
◇2019年8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] 早期発見・防除を　ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖｳﾄｳ会議　トウモロコシ食害 日本農業新聞 2019年8月31日
[新聞記事] 2019全日本読売写真クラブ展　入選作品 読売新聞 2019年8月31日
[新聞記事] フィッイング　飯岡港　カンパチ、スズキ他　 読売新聞 2019年8月31日
[新聞記事] 留学生ら403人　秋の卒業　城西国際大東金キャンパス 毎日新聞 2019年8月31日
[新聞記事] 第72回秋季高校野球大会　敗者復活戦組み合わせ 毎日新聞 2019年8月31日
[新聞記事] 外来生物の駆除を　香取小見川アメリカナマズつり大会 千葉日報 2019年8月31日
[新聞記事] 市議会だより　大網白里市　補正予算など13議案 千葉日報 2019年8月31日
[新聞記事] 町並み照らす優しい光　香取の小野川で灯籠流し 千葉日報 2019年8月31日
[新聞記事] JAちばみどりひかり支店　横芝光町ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 日本農業新聞 2019年8月31日
[新聞記事] 旭市飯岡しおさいマラソン　潮風とともに走ろう 来年2月2日号砲　来月から参加募集 毎日新聞 2019年8月30日
[新聞記事] 【釣り】鹿島沖・ムラサキイカ絶好調　片貝沖・ヒラメ堅釣 千葉日報 2019年8月30日
[新聞記事] 杉原氏「町長選は無効」　九十九里町選管に異議 千葉日報 2019年8月30日他1紙
[新聞記事] 男性2人が死傷　香取で多重事故 千葉日報 2019年8月30日他1紙
[新聞記事] 83歳母の遺体放置　東金署　遺棄容疑で息子逮捕 千葉日報 2019年8月30日他1紙
[新聞記事] ともしび間近に体感　犬吠埼灯台で夜間参観 千葉日報 2019年8月30日
[新聞記事] 銚子の海鹿島・長崎海水浴場　市長 来年度も開設方針 千葉日報 2019年8月30日
[新聞記事] 今年も上出来 県内各地で米の初検査 日本農業新聞 2019年8月29日
[新聞記事] プールサイドに警察官の目 置き引き、痴漢警戒 山武 読売新聞 2019年8月29日
[新聞記事] 幼虫を県内初確認 害虫ガ「ツマジロクサヨトウ」香取の畑 千葉日報 2019年8月29日他1紙
[新聞記事] 夏の名残 ヒマワリ見頃 多古町 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【匝瑳】介護の仕事説明会 14日午前9時～午後4時、飯倉駅前特別養護老人ホームシオン 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【芝山】募集・成田空港周辺地域の共栄につながる協働事業 9月30日必着 成田空港地域共生・共栄会議 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【多古】悪魔の森の音楽祭 9月21日午後5時、町コミュニティプラザ文化ホール 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【東金】東金ＢＩＧ ＢＡＮＤ ＪＡＺＺ 31日午後3時、東金文化会館 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【銚子】Ｓｍｉｌｅ Ｌｉｎｋ（スマイルリンク）9月8日午前11時～午後8時、銚子マリーナ 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【香取】山田地区で閉校した5小学校の資料展 9月7日～10月27日、山田公民館 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] 【山武】インターナショナルフェスティバル 10月22日 千葉日報 2019年8月29日
[新聞記事] トウモロコシ 計画量下回る 千葉・銚子野菜連合会販売検討会 日本農業新聞 2019年8月28日
[新聞記事] ひったくり疑い 男2人を再逮捕 県警 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・補正予算など提案 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] 【北総ひんやりめぐり】県内最大級19種のプール 蓮沼ウォーターガーデン（山武） 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] 閉校で最後の稲刈り 児童が収穫 東庄・橘小 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] 乗車記念証明書の写真募集 来月から、芝山鉄道 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] ハラグロオオテントウ確認 体長ナナホシの3倍、1センチ 東金・県立農業大学校 千葉日報 2019年8月28日
[新聞記事] 銚子電鉄「ぬれ煎餅参与」募集 ネット販売強化へアイデアを 謝礼に毎月30枚差し上げます 朝日新聞 2019年8月27日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 山武署 千葉日報 2019年8月27日
[新聞記事] 安心に暮らせる地域を 九十九里町長選、大矢氏再選 千葉日報 2019年8月27日
[新聞記事] 香取市立病院が来月開院 リハビリ室に明るい庭園 外来診療は3日から 毎日新聞 2019年8月26日
[新聞記事] 折り紙ヒコーキ 遠くに飛んでけ 多古 日航が教室 朝日新聞 2019年8月26日
[新聞記事] 九十九里14町議 決まる 千葉日報 2019年8月26日
[新聞記事] 恒久平和を願って きょうまで原爆図展示 東庄町公民館 千葉日報 2019年8月26日
[新聞記事] 多古町の公用車 ドラレコ映像提供 香取署と協定 千葉日報 2019年8月26日
[新聞記事] 入館者600万人達成 リニューアル効果で3割増 芝山・航空科学博物館 千葉日報 2019年8月26日他1紙
[新聞記事] 九十九里町長に大矢氏再選 千葉日報 2019年8月26日他1紙
[新聞記事] 【秋季県高校野球】東金、鎌ヶ谷 代表に 千葉日報 2019年8月25日
[新聞記事] 安全安心な医療を 新病院来月オープン 香取おみがわ医療センター 千葉日報 2019年8月25日
[新聞記事] 現新3氏最後の訴え　九十九里町長選あす投開票 千葉日報 2019年8月24日
[新聞記事] 【ちば涼紀行】潮風とイルカ探して 銚子沖のウォッチング船（銚子市） 読売新聞 2019年8月23日
[新聞記事] 惨状伝える「原爆の図」 複製画4作品展示中 25日、反戦の朗読会も 東庄 毎日新聞 2019年8月23日
[新聞記事] 飯岡沖・大型キハダヒット 鹿島沖・スジイカ好乗り 千葉日報 2019年8月23日
[新聞記事] 水辺に愛着、美化意識醸成 恒例ボート大会も 千葉日報 2019年8月23日
[新聞記事] 水底歩いて ごみ拾い 八鶴湖 東金 8年ぶり水抜き 25日、生物観察イベント 千葉日報 2019年8月23日
[新聞記事] ソフトボール大会 海上支部が初優勝 ＪＡちばみどり青年部 日本農業新聞 2019年8月22日
[新聞記事] 身を守って 防犯ブザー児童に贈る ＪＡ佐原が香取市に 日本農業新聞 2019年8月22日
[新聞記事] 稲刈り急ぐ 日照不足で開始1週間遅れ 東庄町の多田さんら 日本農業新聞 2019年8月22日
[新聞記事] 【神崎】なんじゃもんじゃ写真塾ＯＢ「写遊会」作品展 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【山武】第4回ミュージカル発表会「おとぎのせかい」25日午後2時、成東文化会館のぎくプラザ 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【香取】ロビーコンサート 28日午後0時15分～45分、市役所1階 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【芝山】イベント紹介 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】ＮＡＡ 来月から事前調査 住民の健康や睡眠への影響 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 最先端機器で測量挑戦 県協会が実技講習 旭・東総工業高 千葉日報 2019年8月22日
[新聞記事] 【北総ひんやりめぐり】江戸時代のかき氷再現 茶屋花冠本店（香取） 千葉日報 2019年8月22日
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[新聞記事] 高校総体2019　ボート男子ダブルスカル　小見川3位　 読売新聞 2019年8月21日
[新聞記事] 秋季県高校野球　地区予選が開幕　1回戦2回戦結果　 朝日新聞 2019年8月21日
[新聞記事] 流山、空港、山武署長交代　秋の県警人事骨格固まる 千葉日報 2019年8月21日
[新聞記事] 九十九里町長選告示　現職2新人挑む 千葉日報 2019年8月21日他3紙
[新聞記事] 収穫体験後は飲もう ＳＮＳで料理発信 野菜農家兼ビアジャーナリスト 銚子市 大木さん 日本農業新聞 2019年8月20日
[新聞記事] 旭市の消防隊員逮捕 酒気帯び運転容疑で 千葉日報 2019年8月20日他3紙
[新聞記事] 佐原町並み 哀愁込め アニメトーイさん水彩画展 タイ出身 千葉日報 2019年8月20日
[新聞記事] 早採り「郷の香」目揃え ゆで落花生、つまみに人気 銚子 千葉日報 2019年8月20日他1紙
[新聞記事] 町長選三つどもえへ 町議選は3人オーバーか 九十九里あす告示 千葉日報 2019年8月19日
[新聞記事] 水難注意 海保見回り強化 朝日新聞 2019年8月18日
[新聞記事] ブロック塀に衝突 バイク男性が死亡　東庄 千葉日報 2019年8月18日
[新聞記事] 九十九里町の課題 8.25町長選へ 千葉日報 2019年8月18日
[新聞記事] サンマ求め北の海へ　見送り受け銚子出港 千葉日報 2019年8月18日他1紙
[新聞記事] 横芝光　今年最高35.2度 千葉日報 2019年8月18日
[新聞記事] 地域医療テーマに講演会 なかにし礼氏も登壇 旭で10月12日 読売新聞 2019年8月17日
[新聞記事] 【イチオシ！ちばめし】深いコク ふわふわの身 えんどうの「鯉のうま煮」（東庄町） 読売新聞 2019年8月17日
[新聞記事] 若手神職ら「モダン神棚」 サンブスギで試作品 県神道青年会 毎日新聞 2019年8月17日
[新聞記事] 公会堂に侵入した疑い 香取署 千葉日報 2019年8月17日
[新聞記事] かもめーるで詐欺防止 高齢者世帯に郵便 山武署 千葉日報 2019年8月17日
[新聞記事] 男性2人に署長感謝状 香取、倒れた男性救助 千葉日報 2019年8月17日
[新聞記事] 【北総ひんやりめぐり】地産メロンでスムージー 君ヶ浜ベイハウス（銚子市） 千葉日報 2019年8月17日
[新聞記事] 銚子洋上発電など協力要請 市町村長が知事と会合 千葉日報 2019年8月17日
[新聞記事] 鹿島沖・フグ良型連発 飯岡沖・シロギス食い順調 千葉日報 2019年8月16日
[新聞記事] 17人戦死 特攻隊員に祈り 「翔天の碑」前で慰霊祭 銚子・飛行場跡地 千葉日報 2019年8月16日他2紙
[新聞記事] 同じ太さに切って 江戸流二八そばに挑戦 道の駅くりもと 千葉日報 2019年8月16日
[新聞記事] 【東金】イベント紹介 千葉日報 2019年8月15日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年8月15日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年8月15日
[新聞記事] ベリーズに親しみを 伝統遊びで英語体験 横芝小で異文化教室 千葉日報 2019年8月15日
[新聞記事] 犠牲の駅員ら慰霊 ＪＲ成東駅 空襲献花式 毎日新聞 2019年8月14日他1紙
[新聞記事] 大網の女性高波に 静岡・伊東の海岸 千葉日報 2019年8月14日
[新聞記事] 芭蕉も歩いた「下参り」 東国三社参りの旅 千葉日報 2019年8月14日
[新聞記事] 【ちば涼紀行】佐原に映える冷たい甘味 「芋ぺちーの」上川岸小公園（香取市） 読売新聞 2019年8月12日
[新聞記事] 銚子サンマ漁 「低水準」予測 16・17日 3隻厳しい船出 朝日新聞 2019年8月12日
[新聞記事] 香取の住宅兼クリーニング店全焼 千葉日報 2019年8月12日
[新聞記事] 灯油ランプで幻想的な夜 香取の古民家カフェ 15日まで 初イベント 千葉日報 2019年8月12日
[新聞記事] 町特産豚肉を堪能 ポーク＆ビア夏祭り きょうまで 千葉日報 2019年8月12日
[新聞記事] 花の五輪マークお目見え 市民団体と飯岡中生植栽 旭 千葉日報 2019年8月12日
[新聞記事] 【令和へつなぐ－戦争の記憶－】若い命散った空中戦も 東金市郷土研究愛好会 慰霊碑ひもとく展示企画 千葉日報 2019年8月12日
[新聞記事] 児童が空港見学 ＣＡ仕事体験も 成田 毎日新聞 2019年8月11日
[新聞記事] 【オトコン】20団体が東関東へ 県吹奏楽コン 中学Ｂ・高校Ｂ 朝日新聞 2019年8月11日
[新聞記事] 迫力満点 ぶつかり稽古 出羽海部屋が夏合宿 東庄 千葉日報 2019年8月11日
[新聞記事] トマト予備選果徹底を　JAちばみどり本店査定会 日本農業新聞 2019年8月10日
[新聞記事] 銚子にヒマワリ畑 キャベツ作りのため 朝日新聞 2019年8月10日
[新聞記事] 道の駅で盆踊り大会　東金 千葉日報 2019年8月10日
[新聞記事] きょう銚子・海鹿島　海水浴場存続へ催し 千葉日報 2019年8月10日
[新聞記事] 【地方発ワイド】映画「電車を止めるな！」 千葉日報 2019年8月10日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】片貝沖のハナダイ五目釣り 千葉日報 2019年8月9日
[新聞記事] 【釣り】鹿島沖・カツオ好調　飯岡沖・シロギス数釣り 千葉日報 2019年8月9日
[新聞記事] 銚子市新財政推計　緊急対策でも赤字　健全化団体転落は回避か 千葉日報 2019年8月9日他1紙
[新聞記事] 維持・拡大へ課題解決 さつまいも産地Ｖ字回復の取り組み ＪＡ佐原 香取さん 日本農業新聞 2019年8月8日
[新聞記事] 米粉パン作り挑戦 ＪＡちばみどり女性部旭支部豊畑地区 日本農業新聞 2019年8月8日
[新聞記事] 若手職員に「田んぼの学校」 出向く体制強化 実践的に研修 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2019年8月8日
[新聞記事] 【東金】第9回若い音楽家達のコンサート 12日午後1時、東金文化会館 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 【匝瑳】木版画・金子周次展～潮騒が聞こえる～ 9月8日まで、松山庭園美術館 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 【旭】第4回旭いいおか文芸賞「海へ」作品募集 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 【芝山】イベント紹介 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 【東金】自然の中でのオオカミの役割を知ろう 9～18日、午前9時～午後4時30分 東金子ども科学館 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 宮城の桜など52点 香取で写真団体「夢現」展 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 超早場米「五百川」収穫 神崎、今週末にも店頭に 千葉日報 2019年8月8日
[新聞記事] 「発酵の里」藍染め体験 模様色々 手ぬぐい作り 神崎 読売新聞 2019年8月7日
[新聞記事] 気分はパイロット 航空科学博物館30周年 リニューアル 朝日新聞 2019年8月7日
[新聞記事] 踏切で電車とトラック衝突 山武 千葉日報 2019年8月7日他2紙
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[新聞記事] 万引き64件に関与か ベトナム人追送検 銚子署の捜査終結 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] マリーンズカップ 県中学硬式野球 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] 八千代松陰4年ぶり優勝 昭和学院13連覇 女子 中学総体バスケ 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] 葛飾が制す 女子は松戸四 県中学総体バレーボール 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] 【町村議会だより】神崎町・議長に石橋氏 副議長荒井氏 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] フラで被災地 元気に 全国キャラバン旭で披露 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] 宿泊や野外活動楽しむ 千葉の青少年教育施設 千葉日報 2019年8月7日
[新聞記事] トウモロコシ 出荷規格確認 千葉・銚子野菜連合会販売査定会 日本農業新聞 2019年8月6日
[新聞記事] 「世界最小」水族館 銚子海洋研究所の一角 所長が採集 水槽は10個 読売新聞 2019年8月6日
[新聞記事] 熱中症死者2人 県が公表せず 今夏3人に 毎日新聞 2019年8月6日
[新聞記事] 香取郡の1歳女児 Ｏ111重症化で入院 千葉日報 2019年8月6日
[新聞記事] まちづくりに青少年の案 4事業採択、補助金も 東金市 千葉日報 2019年8月6日
[新聞記事] 震災風化を防ぐ たすき本県入り 未来への道1000キロリレー 旭 千葉日報 2019年8月6日
[新聞記事] 「仕事は助け合い」 地域と連携、犯罪抑止へ 旭署長 鈴木さん 千葉日報 2019年8月6日
[新聞記事] 巨大火柱で害虫退治 中学生、弓矢で火放つ 山武で伝統行事 千葉日報 2019年8月6日
[新聞記事] 事業継承 6団体で支援 コンサル会社などと 銚子市協定 読売新聞 2019年8月5日
[新聞記事] 飛行機の不思議クイズに ＬＣＣ客室乗務員が「教室」 航空科学博物館 毎日新聞 2019年8月5日
[新聞記事] 【全国高校総体】小見川勢 カヌー2冠 千葉東・吉川400メートル2位 千葉日報 2019年8月5日他1紙
[新聞記事] テロ災害時対策で連携 官民学の組織を設立 銚子署など 千葉日報 2019年8月5日
[新聞記事] 房総の夏 各地で祭りにぎわう 千葉日報 2019年8月5日他2紙
[新聞記事] 【ふさの国探宝】芸妓のまち東金 通りに響く三味線の音色 今も残るお座敷文化 千葉日報 2019年8月5日
[新聞記事] 裏庭のヤマユリ 枝分かれし開花 千葉県銚子市・寺島さん 日本農業新聞 2019年8月4日
[新聞記事] 古民家ホテル 次々 小江戸の滞在拠点に 佐原地区 読売新聞 2019年8月4日
[新聞記事] 特産の魚に合う辛口 銚子ビール 代表プランナー 佐久間さん 毎日新聞 2019年8月4日
[新聞記事] サンマ 今年も不漁継続か 来遊予想、前年下回る 県沖 千葉日報 2019年8月4日
[新聞記事] お盆前に秋の味覚を 「ベニアズマ」出荷 香取 石田農園 千葉日報 2019年8月4日
[新聞記事] 水稲新品種「粒すけ」一般栽培控え現地検討会　香取市 日本農業新聞 2019年8月3日
[新聞記事] 県警が出張講義　サイバー攻撃実演も　東金市職員情報管理学ぶ 千葉日報 2019年8月3日
[新聞記事] ネギ黒腐菌核病対策など指南　千葉･さんむ中央園芸連合会 日本農業新聞 2019年8月2日
[新聞記事] グローバルGAP認証へ公開審査　千葉県立農業大学校 日本農業新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 元軍人に体験聞く　11日、銚子で「学ぶ会」 読売新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 大網白里・建設業協会などと災害協定 毎日新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 楽しんで認知症予防　お年寄り50人 記憶力鍛える 毎日新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 若手神職考案 モダン神棚　山武杉の余り木活用5種試作 朝日新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 咲き競うハス「祭り」を開催　4日まで香取 朝日新聞 2019年8月2日
[新聞記事] 【釣り】鹿島沖・狙えるフグ　飯岡沖・マダイ好感触 千葉日報 2019年8月2日
[新聞記事] 銚子を華やかに　フラワープロジェクト　市長にミニヒマワリ贈呈 千葉日報 2019年8月2日
[新聞記事] 平和の願い 折り鶴に　匝瑳市民ら9万8千羽 千葉日報 2019年8月2日他3紙
[新聞記事] マリンパーク再開へ　時期は未定、補修着手　銚子 千葉日報 2019年8月2日他1紙
[新聞記事] 酒気帯び、児ポルで免職　横芝光町3職員懲戒　町長ら減給 千葉日報 2019年8月2日他3紙
[新聞記事] 横芝光、栗山川に身元不明遺体 千葉日報 2019年8月2日
[新聞記事] 利用者の家にある食材使い調理実習 ＪＡ山武郡市ヘルパー全体会議 日本農業新聞 2019年8月1日
[新聞記事] おいしい地元産 味わって 笑顔こぼれる給食 保育所に農産物提供 ＪＡかとり栗源支店栗源経済センター 日本農業新聞 2019年8月1日
[新聞記事] 【山武】夏休み映画会 3日①午前10時②午後2時、成東文化会館のぎくプラザホール 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【芝山】航空科学博物館リニューアルオープン 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【九十九里】ふるさとまつり 3日午後5時、片貝中央海岸 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【東庄】ポーク＆ビア夏祭り 10～12日、午後3時～9時、町役場駐車場 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【大網白里】原爆被害と戦時下の郷土資料展 2～4日、午前9時～午後4時30分、保健文化センター 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【銚子】イベント紹介 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 【香取】イベント紹介 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 香取、ジュニア選手練習 ボート途上国9カ国キャンプ 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] 熱中症搬送 最多75人 横芝光、印西で2人重症 千葉日報 2019年8月1日
[新聞記事] ふわり舞うホタルに歓声 児童ら夜の里山散策 横芝光 千葉日報 2019年8月1日


