
◇2020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] 埼玉「やや良」 千葉は「平年並み」 10月15日現在 水稲作況 日本農業新聞 2020年10月31日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2020年10月31日
[新聞記事] 神崎・新型コロナで商品券 毎日新聞 2020年10月31日
[新聞記事] 長男に懲役17年判決 殺人罪認定「悪質な犯行」 九十九里浜切断遺体 千葉日報 2020年10月31日他3紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】大網白里、防災訓練を中止 千葉日報 2020年10月31日
[新聞記事] 多古の住みよさＰＲ 都内で移住促進イベント 千葉日報 2020年10月31日
[新聞記事] サンブスギ倒木で仕切り板 山武市役所 毎日新聞 2020年10月30日
[新聞記事] 旭、電車にはねられ死亡 千葉日報 2020年10月30日
[新聞記事] 女性客にわいせつ容疑 マッサージ店経営者再逮捕 銚子 千葉日報 2020年10月30日他2紙
[新聞記事] 【早川隆久物語】＜4＞ 「ここからスタート」 最高左腕、楽天指名 千葉日報 2020年10月30日
[新聞記事] 万が一に備えよう 救命措置の基礎講習 ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年10月29日
[新聞記事] 青年部 先生に ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2020年10月29日
[新聞記事] 白鳥 今季も渡来 東庄が県内一 毎年1000羽超す 県内では90年代から増加 朝日新聞 2020年10月29日
[新聞記事] 【週刊ちばにち】イセエビ給食 おいしいね 県産食材活用、小中で提供 千葉日報 2020年10月29日
[新聞記事] 東金市 子育て世帯応援 アプリ提示で店舗特典 12月から 千葉日報 2020年10月29日
[新聞記事] 海外生活生かし 外国人サポート 銚子市初 地域おこし協力隊 千葉日報 2020年10月29日
[新聞記事] 40人感染、肺炎も クラスター施設で増加続く 県内コロナ 千葉日報 2020年10月29日
[新聞記事] 【早川隆久物語】＜3＞ 成長促す「あの1球」 秀岳館戦 内角低め 千葉日報 2020年10月29日
[新聞記事] 読売センター　東金日吉台小学校学童クラブに本寄贈　県内55施設へ 読売新聞 2020年10月28日
[新聞記事] 風評被害　不安の声　銚子で意見交換会　福島第一原発汚染水処理水放出毎日新聞 2020年10月28日
[新聞記事] ゆるキャラグランプリ「ふっくらたまご」全国8位応援感謝祭に3000人　多古 毎日新聞 2020年10月28日
[新聞記事] 全日本パワーリフティング優勝の加瀬さん　銚子市長に報告 毎日新聞 2020年10月28日
[新聞記事] 旭、死亡男性の身元判明　旭署　 千葉日報 2020年10月28日
[新聞記事] 自宅に放火の疑い　匝瑳署　 千葉日報 2020年10月28日
[新聞記事] 多古　小中高生が町PR　ラジオ体操動画撮影ユーチューブで公開へ　 千葉日報 2020年10月28日
[新聞記事] 全国市町村魅力度ランク　まさか･･･山武が最下位!?　 千葉日報 2020年10月28日
[新聞記事] 【早川隆久物語】＜2＞ 目標も逆算し達成「理詰めで追求する男」 千葉日報 2020年10月28日
[新聞記事] ブロック塀衝突 成人男性死亡 旭の県道 千葉日報 2020年10月27日
[新聞記事] 風評被害 懸念相次ぐ 原発処理水で意見交換会 銚子 千葉日報 2020年10月27日
[新聞記事] 伊藤（横芝光出身）2年間で成長 阪神2位 千葉日報 2020年10月27日
[新聞記事] 【早川隆久物語】＜１＞ きっかけは打撃投手 ソフトボール原点 “野球の町”で育つ 千葉日報 2020年10月27日
[新聞記事] 早川 楽天1位 横芝光、木更津総合高出身 ドラフト4球団競合 千葉日報 2020年10月27日他3紙
[新聞記事] 空港と地域の共生を 三栄メンテナンス 総合ビルメンテナンス 毎日新聞 2020年10月26日
[新聞記事] 順天堂医院開院 佐藤尚中の石像 出身地・香取の小見川駅前に 朝日新聞 2020年10月26日
[新聞記事] 男性はねられ重傷 東金の国道 千葉日報 2020年10月26日
[新聞記事] 車を発電機代わりに 三菱自と災害時活用で協定 東金・佐倉市 千葉日報 2020年10月26日
[新聞記事] 早川（木総合高出身）競合確実 きょうドラフト会議 千葉日報 2020年10月26日
[新聞記事] 交通機関 詐欺防止に一役 ポスター、ヘッドマークで啓発 読売新聞 2020年10月25日
[新聞記事] 【病院の実力】胃がん ごく早期 内視鏡治療も 読売新聞 2020年10月25日
[新聞記事] 伊勢エビ密漁疑い タイ国籍の男逮捕 銚子海保 千葉日報 2020年10月25日
[新聞記事] 黒大豆たくさん採れた！！ 親子連れら笑顔 東金 千葉日報 2020年10月25日
[新聞記事] 新規41人、柏でクラスター 60代男性が重症 県内コロナ 千葉日報 2020年10月25日
[新聞記事]イチオシちばめし　みたけの「煮玉子ラーメン」 読売新聞 2020年10月24日
[新聞記事] フィッシング　銚子港　ハゼ、イワシ、セイゴなど 読売新聞 2020年10月24日
[新聞記事] 東金の東千葉MC　内部告発文書か　設立市町村、議会が調査指示 千葉日報 2020年10月24日
[新聞記事] 安心して空の旅を　LCC各社感染防止グッズ配布 千葉日報 2020年10月24日
[新聞記事] 市議会だより　山武市　2議案可決し閉会 千葉日報 2020年10月24日
[新聞記事] 成田空港規制緩和でコロナ克服し発展を「有志の会」提言　 千葉日報 2020年10月24日
[新聞記事] 医学普及功績を顕彰　香取小見川駅に佐藤尚中の石像お披露目 千葉日報 2020年10月24日
[新聞記事] 飯岡 片貝 ヒラメ乱舞 鹿島 カツオ食い活発 千葉日報 2020年10月23日
[新聞記事] 長男に懲役18年求刑 検察「強い殺意あった」 九十九里浜切断遺体 千葉日報 2020年10月23日他3紙
[新聞記事] 漁業振興などに118億円を 公募参加予定者へ説明 銚子沖洋上風力 千葉日報 2020年10月23日
[新聞記事] 「キセキ。」起こせ 生徒手作りイベント 香取 栗源中 千葉日報 2020年10月23日
[新聞記事] 電話ｄｅ詐欺を防止 信金職員に感謝状 山武署 千葉日報 2020年10月23日
[新聞記事] 周辺自治体へ71億円 本年度交付金、27億円増 NAA 千葉日報 2020年10月23日他1紙
[新聞記事] サンマ「高級魚」に？ 銚子で初水揚げ、記録的不漁 千葉日報 2020年10月22日
[新聞記事] 入賞72人を表彰 成田空港周辺児童書道・絵画展 千葉日報 2020年10月22日
[新聞記事] 加瀬さん二つの日本新 銚子から「世界一」へ パワーリフティング 千葉日報 2020年10月22日
[新聞記事] 走り幅跳び 姉妹でV狙う 高校陸上 白土さん姉妹 読売新聞 2020年10月21日
[新聞記事] 県産イセエビおいしいね 旭の小中学校 給食に 毎日新聞 2020年10月21日
[新聞記事] 台風被害 山武杉 コロナ防ぐ盾に 朝日新聞 2020年10月21日
[新聞記事] 修学旅行がわり ホテルで食事 テーブルマナー「授業」 銚子 朝日新聞 2020年10月21日
[新聞記事] 採用試験で進行誤り 香取広域事務所組合 千葉日報 2020年10月21日
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[新聞記事] 母損壊「愚かだった」 被告人質問で長男 九十九里浜切断遺体公判 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・インフル予防接種助成 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 地元観光や映画鑑賞 修学旅行の代わりに 銚子五中 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 給食で国産牛肉 うまい！ 大網白里・瑞穂小 コロナ下 消費拡大へ 小中学校などに17万食提供 県補助 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 豚熱感染備え県演習 装備確保が課題に 東金 千葉日報 2020年10月21日他2紙
[新聞記事] 市議会で反対相次ぐ 香取市の看護学校閉校方針 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 性犯罪・詐欺に注意 佐原でキャンペーン 香取署 千葉日報 2020年10月20日
[新聞記事] 豪華伊勢エビ給食 舌鼓 旭の小学校 県が無償提供 コロナ禍「心の栄養に」 千葉日報 2020年10月20日他2紙
[新聞記事] 4カ所 立体交差 匝瑳ー旭間ルート 銚子連絡道 千葉日報 2020年10月19日
[新聞記事] 〝貝塚王国〟から縄文探る 100年ぶり里帰り土偶も 中央博・企画展 千葉日報 2020年10月19日
[新聞記事] コロナと闘う病院に感謝 生涯大学校生が折り鶴寄贈 芝山 千葉日報 2020年10月19日
[新聞記事] 【ちば最前線】町おこしモデルケースへ 多古の中世城郭活用 まずは町民に魅力周知を 千葉日報 2020年10月19日
[新聞記事] 詐欺容疑で逮捕の男性2人を不起訴 朝日新聞 2020年10月18日
[新聞記事] 重文・犬吠埼灯台銚子観光に光 朝日新聞 2020年10月18日
[新聞記事] 横芝光の県道、危険運転致傷の疑い 千葉日報 2020年10月18日
[新聞記事] 千葉YPC第1回チャレンジコンテスト 読売新聞 2020年10月17日
[新聞記事] 屋根から転落男性重体 匝瑳 千葉日報 2020年10月17日
[新聞記事] 本銚子駅の時計盗難 18年にも被害 銚子電鉄 千葉日報 2020年10月17日
[新聞記事] 生徒と町職員 妙案探る 多古高 定員割れ解消向け 千葉日報 2020年10月17日
[新聞記事] 43人感染 60代女性死亡 23人経路不明、肺炎3人 千葉日報 2020年10月17日
[新聞記事] 犬吠埼灯台 国重文に 1874年完成 現役では初 レンガ造り二重壁、旧霧笛舎も 銚子 千葉日報 2020年10月17日他2紙
[新聞記事] 鹿島 アカムツ良型主体 飯岡 ヒラメ好調 高滝湖 ワカサギ解禁 千葉日報 2020年10月16日
[新聞記事] 電話ｄｅ詐欺は止めても、電車は止めるな！ 防犯ヘッドマークお目見え 銚子署と銚電 コラボ啓発 千葉日報 2020年10月16日
[新聞記事] 2カ月ぶり50人超え 1人死亡2人肺炎 県内の新型コロナ感染者数 千葉日報 2020年10月16日
[新聞記事] 【ちばみどり】優秀賞 倉持さん（スマサポ）、今泉さん（ＬＡ） 日本農業新聞 2020年10月15日
[新聞記事] ＹＰＣギャラリー「車夫」 奈良さん（大網白里市） 読売新聞 2020年10月14日
[新聞記事] 成田空港周辺の騒音「すべて基準内」 朝日新聞 2020年10月15日
[新聞記事] 爆破予告メール また 銚子市にＧｏ Ｔｏ中止要求 千葉日報 2020年10月15日
[新聞記事] 迫真演技で事故再現 スタントマン交通安全教室 東金・学芸高 千葉日報 2020年10月15日
[新聞記事] いすみ鉄道 絵本完成 城国大・中川助教が制作 菜の花咲かせた努力伝える 千葉日報 2020年10月15日
[新聞記事] 東金市 外国人の子育て支援 母子手帳副読本作成へ 大学や企業と連携 読売新聞 2020年10月14日
[新聞記事] 可燃ごみ収集袋 レジ袋に活用へ 山武市など実証実験 毎日新聞 2020年10月14日
[新聞記事] 得意な絵 広報誌に生かす 多古町役場職員・石毛さん 朝日新聞 2020年10月14日
[新聞記事] 無免許で酒気帯び運転の疑い 銚子署 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 死因「特定できない」 頭解剖の助教証言 九十九里浜切断遺体 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 高齢者入居者に虐待か 施設運営の女逮捕 傷害容疑 匝瑳署 千葉日報 2020年10月14日他3紙
[新聞記事] 佐原インフィニッツV 女子は府馬山田MBC 香取ミニバス秋季大会 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 高塚（小見川）制す 女子共通200メートル 県中学新人陸上 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 減便解消は来年3月 社長「早期に戻したいが･･･」 車両老朽化でジレンマ 銚子電鉄 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 新米食べて元気に 復興住宅に配布 旭農高生 千葉日報 2020年10月14日他2紙
[新聞記事] 爆破予告にジレンマ 「うそと言い切れない」 県内自治体や学校･･･匿名メール相次ぐ 千葉日報 2020年10月14日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 香取署 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 5市にまた爆破予告 浦安 富里 山武 印西 八街 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] 事故「可能性低い」 解剖教授、弁護側主張に 九十九里浜切断遺体 千葉日報 2020年10月21日
[新聞記事] インフルの予防接種 妊婦と小2まで助成 多古町 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 腹の中どうなってる？ 臓器観察で超音波学ぶ 東金 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 濤川惣助の七宝名品並ぶ 旭出身の美術工芸家 幽学記念館 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 初心者対象に民謡教室 特別講師に原田さん 来月から 香取 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 舟に揺られ佐原囃子 疫病退散へ祭り気分演出 香取 千葉日報 2020年10月13日
[新聞記事] 秋の味覚 高値の花 銚子 サンマ初水揚げ 記録的不漁、10分の1以下 千葉日報 2020年10月13日他3紙
[新聞記事] 自治体97％景況感「下降」 飲食・宿泊にコロナ打撃 千葉 鉄鋼・農漁業も深刻 全国アンケート 千葉日報 2020年10月11日
[新聞記事] 健康職場宣言 500社目にトラヤ 千葉日報 2020年10月11日
[新聞記事] 新品種米「粒すけ」給食に　JAが3市1町に寄贈 読売新聞 2020年10月10日他1紙
[新聞記事] 関係悪化「口論増えた」　九十九里浜切断遺体公判 千葉日報 2020年10月10日
[新聞記事] 葬儀店舞台に美の競演　東金　あすミセスアジア地区予選 千葉日報 2020年10月10日
[新聞記事] 「未来に希望持って」生協組合員　多古産直センターを激励 千葉日報 2020年10月10日
[新聞記事] 香取市　市立病院 独法移行へ　看護専門学校は閉校 千葉日報 2020年10月10日
[新聞記事] 銚子信金の2人 電話詐欺防ぐ 山武署が感謝状 読売新聞 2020年10月9日
[新聞記事] 気分は空港スタッフ 全日空が仕事体験教室 子どもらが挑戦 搭乗最終案内など 毎日新聞 2020年10月9日
[新聞記事] 鹿島 大型カツオヒット 外川・飯岡 ヒラメ好調 千葉日報 2020年10月9日
[新聞記事] 香取の運送会社処分 京急事故 千葉日報 2020年10月9日他1紙
[新聞記事] 県内のロケ地 マップで紹介 映画「浅田家！」公開記念 千葉日報 2020年10月9日
[新聞記事] 39人感染 経路不明20人 県内コロナ 同僚や家族で感染拡大 千葉日報 2020年10月9日
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[新聞記事] 実績発表会【優秀賞】 情報共有し絆を強く ＪＡちばみどり 河野さん 日本農業新聞 2020年10月8日
[新聞記事] 実現へ一丸 より質の高い教育 創立110周年記念事業式典 県立旭農高 日本農業新聞 2020年10月8日
[新聞記事] 食用甘藷の作柄検討会 外観、品質良し ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年10月8日
[新聞記事] 大原幽学記念館が県の登録博物館に 県内42番目 朝日新聞 2020年10月8日他1紙
[新聞記事] 長男「母ころしてない」 金銭巡りトラブルと検察 九十九里浜切断遺体初公判 千葉日報 2020年10月8日他3紙
[新聞記事] 段ボールベッド 安定供給へ協定 東金市と九十九里のメーカー 千葉日報 2020年10月8日
[新聞記事] 渡辺さんの偉業紹介 銚子出身パラ陸上選手 市役所 千葉日報 2020年10月8日
[新聞記事] 給付金不正受給で起訴 読売新聞 2020年10月7日
[新聞記事] 希少部材、緻密な装飾･･･ 東金「八鶴亭」 10日見学会 コロナで休業中、有志手入れ 千葉日報 2020年10月7日
[新聞記事] 多古米の味比べ 香取さん初優勝 読売新聞 2020年10月6日
[新聞記事] 土のう作り 楽しく学ぶ 水害への備え万全に 銚子 読売新聞 2020年10月6日
[新聞記事] 9月度入選作決まる 小中高校書道作品紙上展 毎日新聞 2020年10月6日
[新聞記事] 明治から昭和の銚子を振り返る 文化財住宅で写真展 毎日新聞 2020年10月6日
[新聞記事] 水郷で揺れる 朝日新聞 2020年10月6日
[新聞記事] 殺害巡り主張対立へ あす地裁で長男初公判 九十九里浜切断遺体 千葉日報 2020年10月6日
[新聞記事] ゆるキャラGP ご当地部門 8位 ふっくらたまこ 多古町 10位 じねんじゃー 白井 千葉日報 2020年10月6日
[新聞記事] マンジュシャゲ満開 香取・谷中 5万本確認 千葉日報 2020年10月6日
[新聞記事] 秋風に揺れる300万本 香取でコスモスまつり 千葉日報 2020年10月6日他1紙
[新聞記事] 佐原囃子せめて舟で 大祭中止の10・11日に 朝日新聞 2020年10月5日
[新聞記事] 多古米生産者 食味競う 香取さん8回挑戦で頂点 千葉日報 2020年10月5日
[新聞記事] 秋の味覚ごろごろ 芋掘りに園児大興奮 東金・農業大学校 千葉日報 2020年10月5日
[新聞記事] 【1年越し聖火リレーへ】“復活の象徴” 房総駆ける 県内ランナー意気込み新た 伊藤さん(13) 旭 千葉日報 2020年10月5日
[新聞記事] 酒気帯び運転容疑 千葉日報 2020年10月4日
[新聞記事] 女性はねられ死亡　山武 千葉日報 2020年10月4日他1紙
[新聞記事] 新型コロナの自粛疲れ… 気分転換にサーフィンを！ 千葉日報 2020年10月4日
[新聞記事] 「粒すけ」おにぎり お代わり ＪＡちばみどり 管内小・中学校へ 日本農業新聞 2020年10月3日
[新聞記事] 実売やめてネットと電話で 今年の「水産まつり」 銚子市漁協 朝日新聞 2020年10月3日
[新聞記事] 巣立ちの斉唱復活 警察学校で卒業式 東金 千葉日報 2020年10月3日
[新聞記事] 土のう作り速さ競う 災害備え市民ら44人 銚子でフェス 千葉日報 2020年10月3日他1紙
[新聞記事] 「観光、市のシンボルに」 工場稼働、直売店も 平塚製菓 香取・小見川産業用地 千葉日報 2020年10月3日
[新聞記事] 城西国際大、観光学部移転へ 市「経済に打撃」存続要望 22年4月、鴨川から東金に 朝日新聞 2020年10月2日
[新聞記事] 鹿島マダイ好感触 片貝ヒラメ安定 千葉日報 2020年10月2日
[新聞記事] 15人は感染経路不明 会食で7人に拡大も 県内コロナ 千葉日報 2020年10月2日
[新聞記事] わさびで「GO KYU」 まずい棒新味あす発売 銚電 千葉日報 2020年10月2日
[新聞記事] 夏ネギ増産へ 栽培講習会 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年10月1日
[新聞記事] 埼玉「やや良」 千葉は「平年並み」 東京、神奈川、山梨「やや不良」 9月15日現在 水稲作柄 日本農業新聞 2020年10月1日
[新聞記事] 養豚場の企業 銚子市に100万円 読売新聞 2020年10月1日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・小中学校にタブレット 千葉日報 2020年10月1日
[新聞記事] オンラインで婚活を 銚子ＪＣ30日開催 千葉日報 2020年10月1日
[新聞記事] 新米「粒すけ」給食に 児童おにぎり頬張り笑顔 旭 千葉日報 2020年10月1日
[新聞記事] 多古の城郭 魅力発信へ 保存会アドバイザーに 歴史家 宇野さん 御城印監修やツアー企画 千葉日報 2020年10月1日


