
◇2019年4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] 【春季県高校野球】黎明 延長サヨナラ 千葉日報 2019年4月30日
[新聞記事] 銚子で住宅火災 千葉日報 2019年4月30日他2紙
[新聞記事] 自然の中の馬撮影　東庄で向後さん(香取)写真展 千葉日報 2019年4月30日
[新聞記事] 平成最後記念し切符　銚子電鉄 きょう限定販売 千葉日報 2019年4月30日
[新聞記事] 5月1日　関東一早い海開き式　九十九里 千葉日報 2019年4月30日
[新聞記事] 県民の心に寄り添い　被災地慰問、記憶に　天皇陛下きょう退位 千葉日報 2019年4月30日他2紙
[新聞記事] 【週間地域】千葉(香取市)　サツマイモの蜜開発 日本農業新聞 2019年4月29日
[新聞記事] 池の上悠々泳ぐ　香取 読売新聞 2019年4月29日
[新聞記事] 「脱非行」お巡りさんと共に　県警、少年少女と交流イベント 朝日新聞 2019年4月29日
[新聞記事] 【平成回顧 千葉の事件から】東金・松戸女児殺害　子どもたち守るには 千葉日報 2019年4月29日
[新聞記事] 【春季県高校野球】翔凜 12回サヨナラ 千葉日報 2019年4月29日
[新聞記事] 田植え通じて食学ぶ　多古　親子110人が農業体験 千葉日報 2019年4月29日
[新聞記事] 平成最後 街に活気　勇壮に神輿渡御　銚子 千葉日報 2019年4月29日他1紙
[新聞記事] 新たに2パートナー　銚電の命名権募集 千葉日報 2019年4月29日
[新聞記事] 【記者が選ぶ「平成」3大ニュース】東金市・山武市・大網白里市 千葉日報 2019年4月29日
[新聞記事] 【春季県高校野球】千葉学芸 紅陵にコールド 千葉日報 2019年4月28日
[新聞記事] キンメのまち フェアでＰＲ 28日、銚子で 読売新聞 2019年4月27日
[新聞記事] 防犯ボックス 東金で開所式 県内11か所目 読売新聞 2019年4月27日
[新聞記事] 防犯カメラ盗んだ疑い 旭署 千葉日報 2019年4月27日
[新聞記事] 灯油まき姉脅迫の疑い 銚子署 千葉日報 2019年4月27日
[新聞記事] 落選候補の申立て受理 銚子市選管 千葉日報 2019年4月27日
[新聞記事] 甘いイチゴに舌鼓 障害者201人無料招待 東庄の農家 千葉日報 2019年4月27日
[新聞記事] 町名産ハムで懐かしの味 ｆｕ～ｆｕ～ｃａｆｅの「大木式ロースハムのナポリタン」（横芝光町） 読売新聞 2019年4月27日
[新聞記事] 【ギャラリー】写真愛好会作品展 5月1日～31日、6月1日～30日、旭市・飯岡刑部岬展望館 読売新聞 2019年4月26日
[新聞記事] 【イベント】エアロマーケット 5月3～6日午前10時、芝山町・航空科学博物館 読売新聞 2019年4月26日
[新聞記事] 紫の花すだれ 銚子でフジ見ごろ 毎日新聞 2019年4月26日
[新聞記事] 飯岡沖・9キロ超マダイヒット 犬吠沖・メヌケ有望 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] ＧＷまでイチゴ狩り満喫 道の駅「みのりの郷東金」 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] 観察船の安全も祈願 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] ちっちゃな水族館誕生 “世界一”掲げプレ開業 銚子海洋研 悪天候時の観光に対応 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] 図解協会代表を大使に 研修など通じ活性化へ 銚子市 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] 平成最後の神輿渡御 銚子で28日「感謝祭」 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】夜間延長で健康調査 来月、有識者委設置 千葉日報 2019年4月26日
[新聞記事] 栽培技術向上などちから力 ＪＡ山武郡市緑の風部会総会 日本農業新聞 2019年4月25日
[新聞記事] 産地維持ともうかる魅力ある農業めざす ＪＡ山武郡市園芸部総会 日本農業新聞 2019年4月25日
[新聞記事] 全農新職員が研修 農家の苦労学ぶ ＪＡちばみどり受け入れ 日本農業新聞 2019年4月25日
[新聞記事] ＪＲ総武本線、踏切で田植え機と衝突 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 【東金】日本刺繍紅会 工房作品展 26～27午前10時～午後5時、日本刺繍紅会 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 【山武】第26回のぎく名画座 27日午後6時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 【香取】佐原のふな釣り大会 5月12日午前5時～午後2時、横利根川と長島川 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 東庄・橘小でも 田植えに挑戦 閉校・今年でラスト 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 豊作祈り手植え体験 東大生と旭農高女子生徒 大網白里 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 【記者が選ぶ「平成」3大ニュース】銚子市・旭市・匝瑳市 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 1票未満の落選に異議 銚子市選管、申し立て受理 千葉日報 2019年4月25日他3紙
[新聞記事] 10連休 景気にマイナス？ 消費活発も生産停滞 県内企業イベントで集客 千葉日報 2019年4月25日
[新聞記事] 佐原中ダブル優勝 最優秀に澤畠、女子は林 匝瑳市長杯バレー 千葉日報 2019年4月24日
[新聞記事] 佐原テレビ中継局が1位 千葉の超高層建造物 千葉日報 2019年4月24日
[新聞記事] 干し芋加工 余剰品で蜜 トーストなどにどうぞ 香取市女性農業者ら 日本農業新聞 2019年4月23日
[新聞記事] 匝瑳・飯高寺で28日「新緑祭」 弦楽団など演奏披露 読売新聞 2019年4月23日
[新聞記事] 開館3カ月で3万人超 新たな観光施設、期待高まる 犬吠テラステラス 毎日新聞 2019年4月23日
[新聞記事] 大網白里の男性はしか 千葉日報 2019年4月23日他1紙
[新聞記事] 旭署、酒気帯び運転の疑い男逮捕 千葉日報 2019年4月23日
[新聞記事] 10新人は6人落選 山武市議選 千葉日報 2019年4月23日
[新聞記事] 最後の議席、案分で決着 銚子市議 千葉日報 2019年4月23日
[新聞記事] 横芝光町議選 元職2人返り咲き 千葉日報 2019年4月23日
[新聞記事] 香取で住宅全焼 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 多世代住民 絆深める 香取・関地区でふれあい会 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 道の駅開業から5周年 地元温野菜が大人気 東金「大創業祭」 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] キャンパスに育児支援室 学生の保育実習の場にも 東金・城国大 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 【ちば統一選2019】3市長選 投票率45.27％ 過去最低 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 【県内16市議選 開票結果】山武市・銚子市 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 【県内3町議選 開票結果】横芝光町 千葉日報 2019年4月22日
[新聞記事] 本須賀海岸にブルーフラッグ 山武市、県内初認証 毎日新聞 2019年4月21日
[新聞記事] 新庁舎の無事完成願い 21年春開庁目指し起工式 旭市 千葉日報 2019年4月21日
[新聞記事] 東庄でもシバザクラ見頃 千葉日報 2019年4月21日
[新聞記事] 農村に津波避難築山 海抜10メートル、100人収容 大網白里市 千葉日報 2019年4月21日
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[新聞記事] 【ちば統一選2019】後半戦 きょう審判 3市長選と19市町議選 深夜にも判明 千葉日報 2019年4月21日
[新聞記事] 津波避難施設が大網白里に完成　高さ10メートルに土盛り 毎日新聞 2019年4月20日
[新聞記事] 親子でミニ航海体験しませんか　「こどもの日」銚子海洋研究所 朝日新聞 2019年4月20日
[新聞記事] 旭市役所の新庁舎起工　来年末完成へ 朝日新聞 2019年4月20日他1紙
[新聞記事] 【ちば統一選2019】3市長選あす投開票　16市議3町議選も 千葉日報 2019年4月20日
[新聞記事] 監禁、殺人未遂の疑い 元交際相手の男逮捕　山武署 千葉日報 2019年4月20日
[新聞記事] 【ちば統一選2019】あす投票 県内3町議選 立候補者 (横芝光町) 千葉日報 2019年4月20日
[新聞記事] 小玉スイカ初出荷 甘さばっちり 千葉・ＪＡ山武郡市管内 日本農業新聞 2019年4月19日
[新聞記事] 鈴木直美20周年記念ピアノリサイタル 29日午後2時、東金文化会館 読売新聞 2019年4月19日
[新聞記事] 東金・新議長に小倉氏 毎日新聞 2019年4月19日
[新聞記事] 「地域と共に存続を」 銚子電鉄・竹本社長が講演 毎日新聞 2019年4月19日
[新聞記事] 訪問看護 態勢に課題 18市町村で事業所開設0か1 朝日新聞 2019年4月19日
[新聞記事] 飯岡沖・狙えるヤリイカ 犬吠沖・ワラサに期待 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】低水温で成す術なく絶不釣 飯岡沖 ジャンボフグ釣り 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 東金に詐欺電話拠点か 警視庁、台湾籍10人再逮捕 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 高齢者に声掛け詐欺防止 コンビニ店員に感謝状 香取署 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 生徒育てた苗販売 野菜と花、低価格で 多古高校 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 新入生の防犯に役立てて 特製ホイッスル配布 東金署 千葉日報 2019年4月19日
[新聞記事] 活動さらに充実 ＪＡ山武郡市女性部総会 日本農業新聞 2019年4月18日
[新聞記事] 所得安定確保を米契約販売強化 ＪＡ山武郡市水稲部会総会 日本農業新聞 2019年4月18日
[新聞記事] 中核職員育成へ活用 出向く体制、融資推進強化 ＪＡちばみどり 農業金融トレーニー制度 日本農業新聞 2019年4月18日
[新聞記事] 収支改善 自治体で差 サービス見直しと市民の声と 朝日新聞 2019年4月18日
[新聞記事] 飲酒運転で教諭免職 書類誤廃棄の教頭は警告 県教委 千葉日報 2019年4月18日他1紙
[新聞記事] 香取、無免許で追突疑い 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 【山武】松本茜トリオ ジャズライブ！ 19日午後7時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 【銚子】歌声の集い 5月11日午後2～4時、市民センター音楽広場 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 【匝瑳】昭和だよ！全員集合！パート2 29日午前10時～午後3時、そうさ記念公園 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 境内に響くお囃子 牧野大神楽 奉納 香取の高天神社 市無形文化財 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 1400キロ自転車道の整備加速 五輪機に訪日客呼び込み 和歌山－太平洋沿い－銚子 千葉日報 2019年4月18日
[新聞記事] 職員を起訴休職 山武市 千葉日報 2019年4月17日他1紙
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 山武署 千葉日報 2019年4月17日
[新聞記事] 氏子ら平穏無事祈る 香取神宮の例祭厳かに 千葉日報 2019年4月17日
[新聞記事] 市内の神楽ひとめで 8年ぶりマップ改訂 香取・菅井さん作成 千葉日報 2019年4月17日
[新聞記事] 【ちば統一選2019】多古、鋸南 一転無投票 農村部、なり手不足深刻 千葉日報 2019年4月17日
[新聞記事] 【ちば統一選2019】横芝光町議選・1人超の17人 千葉日報 2019年4月17日
[新聞記事] 渋沢栄一の直筆書簡 ゆかりの旭で企画展 18日から 毎日新聞 2019年4月16日
[新聞記事] 香取で1遺体 住宅火災 千葉日報 2019年4月16日他3紙
[新聞記事] 九十九里で住宅全焼 千葉日報 2019年4月16日
[新聞記事] 【県内16市議選 立候補者の顔ぶれ】山武市・銚子市 千葉日報 2019年4月16日
[新聞記事] 【ひと ちば】大内かっぱハウス館長 相馬圭二さん 毎日新聞 2019年4月14日
[新聞記事] 観光客の憩いの場に　香取「市上川岸小公園」グランドオープン 千葉日報 2019年4月14日
[新聞記事] 山武に避難の牛 玩具に 福島・飯舘で限定販売 読売新聞 2019年4月13日
[新聞記事] 災害時の応援協定 山武市と茨城・常総市 毎日新聞 2019年4月13日
[新聞記事] 女性へ手紙送り付け 山武市職員を起訴 千葉日報 2019年4月13日
[新聞記事] 返礼品に「みまもり」 東庄町と日本郵便協定 千葉日報 2019年4月13日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】横芝駅利便性向上へ ＪＲ千葉支社に要望書 促進協 千葉日報 2019年4月13日他2紙
[新聞記事] 高校生がCDデビュー　HINAさん 「歌で銚子を元気に」　あす発売 毎日新聞 2019年4月12日
[新聞記事] 【釣り】飯岡沖・ヤリイカ束越え連発 千葉日報 2019年4月12日
[新聞記事] 被災地の海辺に植樹　旭農業高　防災意識向上図る 千葉日報 2019年4月12日
[新聞記事] 生産者と事業者つなぐ　銚子信金、旭で初商談会 千葉日報 2019年4月12日
[新聞記事] 部長に堀越さん 活動一層盛り上げ ＪＡ山武郡市青年部総会 日本農業新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 地域と共に発展へ なくてはならない組織に 第8次中期経営計画策定 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 防犯ホイッスル 新1年生に贈呈 東金署 小学校など21校に 読売新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 【ほのぼの＠タウン】さくらのポスト 春の便り 東金 読売新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 咲き誇る菜の花 芝山で見ごろ 毎日新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 匝瑳で特養完成 入所が始まる 飯倉駅前 毎日新聞 2019年4月11日
[新聞記事] 銚子の産業活性化へ ＣＦで新商品パッケージ ぬれ煎餅のイシガミ（銚子市） 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] ＧＷは植木まつりへ ガーデニング相談も受付 匝瑳市植木組合（匝瑳市） 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 新一万円札の顔紹介 18日から、旭で資料展 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 【山武】さんぶＤｅ銀巴里サロン 14日午後1時30分、さんぶの森文化ホール 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 【匝瑳】イベント紹介 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 県内花冷え 厚着で対抗 佐倉は7度台 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 桜とこいのぼり競演 旭・袋公園 千葉日報 2019年4月11日
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[新聞記事] 鮮やか チューリップ見頃 匝瑳・のさか 花の広場 14日にイベント 千葉日報 2019年4月11日
[新聞記事] 農の学びに歩みだす 87人が入学 千葉県立農業大学校 日本農業新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 書簡で知る渋沢栄一 18日から初公開 新紙幣の顔 旭に足跡 読売新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 一般家庭にも電気供給開始 銚子電力 読売新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 料理とだじゃれ 楽しめる!! 銚電が「鯛パニック号」 14日運行 毎日新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 春季県高校野球 地区予選きょう開幕 朝日新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 東金署 千葉日報 2019年4月10日
[新聞記事] 「改元」テーマに雅楽 21日、恒例酒蔵コンサート 山武・守屋酒造 千葉日報 2019年4月10日
[新聞記事] ふるさと納税活用 新型町有バス披露 ラッピング、ドラレコも 芝山 千葉日報 2019年4月10日
[新聞記事] 乾草沼のトンボ 住民らが写真展 町立図書館 横芝光 朝日新聞 2019年4月10日
[新聞記事] 文化財や祭りを紹介 歴まちカード 香取市が配布 毎日新聞 2019年4月9日
[新聞記事] 自民 高橋氏 激戦制す 定数1に4候補 旭市選挙区 千葉日報 2019年4月9日
[新聞記事] 横芝光で酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2019年4月9日
[新聞記事] 3現職争い 戸村氏落選 定数減、区割り変更に泣く 香取市・神崎町・多古町 千葉日報 2019年4月8日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選2019】自民48議席 過半数維持 千葉日報 2019年4月8日
[新聞記事] 【私たちの働き方改革② 家庭での地位確立】経営への考えを持つ 横芝光町・鈴木さん 日本農業新聞 2019年4月8日
[新聞記事] 立体感 ミリ単位で陰影 福田さん 切り絵作家 毎日新聞 2019年4月7日
[新聞記事] 不法残留容疑でタイ国籍の男逮捕 香取署 千葉日報 2019年4月7日
[新聞記事] 【市町村人事】香取市・神崎町 （1日付） 千葉日報 2019年4月7日
[新聞記事] 鯛＆駄じゃれ楽しんで 14日にイベント運行 銚子電鉄 千葉日報 2019年4月7日
[新聞記事] 【だまされるな 電話ｄｅ詐欺撲滅へ】未然防止へ行員 ソーサマンＰＲ 匝瑳署 千葉日報 2019年4月7日
[新聞記事] 病院アクセス向上へ 仁井宿与倉線3工区 開通 香取 千葉日報 2019年4月7日
[新聞記事] チューリップ 匝瑳で見ごろ　あすから祭り 毎日新聞 2019年4月6日
[新聞記事] 【統一地方選 2019】千葉の未来カルテ・農業 朝日新聞 2019年4月6日
[新聞記事] 香取で住宅火災 千葉日報 2019年4月6日
[新聞記事] 無免許・酒気帯び容疑で男逮捕 千葉日報 2019年4月6日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選 2019】25選挙区 立候補者の顔ぶれ 千葉日報 2019年4月6日
[新聞記事] 【ちば統一選 県議選 2019】3現職、生き残り懸命 千葉日報 2019年4月6日
[新聞記事] 【えきものがたり】横芝駅(横芝光町)　活気再び駅前交流施設 読売新聞 2019年4月6日
[新聞記事] 機能強化にらみ2町が組織改編　芝山・横芝光 朝日新聞 2019年4月6日
[新聞記事] 桜散らす春の嵐　千葉市24.7メートル、気温も上昇 千葉日報 2019年4月6日
[新聞記事] 飯岡沖・ヤリイカ堅調 犬吠沖・狙えるホウボウ 千葉日報 2019年4月5日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】キロ超え、ソゲ級を連発 飯岡沖 18年度最後のヒラメ釣り 千葉日報 2019年4月5日
[新聞記事] 落石防止し一部開通 銚子・犬吠埼遊歩道 千葉日報 2019年4月5日
[新聞記事] 五輪の波乗る新酒!? 波モチーフ、ボトル工夫 大網白里の農業ＮＰＯ 販路拡大へ 千葉日報 2019年4月5日
[新聞記事] 功績たたえる 初の総代永年功労表彰 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年4月4日
[新聞記事] 「電話ｄｅ詐欺」 市民に注意喚起 職員が一日警察官 ＪＡちばみどり八日市場支店が匝瑳署に協力 日本農業新聞 2019年4月4日
[新聞記事] 銚子で住宅全焼 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 【銚子】ＪＲ銚子駅＆「駅ピアノ」1周年サンキューコンサート 13日午後1～4時、ＪＲ銚子駅イベント広場 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 【山武】成東・東金食虫植物群落の四季 2日～9月16日、午前9時～午後4時30分、市歴史民俗資料館 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 【ちばの元気企業】短い藺草活用しグッズ 伝統文化の継承に意欲 青柳畳店（銚子市） 千葉日報 2019年4月4日
[新聞記事] 大網白里で住宅火災 千葉日報 2019年4月3日
[新聞記事] 【市町村人事】匝瑳市（1日付） 千葉日報 2019年4月3日
[新聞記事] 「夢や目標へ日々精進」 1689人決意新た 城国大入学式 東金 千葉日報 2019年4月3日他1紙
[新聞記事] 大栄－横芝 取得率75％ 圏央道、収用法手続き手続きも 千葉日報 2019年4月3日
[新聞記事] 3月度入選作決まる 小中高校書道作品紙上展 毎日新聞 2019年4月2日
[新聞記事] はねられ男性死亡 匝瑳の踏切 千葉日報 2019年4月2日
[新聞記事] 乗車記念証明書を発行 芝山千代田駅で限定1000枚 芝山鉄道 千葉日報 2019年4月2日
[新聞記事] イチゴスイーツに大行列 山武で特産品グランプリ 千葉日報 2019年4月2日他1紙
[新聞記事] 超早場米 田植え始まる 7月収穫、需要拡大狙う 神崎 千葉日報 2019年4月2日
[新聞記事] 糸絵で絹の魅力知って 小西さん制作 7日まで展示 全国でも類見ない技法 多古 千葉日報 2019年4月2日
[新聞記事] 信号柱に衝突、死亡 大網白里で男性 千葉日報 2019年4月1日
[新聞記事] 東金に子ども食堂 学習支援や居場所づくりも 千葉日報 2019年4月1日
[新聞記事] 【市町村人事】九十九里町（4月1日付） 千葉日報 2019年4月1日
[新聞記事] 【市町村人事】横芝光町（4月1日付） 千葉日報 2019年4月1日


