ちば8年】旭市、2人依然不明 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2019年3月9日
[新聞記事] 銚子の海岸にクジラの死骸　きょう専門家調査 毎日新聞 2019年3月8日
[新聞記事] 銚電車両のモザイクアート　銚商生徒、駅に展示へ 毎日新聞 2019年3月8日
[新聞記事] 県内おでかけ2019春　北総海匝エリア紹介 千葉日報 2019年3月8日
[新聞記事] 釣り　飯岡沖鹿島沖　ヤリイカ束越え続出 千葉日報 2019年3月8日
[新聞記事] 元社長に懲役15年求刑　香取の殺人・死体遺棄事件 千葉日報 2019年3月8日他2紙
[新聞記事] 読者のコーナー　「おっぺし展」でタイムスリップ投稿横芝光町椎名文彦さん 千葉日報 2019年3月8日
[新聞記事] わが街この人　ミスあさひ高橋優さん 千葉日報 2019年3月8日
[新聞記事] レシピを伝授 食材はすべて地元産 おから料理で健康に ＪＡ山武郡市緑の風部会食育ソムリエ倶楽部 日本農業新聞 2019年3月7日
[新聞記事] 社員の奨学金返済支援 新卒に年最大36万円 銚子の宝醤油 読売新聞 2019年3月7日
[新聞記事] 歩道に死亡女性、ひき逃げで捜査 朝日新聞 2019年3月7日他1紙
[新聞記事] 岩場にクジラの死骸 銚子 千葉日報 2019年3月7日他2紙
[新聞記事] 2019年度県内公立高校後期選抜等入学許可候補者数 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【旭】3.11を継承する集い2019 11日午前11時～午後6時、市防災資料館 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【大網白里】イベント紹介 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【匝瑳】煌(きら)めくガラス絵展 4月7日までの金土日祝日、午前10時～午後5時、松山庭園美術館 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【芝山】イベント紹介 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【山武】さんむＥＧフェスタ 10日～11時30分、蓮沼交流センター 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 【神崎】発酵の里こうざき酒蔵まつり 17日午前9時～午後3時30分 河岸通りから鍋店神崎酒造蔵 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 部制導入案を撤回 人件費増で議会反発 大網白里市 千葉日報 2019年3月7日
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[新聞記事] 【町村議会だより】神崎町・22議案を可決 千葉日報 2019年3月7日
[新聞記事] 飯岡助五郎の功績知る 「関東屈指の大親分」 旭の学習会に100人 読売新聞 2019年3月6日
[新聞記事] 成田空港周辺 歩こう 5月25日、26日 参加募集 読売新聞 2019年3月6日
[新聞記事] 耳の日まつりｉｎ匝瑳 10日(日)午前10時～午後4時、匝瑳市、八日市場ドーム 朝日新聞 2019年3月6日
[新聞記事] クレア・フアンチ リサイタル 9日(土)午後2時半、多古町、町コミュニティプラザ文化ホール 朝日新聞 2019年3月6日
[新聞記事] 佐原の町並み建物特別公開 9日(土)と10日(日)、午前10時～午後4時、香取市佐原地区(佐原駅) 朝日新聞 2019年3月6日
[新聞記事] 歩道に高齢女性 搬送先で死亡 銚子 千葉日報 2019年3月6日他1紙
[新聞記事] 中学校対抗 常磐平Ａ 女子対抗は白山 銚子半島一周駅伝 千葉日報 2019年3月6日
[新聞記事] 男子・森山 女子・多古 初優勝 香取新人ミニバスケット 千葉日報 2019年3月6日
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・職員定数条例など可決 千葉日報 2019年3月6日
[新聞記事] 【'19市町村予算案 一般会計】九十九里町3.9％減51億円 大規模工事が一段落 千葉日報 2019年3月6日
[新聞記事] 障害者の社会参加学ぶ 途上国行政官ら訪問 香取 千葉日報 2019年3月6日
[新聞記事] 相続対策で初セミナー ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年3月5日
[新聞記事] 大網白里市議 11月10日 読売新聞 2019年3月5日
[新聞記事] 九十九里町長、町議も 読売新聞 2019年3月5日
[新聞記事] 津波襲来備え訓練 旭市民760人、避難手順確認 千葉日報 2019年3月5日他3紙
[新聞記事] 【'19市町村予算案 一般会計】芝山町・多古町・神崎町 千葉日報 2019年3月5日
[新聞記事] 自転車の男性はねられ死亡 横芝光 千葉日報 2019年3月5日他1紙
[新聞記事] 「命守る行動」後押し　災害や台風迅速対応へ　銚子気象台に専用回線 千葉日報 2019年3月3日
[新聞記事] 6年生ら母校に別れ　香取　5小学校の合同閉校式 千葉日報 2019年3月3日
[新聞記事] 大栄―横芝 用地取得71％　圏央道 千葉日報 2019年3月3日
[新聞記事] 刃物強盗400万円奪う　横芝光　閉店後のパチンコ店 千葉日報 2019年3月3日他2紙
[新聞記事] 海岸に白骨化下顎　匝瑳･堀川浜 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 県北東部　豚流行性下痢が流行　3.6万頭発症、6400頭死ぬ 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 11月10日投開票　大網白里市議選 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 8月25日投開票　九十九里町長選・町議選 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市　当初予算など14議案 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 【'19市町村予算案 一般会計】東庄町 26.2％増69億円　大規模事業重なり過去最大 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 酒気帯びで事故 千葉日報 2019年3月2日
[新聞記事] 【'19市町村予算案 一般会計】横芝光町 2.5％減100億円　ハード面整備など一段落 千葉日報 2019年3月2日他1紙
[新聞記事] 飯岡小 水害の伝承再現 読売新聞 2019年3月1日
[新聞記事] 銚子はね太鼓 台湾で千葉PR 読売新聞 2019年3月1日
[新聞記事] 旭の小学生が保安林に植樹　クロマツなど500本 毎日新聞 2019年3月1日
[新聞記事] 飯岡沖・ヒラメ ツ抜け連発　鹿島沖のメバル好調 千葉日報 2019年3月1日
[新聞記事] 九十九里浜女性切断遺体　長男殺人罪でも起訴 千葉日報 2019年3月1日


