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※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] まずい棒 商売上手 銚電 経営改善 副業部門65％増 読売新聞 2019年6月30日
[新聞記事] 総理大臣賞に川嶋さん（山武） 日本水墨院展で県勢活躍 千葉日報 2019年6月30日
[新聞記事] 園児 ヤギと触れ合い 乳搾り、県農大生解説も 東金市立公平幼稚園 千葉日報 2019年6月30日
[新聞記事] 親睦会費盗んだ男性主事を停職　大網白里市 千葉日報 2019年6月29日他3紙
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・9議案可決し閉会 千葉日報 2019年6月29日
[新聞記事] 「恋と衝動」巧みに表現　香取　恋する豚研究所でアート展 千葉日報 2019年6月29日
[新聞記事] 「まずい棒」救世主に　銚子電鉄赤字縮小 千葉日報 2019年6月29日他1紙
[新聞記事] すいとん作り 園児に食育 ＪＡちばみどり女性部旭支部部員 日本農業新聞 2019年6月28日
[新聞記事] 発見後すぐに防除を 千葉県、撲滅へ研修会 日本農業新聞 2019年6月28日
[新聞記事] 市役所本庁舎で職員ら防災訓練 銚子市 読売新聞 2019年6月28日
[新聞記事] 贈りたいおみやげ 投票を 県内は11品エントリー ＪＲ東日本 読売新聞 2019年6月28日
[新聞記事] 飯岡沖・夏ヒラメ堅調 大洗沖・メバル好模様 千葉日報 2019年6月28日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・文化会館調査費など可決 千葉日報 2019年6月28日
[新聞記事] 高齢者の“足”確保に意欲 椿新町長が初登庁 神崎 千葉日報 2019年6月28日
[新聞記事] 東金寺社巡りいかが 今週末 イベント各所で 願成就寺 日吉神社 妙宣寺 千葉日報 2019年6月28日
[新聞記事] 電動バイクで岬巡りを バス代わる交通に レンタル 銚子電鉄 千葉日報 2019年6月28日
[新聞記事] トウモロコシ順調 販売さらに強化 旭露地野菜部会 本格出荷控え市場担当と査定会 日本農業新聞 2019年6月27日
[新聞記事] 男女2人を再逮捕 7万円盗んだ疑い 東金男性遺棄 千葉日報 2019年6月27日他1紙
[新聞記事] 【芝山】暮らしのお悩み相談会 28日午後1時30分～3時30分、芝山町役場南庁舎1階ミーティングルーム 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【旭】銚子吹奏楽団第26回演奏会 30日午後1時30分開演、県東総文化会館大ホール 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【銚子】千葉科学大学市民公開講座 7月7日～12月8日、午後1時30分、防災シミュレーションセンター 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【東庄】香取支部ポンプ操法大会 29日午前8時30分、町役場駐車場 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【山武】イベント紹介 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 来月5日に臨時議会 補正予算案再提案へ 匝瑳市 千葉日報 2019年6月27日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】運行開始12月1日 横芝光町「新空港バス」 千葉日報 2019年6月27日他1紙
[新聞記事] 飯岡の貴味メロン 食味重視の栽培を ＪＡちばみどり飯岡部会査定会 日本農業新聞 2019年6月26日
[新聞記事] 空港発展の道筋 率いた7年 ＮＡＡ夏目社長退任 朝日新聞 2019年6月26日他1紙
[新聞記事] 死後に生活保護費窃盗 容疑で男女再逮捕へ 東金 男性遺棄 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 谷田部（栗源）100、1000制す 女子は山崎（多古一）2冠 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 松戸四4連覇 男子は葛飾 初優勝 県中学バレー 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 【弓道】県千葉2連覇 女子は匝瑳14年ぶり 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・教育長再任など可決 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 海開き前の海岸清掃 161人協力し汗流す 大網白里 千葉日報 2019年6月26日
[新聞記事] 毎日10往復 計20便 横芝光町、計画まとめる 横芝駅－成田空港間バス 朝日新聞 2019年6月26日
[新聞記事] インフルエンサー 地域で育成を 効果的な発信 事業者ら学ぶ 香取で講座 毎日新聞 2019年6月25日他1紙
[新聞記事] 安全作業を劇で解説 会員楽しく学ぶ 山武市シルバー人材センター 千葉日報 2019年6月25日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・市教委人事案に同意 千葉日報 2019年6月25日
[新聞記事] 補正予算案を否決 「コミュニティ育成」に批判 匝瑳市議会 千葉日報 2019年6月25日他2紙
[新聞記事] 「高齢者の足確保を」 初当選、椿氏が抱負 神崎町長選 千葉日報 2019年6月25日
[新聞記事] 目指せ！甲子園 出場校のプロフィル 千葉日報 2019年6月25日
[新聞記事] 100万円の詐欺防ぐ ＪＡ窓口係に感謝状 山武署 千葉日報 2019年6月24日
[新聞記事] 【千葉日報福祉事業団へ寄託】東金市家徳の浅井病院 千葉日報 2019年6月24日
[新聞記事] ジャガイモ採れたよ！ 町の魅力、体験会で発信 多古 千葉日報 2019年6月24日
[新聞記事] 老人ホームにバラ贈呈 茨城の栽培研究会 千葉日報 2019年6月24日
[新聞記事] 手書き「祇園祭」でPR　匝瑳　若手起用しポスター 千葉日報 2019年6月23日
[新聞記事] 無車検の公用車 県が10日間使用 昨年6月に 公表せず 朝日新聞 2019年6月22日
[新聞記事] 新人3氏最後の訴え 神崎町長選あす投開票 千葉日報 2019年6月22日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・27議案可決し閉会 千葉日報 2019年6月22日
[新聞記事] 県内2遺跡 国史跡に 墨古沢（酒々井）・野馬込跡（香取） 文化審答申 千葉日報 2019年6月22日他3紙
[新聞記事] 千葉産スイカ産地合同PR　JA全農など 日本農業新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 効率化で収入アップ　千葉県の神崎東部　スマート農機実演 日本農業新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 航空科学博物館大改装中　開館30年へ 読売新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 静岡･牧之原市と災害協定　山武市 県外3自治体目 読売新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 震災の記憶 言葉に　旭いいおか文芸賞　テーマ「海」9月から募集 読売新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 銚子　バンクーバー大会フィギュア8位　小塚崇彦さんらが中学生に五輪精神 毎日新聞 2019年6月21日
[新聞記事] 鹿島沖・狙える良型フグ　飯岡沖・ヒラメ好気配 千葉日報 2019年6月21日
[新聞記事] 強盗致傷の疑い 千葉日報 2019年6月21日
[新聞記事] 電車と衝突し車の男性死亡　山武の踏切 千葉日報 2019年6月21日他2紙
[新聞記事] 車検切れ公用車運転　県、昨年把握も公表せず 千葉日報 2019年6月21日他1紙
[新聞記事] 銚子電鉄にともしびを　地域電力会社が経済支援 千葉日報 2019年6月21日
[新聞記事] 旬のイワシ御膳どうぞ！！　銚子周辺　来月末までフェア 千葉日報 2019年6月21日
[新聞記事] 飛び降り未然に防ぐ　銚子署　旭の千本松さん表彰 千葉日報 2019年6月21日
[新聞記事] 迷子の小2男児保護　東金署　パトロール隊に感謝状 千葉日報 2019年6月21日
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[新聞記事] 園児に教育ファーム 餌やり、乳搾り手ほどき 千葉県立農業大学校 日本農業新聞 2019年6月20日
[新聞記事] 「さんぶの春夏野菜」ＰＲ 豊洲市場でフェア ＪＡ山武郡市園芸部 日本農業新聞 2019年6月20日
[新聞記事] 豊かな四季活写 東金で50点展示 大網白里写真クラブ 毎日新聞 2019年6月20日
[新聞記事] 「サンブスギ」で地域活性化 石井工業 製材から建築まで 毎日新聞 2019年6月20日
[新聞記事] 【山武】天鼓Ｔｅｎｋｕｕカリンバコンサート 21日午後7時、成東文化会館 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【芝山】客室乗務員のおはなし（ＪＡＬ）23日午後1時、航空科学博物館1階多目的ホール 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【銚子】フォーラム銚子特別講演会「美しい海を未来へ～海辺のカルテから～」 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【旭】イベント紹介 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【香取】香取・佐原母親大会 22日午後1時～4時30分、佐原中央公民館大会議室 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・議員報酬減額案を否決 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 架空の街、避難を議論 「共助」テーマに減災教室 山武 成東中 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【第101回全国高校野球選手権 千葉大会】令和初の覇者へ 163チーム組み合わせ決定 来月10日開幕 千葉日報 2019年6月20日
[新聞記事] 【小学生バレー】男子8、混合2チーム紹介 県大会決勝トーナメント 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] ハマグリ密漁に民間警備 開始1か月 効果実感 漁協依頼 九十九里浜 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 430人成果競い合う 県障害者スポーツ大会陸上競技 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・補正予算など可決し閉会 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 里山会、香取で意見交換 訪日客や移住策巡り 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 江戸を感じる町並み 日本遺産の4都市 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 味わい深い美酒並ぶ 税務署で千葉の111銘柄審査 成田 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 子育て、福祉で舌戦 3新人立候補 神崎町長選告示 千葉日報 2019年6月19日
[新聞記事] 匝瑳、側溝ふた盗まれる 千葉日報 2019年6月18日
[新聞記事] 山武市元職員に猶予刑 ストーカー事件で地裁 千葉日報 2019年6月18日他2紙
[新聞記事] 元巨人・篠塚さんら 熱血指導 還暦チーム対象に教室 銚子 読売新聞 2019年6月17日
[新聞記事] プラネタリウム再開なるか 市、調査費提案 財源確保にハードル 銚子 朝日新聞 2019年6月17日
[新聞記事] 新人の三つどもえへ 神崎町長選あす告示 千葉日報 2019年6月17日
[新聞記事] 【ちば最前線】「状況好転」も楽観できず 銚子市の危機的財政 市民と連携強化を 千葉日報 2019年6月17日
[新聞記事] 【ふさの国 探宝】並ぶ新鮮特産野菜 道の駅くりもと 千葉日報 2019年6月17日
[新聞記事] 電車にはねられ男性死亡 東金 千葉日報 2019年6月16日
[新聞記事] 五輪の価値伝える フィギュアスケート 小塚さんら元代表 銚子五中でＪＯＣ教室 千葉日報 2019年6月16日
[新聞記事] メークイン 作柄が順調　千葉･栗源部会 日本農業新聞 2019年6月15日
[新聞記事] 殺人予備罪3人追起訴　東金男性遺棄で地検 千葉日報 2019年6月15日他3紙
[新聞記事] 九十九里町長選　「東千葉MC経営改善を」　高木町議が出馬表明 千葉日報 2019年6月15日他3紙
[新聞記事] 市税上振れ黒字2億　銚子市18年度決算 千葉日報 2019年6月15日他2紙
[新聞記事] メロン食味 独自審査　千葉県横芝光町･若梅健司さん 日本農業新聞 2019年6月15日
[新聞記事] 飯岡沖・大型ヒラメヒット 犬吠沖・カンパチ快釣 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】東総沖の夏ヒラメ解禁 海況良しも釣果いまいち 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] ポケモン画像 無断複製疑い 銚子の会社員逮捕 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・5議案可決し閉会 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] 説明会に13陣営 神崎町議選 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] 電車内で痴漢防止啓発 あおぼーしと高校生タッグ 香取 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] 忙人寸語 千葉日報 2019年6月14日
[新聞記事] ジャンボタニシ防除 26日研修会に参加を 県が旭市で 日本農業新聞 2019年6月13日
[新聞記事] 低コスト・高性能 最新農機ずらり ＪＡ山武郡市展示会 日本農業新聞 2019年6月13日
[新聞記事] 科学の視点での箕作り 伝統工芸 生徒学ぶ 匝瑳 朝日新聞 2019年6月12日
[新聞記事] 【匝瑳】西光寺仏画会作品展 14～16日、午前9時～午後5時、八日市場公民館1階市民ギャラリー 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 【多古】日本寺 あじさい祭り 16日午前11時、日本寺 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 【香取】かき氷コレクション 15、16日、午前11時～午後5時、与倉屋大土蔵 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 【山武】イベント紹介 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] 水平線に変形太陽 長方形からキノコ形へ 九十九里 千葉日報 2019年6月13日
[新聞記事] トウモロコシ 出荷がピーク 千葉・ＪＡ山武郡市園芸部部会 日本農業新聞 2019年6月12日
[新聞記事] 【小学生バレー】女子8、混合2チーム紹介 県大会決勝トーナメント 読売新聞 2019年6月12日
[新聞記事] 銚子産キンメ地元沖好き？ 豊富な餌 回遊せず成長か 朝日新聞 2019年6月12日
[新聞記事] 事後強盗容疑で男逮捕 香取署 千葉日報 2019年6月12日
[新聞記事] 住宅全焼し1遺体 芝山 千葉日報 2019年6月12日他2紙
[新聞記事] 山武ニンジン カクテル登場 ワタミ社居酒屋 全国で提供 千葉日報 2019年6月12日
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・東庄町 千葉日報 2019年6月12日
[新聞記事] 現役力士と児童交流 小結の御嶽海関来校 東庄・笹川小 千葉日報 2019年6月12日
[新聞記事] タイムカプセル 「ドキドキ」開封 横芝光・白浜小 毎日新聞 2019年6月12日
[新聞記事] 九十九里町長 再選出馬表明 読売新聞 2019年6月11日
[新聞記事] 出羽海部屋とはっけよい 来年閉校、東庄の小学校 読売新聞 2019年6月11日
[新聞記事] 山武で建物4棟焼ける 千葉日報 2019年6月11日他1紙
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[新聞記事] 傷害容疑で男を逮捕 旭署 千葉日報 2019年6月11日
[新聞記事] 遊休地にヒマワリ迷路 福島の種で復興支援へ 匝瑳 千葉日報 2019年6月11日
[新聞記事] 多古米振る舞い大盛況 あじさい祭りで町内行進 千葉日報 2019年6月11日
[新聞記事] 飯岡メロン 出荷始まる 甘み、食味に太鼓判 旭 千葉日報 2019年6月11日
[新聞記事] 香取市の成人式20歳 朝日新聞 2019年6月9日
[新聞記事] 【現代食事考】旬のメロン 千葉日報 2019年6月9日
[新聞記事] 航空科学博リニューアル 千葉日報 2019年6月9日
[新聞記事] 実習生中国から集まらぬ 経済発展 背景に 面接にＯＢ・ＯＧ ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2019年6月8日
[新聞記事] 残さ焼却へ 市に要望書 ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2019年6月8日
[新聞記事] 銚子を愛した孤高の版画家 風景や人々を掘り続け 金子周次 作品60点 芸術村で展示 毎日新聞 2019年6月8日
[新聞記事] 虫食いキャベツ 50玉「助かった」 廃棄目前 銚子のカフェが漬けものに 朝日新聞 2019年6月8日
[新聞記事] ワンストップ特例113人が適用漏れ ふるさと納税で山武市 千葉日報 2019年6月8日他2紙
[新聞記事] 「海浜文化都市へ全力」 大矢町長が再選出馬表明 九十九里町長選 千葉日報 2019年6月8日他1紙
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・大網白里市・銚子市・神崎町・芝山町 千葉日報 2019年6月8日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・新教育長に押尾氏 千葉日報 2019年6月8日
[新聞記事] 伊豆、箱根巡る婚活バスツアー　来月20日、参加募る 読売新聞 2019年6月7日
[新聞記事] 鹿島沖・マゴチ60センチ超え　飯岡沖・ヒラメ好調 千葉日報 2019年6月7日
[新聞記事] ひき逃げの疑い 千葉日報 2019年6月7日
[新聞記事] 名物の多古米振舞行列　9日にあじさい祭り 千葉日報 2019年6月7日
[新聞記事] 旭　ハナショウブ鮮やか　9日「あやめまつり」 千葉日報 2019年6月7日
[新聞記事] 「今年の出来は最高」銚子メロン出荷始まる 千葉日報 2019年6月7日他1紙
[新聞記事] 文化会館再開へ 調査費260万計上 銚子市補正案 読売新聞 2019年6月6日
[新聞記事] 色つき瓶 「砂」に再資源化 ガラスリソーシング 毎日新聞 2019年6月6日
[新聞記事] 【旭】知って！感じて！ホールのピアノ～ピアノの魅力を発見しよう～ 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【芝山】はつらつクッキングサロン 7月3日午前9時45分～午後1時15分、福祉センター「やすらぎの里」 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【匝瑳】県民の日海匝地域行事「さんさん・フェスタ2019」8日午前10時～午後2時30分、そうさ記念公園 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 密漁者からハマグリ守れ 警備会社と連携 九十九里漁協 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・銚子市 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] 【横芝光】ドキュメンタリー映画上映会 8日午後2時、町文化会館 千葉日報 2019年6月6日
[新聞記事] トウモロコシ 販売方法共有 千葉・ＪＡ山武郡市目ぞろえ会 日本農業新聞 2019年6月5日
[新聞記事] 【学校自慢】統合5校の個性を輝かす 香取市立山田小学校 毎日新聞 2019年6月5日
[新聞記事] 元同級生女 無期確定へ 芝山女性生き埋め 千葉日報 2019年6月5日他1紙
[新聞記事] 衰弱進み置き去り計画 殺人予備容疑、3人逮捕 東金男性遺棄 千葉日報 2019年6月5日他3紙
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・香取市 千葉日報 2019年6月5日
[新聞記事] 【町村議会だより】九十九里町・商品券経費など増額 千葉日報 2019年6月5日
[新聞記事] 安全安心なまちづくりへ 香取署とスーパーが協定 千葉日報 2019年6月5日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・空港シャトル検討 千葉日報 2019年6月5日他1紙
[新聞記事] 新郎新婦が挙式前後 「さっぱ舟」で園内回る 香取・水郷佐原あやめパーク 毎日新聞 2019年6月4日
[新聞記事] 九十九里浜28キロ 社員ら200人踏破 茂原・三井化学 毎日新聞 2019年6月4日
[新聞記事] 元市職員に10月求刑 山武ストーカー初公判 千葉日報 2019年6月4日他1紙
[新聞記事] 殺人予備疑い再逮捕へ 3人、放置場所探したか 東金男性遺棄 千葉日報 2019年6月4日
[新聞記事] 【市議会だより・町村議会だより】東金市・芝山町 千葉日報 2019年6月4日
[新聞記事] 県公募枠33人 市町村意向配慮、推薦も 聖火リレーランナー 千葉日報 2019年6月4日
[新聞記事] 大網白里で住宅火災、1人搬送 千葉日報 2019年6月3日
[新聞記事]多古の水飲んで!! 深井戸水をボトルに きょうから販売 千葉日報 2019年6月3日
[新聞記事] ミスあやめに伊藤さん 千葉日報 2019年6月3日
[新聞記事] 「嫁入り舟」 初夏を巡る 香取 千葉日報 2019年6月3日
[新聞記事] 佐原の山車 「半間」新調 香取 1本木から削り出し 千葉日報 2019年6月3日
[新聞記事] マリーンズJr 銚子中破り優勝　県少年軟式野球 毎日新聞 2019年6月2日
[新聞記事] 日ごろの成果発表　香取、佐原文協祭が開幕 千葉日報 2019年6月2日
[新聞記事] かわいい猫の作品見て！　銚子･大八木呉服店で展覧会 千葉日報 2019年6月2日
[新聞記事] 聖火21市町リレー 千葉日報 2019年6月2日他3紙
[新聞記事] 文化会館再開へ調査費 補正予算案に260万円 銚子市長 読売新聞 2019年6月1日
[新聞記事] 香港航空の機体 11便で部品欠落 先月16日以降 毎日新聞 2019年6月1日
[新聞記事] 東金男性遺棄 70歳女を起訴 地検 千葉日報 2019年6月1日
[新聞記事] 旧猿田小の建物 貸付議案提出へ 銚子へ 千葉日報 2019年6月1日


