
◇2020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] 若手職員が田植え 業務に役立てて 実践的研修で知識習得 ＪＡ山武郡市「田んぼの学校」3回目 日本農業新聞 2020年4月30日
[新聞記事] 旭、屋根から転落し男性死亡 千葉日報 2020年4月30日他1紙
[新聞記事] 銚子市が妊婦にマスク 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 県東4市町は来月10日 休校延長 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 高齢者に布製マスク 神崎、ボランティア団体 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 5人判明 計832人 4日連続1桁 県内コロナ 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（29日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 地域振興へ足場固め 企業誘致の強化に意欲 4期目の佐藤晴彦・横芝光町長 千葉日報 2020年4月30日
[新聞記事] 休校延長相次ぐ 夏休み短縮、授業確保 県内自治体 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 【春の叙勲受章者】 県内関係受賞者 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 【春の叙勲受章者】初期研修医育成に力 元県立東金病院長 平井さん 瑞宝小綬章 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 【春の叙勲受章者】「笑顔で仕事」心掛け 介護福祉士 林さん 旭市 瑞宝単光章 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 定住へ香取の魅力発信 「地域おこし協力隊」委嘱 市 千葉日報 2020年4月29日他1紙
[新聞記事] 死亡13人は松戸の同施設 重症高齢者多く受け入れ 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（28日午後8日現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月29日
[新聞記事] 春の褒章 1団体と24人 読売新聞 2020年4月28日
[新聞記事] 子ども1人に1万円　神崎町　休業要請の協力金も 千葉日報 2020年4月28日他1紙
[新聞記事] 香取・たまつくり保育園　在宅勤務でおもちゃ手作り　園児の笑顔待ち遠しい 千葉日報 2020年4月28日
[新聞記事] 千葉・JA山武郡市　営農情報メルマガで 日本農業新聞 2020年4月27日
[新聞記事] 飲食や宿泊業に10万円給付　山武市　観光イチゴ園も対象に 朝日新聞 2020年4月27日
[新聞記事] 香取市に100万円　茨城のトラストホーム 千葉日報 2020年4月27日
[新聞記事] 妊婦用マスク 急ぎ発送　国の配布遅れに対応　九十九里町 千葉日報 2020年4月27日
[新聞記事] 海岸の駐車場 匝瑳市も閉鎖 千葉日報 2020年4月27日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（26日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月27日
[新聞記事] 障害者施設に2500枚　成田空港南RC 千葉日報 2020年4月27日
[新聞記事] 元実習生マスク確保に一役 銚子の企業、市へ3000枚寄贈 千葉日報 2020年4月26日
[新聞記事] 紙とネットで飲食店支援 地元書道家、一覧表作成 販売店協力しきょう折り込み 千葉日報 2020年4月26日
[新聞記事] 感染10人、累計800人超 介護施設の女性死亡 千葉市でクラスター 県内コロナ 千葉日報 2020年4月26日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（25日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月26日
[新聞記事] 銚子市　海岸駐車場を閉鎖　サーファー集中回避 千葉日報 2020年4月25日
[新聞記事] 児童・生徒へ図書カード　東金市 千葉日報 2020年4月25日他1紙
[新聞記事] 「基金の緊急活用も」銚子電鉄支援で市長 千葉日報 2020年4月25日
[新聞記事] 銚子市人口6万人切る　減少歯止めかからず 千葉日報 2020年4月25日他1紙
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（24日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月25日
[新聞記事] 【鉢物品目を切り花で】採花後すぐに前処理 鉢で育て色保つ／病害拡大を防ぐ アジサイ（千葉） 日本農業新聞 2020年4月24日
[新聞記事] マスク3000枚を銚子市に寄贈 地元の衣料品業者 毎日新聞 2020年4月24日
[新聞記事] 飯岡 マダイ好感触 犬吠埼 狙えるホウボウ 千葉日報 2020年4月24日
[新聞記事] 違法駐車 直ちに通報 サーファー行き場なく 来訪自粛呼び掛け 九十九里町 千葉日報 2020年4月24日他2紙
[新聞記事] 苦境の中小企業応援 新事業費6分の5補助 東金市 千葉日報 2020年4月24日
[新聞記事] 2人死亡 24人感染 千葉市内介護施設3人に 県内コロナ 千葉日報 2020年4月24日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（23日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月24日
[新聞記事] レジに設置 飛沫よけカーテン ＪＡちばみどり直売所「みどりの大地」 日本農業新聞 2020年4月23日
[新聞記事] 多古町のＨＰ 入選 子育て、観光 集約し掲載 全国広報コンクール 読売新聞 2020年4月23日
[新聞記事] 飲食店支援へ情報発信 持ち帰り、宅配 ＳＮＳを活用 コロナ影響 客足激減で 県内各自治体 千葉日報 2020年4月23日
[新聞記事] 松戸の施設3人死亡 「千葉西総合」医師2人感染 県内コロナ 千葉日報 2020年4月23日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（22日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月23日
[新聞記事] 妊婦と在宅介護世帯 不織布マスクを配布 東金市 読売新聞 2020年4月22日
[新聞記事] 山武市も独自策 事業者に10万円支給 毎日新聞 2020年4月22日
[新聞記事] ツツジ2500株 鮮やか 東庄 毎日新聞 2020年4月22日
[新聞記事] 銚子ビール 持ち帰り特例 朝日新聞 2020年4月22日
[新聞記事] 食費応援給付金 多古町が支給へ 小中学生いる家庭に 朝日新聞 2020年4月22日
[新聞記事] 旭にサーファー集中 波求めて北上か 駐車場閉め自粛要請 市、地元団体 新型コロナ 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 匝瑳の祇園祭中止 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 全授業オンライン化 ホームルーム、体育も 東金・千葉学芸高 休校長期化に一手 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 旭に6.6メートル津波 日本海溝・千島海溝 地震想定 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 2人死亡 21人感染 医師や病院職員も判明 県内 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（21日午後8時現在）・県内感染者の推移 千葉日報 2020年4月22日
[新聞記事] 飲食業者に10万円 宿泊、イチゴ園も 山武市 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 小中生家庭の食費応援 休校で独自給付 給食無償の多古町 千葉日報 2020年4月21日他2紙
[新聞記事] 海岸駐車場を閉鎖 旭市 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 土曜の乗客60人 銚電 資金ショート恐れも 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 自宅売り給料工面 歓送迎会、節句も「ゼロ」 東金の飲食店悲鳴 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 房総 閑古鳥 料亭 ホテル予約ゼロ 新型コロナ 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（20日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 看護師ら感染 29日まで休診 横芝光・東陽病院 千葉日報 2020年4月21日
[新聞記事] 県内の新型コロナウイルス感染者数 新たに18人 1人死亡 朝日新聞 2020年4月20日
[新聞記事] 銚子電鉄 6000万円融資申請 台風打撃とコロナ禍で経営危機 朝日新聞 2020年4月20日
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[新聞記事] 「3密」回避へ対策進む 窓口にシート、職員班分け 県内自治体 千葉日報 2020年4月20日
[新聞記事] 子育て環境アピール 移住支援ガイド発行 多古町 千葉日報 2020年4月20日
[新聞記事] メルマガで営農情報　春ニンジン　千葉･JA山武郡市　講習会自粛に対応 日本農業新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 5市で洪水警報 被害確認されず 読売新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 商店ドライブスルーで　野菜や薬も　各地で広がる 読売新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編】災害拠点病院　水や電気確保 診療継続 読売新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 成田 国内線も激減 毎日新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 「病院化」手探り　118人感染 千葉の施設（北総育成園） 毎日新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 多古高生育てた苗 道の駅で　休校で直売中止 販売肩代わり 朝日新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 医院やスーパー 感染デマ標的に 朝日新聞 2020年4月19日
[新聞記事] 東金市 妊婦にマスク郵送　要介護高齢者世帯にも 千葉日報 2020年4月19日
[新聞記事] 山武　イチゴ園 客9割減　新型コロナ外出自粛 千葉日報 2020年4月19日
[新聞記事] 県内死者10人に　34人感染、東陽病院職員も 千葉日報 2020年4月19日他2紙
[新聞記事] 東金市デジタル歴史館リニューアル 土偶や土器 3D画像で公開 毎日新聞 2020年4月18日
[新聞記事] 九十九里浜 「自粛」サーファーに届いて 周辺地域高齢化、感染拡大「致命的な影響」 朝日新聞 2020年4月18日
[新聞記事] 35人判明、1人死亡 薬剤師4人は順大浦安病院 県内コロナ 千葉日報 2020年4月18日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（17日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月18日
[新聞記事] 東陽病院で外来休診 看護師感染、20日まで 横芝光 千葉日報 2020年4月18日他1紙
[新聞記事] 飯岡 マダイ良型主体 太東 イサキ快調 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] 【文化のかおり】五輪・パラ機運醸成へ 北総4都市でもイベント 全国各地で文化交流 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] こだわり野菜苗販売 休校受け道の駅で 多古高生栽培 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] 58人判明 計600人に 印西、市川でクラスター 県内 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（16日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] 匝瑳、作業中の男性死亡 千葉日報 2020年4月17日
[新聞記事] 組合員対応力強く 若手職員が実践的研修 ＪＡ山武郡市田んぼの学校 日本農業新聞 2020年4月16日
[新聞記事] マスク寄贈相次ぐ 旭市に中国製1万枚 動物病院など施設代表 朝日新聞 2020年4月16日
[新聞記事] 刺身をドライブスルーで 旭の鮮魚店、コロナ対策 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 匝瑳、飼料ごみ集積場に転落し男性重体 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] セクハラ教諭2人処分 県立高校、教え子に 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 手づくマスクで感染予防 安心して新学期を 学習支援員制作、児童に配布 東庄小 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 観光客減 大量在庫 ＳＮＳ拡散 購買進む 銚子電鉄まずい棒 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 35人判明1人死亡 松戸の介護施設 計7人に 新型コロナ 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年4月16日
[新聞記事] 総武本線車両、強風で角材ぶつかる 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 固定電話が通信障害 県内 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 都道府県賞、千葉は「ぬれ煎餅味くらべ」 日本ギフト大賞 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 記念公園で建設の歴史を 三里塚と成田空港 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 強風にあおられ転倒 千葉市の女性重傷 県内大雨 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 感染者500人超え 死者は6人に 高校生ら新たに16人 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数 14日午後8時現在 千葉日報 2020年4月15日
[新聞記事] 委員長に山本さん 千葉県農青協総会 日本農業新聞 2020年4月14日
[新聞記事] 旭で住宅火災 千葉日報 2020年4月14日
[新聞記事] 北東部で停電相次ぐ 山武は土砂崩れ 県内に暴風雨 千葉日報 2020年4月14日
[新聞記事] コロナ63人判明 5人目死者も 県内12、13日 千葉日報 2020年4月14日
[新聞記事] 「かんぽの宿」休館 旭など9施設 千葉日報 2020年4月14日
[新聞記事] 医療者に格安弁当 採算度外視、農家も協力 旭中央病院内レストラン 千葉日報 2020年4月14日
[新聞記事] 無免許運転の疑い 香取署 千葉日報 2020年4月12日
[新聞記事] 4日連続30人超 高齢男女2人死亡 県内コロナ 千葉日報 2020年4月12日
[新聞記事] 灯台休館、銚電は減便 復興の矢先、再び窮地に 新型コロナ 観光直撃 銚子 千葉日報 2020年4月12日
[新聞記事] 3日連続30人超　感染経路不明3分の2 千葉日報 2020年4月11日
[新聞記事] 「感染者ゼロなのに･･･」旭のスーパー　デマ拡散で利用客減 千葉日報 2020年4月11日
[新聞記事] 多古町消防団に感謝状　香取署　不明の高齢男性発見で 千葉日報 2020年4月11日
[新聞記事] 滑走路1本閉鎖へ　成田、開港以来初　あすから 千葉日報 2020年4月11日
[新聞記事] 職員感染 介助綱渡り　東庄集団コロナ 2週間 千葉日報 2020年4月11日
[新聞記事] ネギ栽培 後押し 実践コース新たに 農業塾 日本農業新聞 2020年4月10日
[新聞記事] 銚子電鉄、11日から3割運休 朝日新聞 2020年4月10日他1紙
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】多彩なゲストが魅力 飯岡沖コマセ五目釣り 千葉日報 2020年4月10日
[新聞記事] 鹿島・飯岡 ヤリイカ乗り順調 大洗 狙えるメバル 千葉日報 2020年4月10日
[新聞記事] 【忙人寸語】東庄町 千葉日報 2020年4月10日
[新聞記事] 市職員、教諭ら連日30人 東葛は入院調整厳しく 県内週160人増 千葉日報 2020年4月10日他1紙
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数 新型コロナ 千葉日報 2020年4月10日他1紙
[新聞記事] お待たせ 小玉スイカ 甘さ別格 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年4月9日
[新聞記事] ＧＰＳで田植え 自動化で魅せる農業を 東庄町の多田さんら 日本農業新聞 2020年4月9日
[新聞記事] 明るく元気に笑顔で対応を ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2020年4月9日
[新聞記事] 大栄集出荷場が本格稼働 消費者の元まで品質維持 ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年4月9日
[新聞記事] 新たに33人判明 県内感染300人超え コロナ 千葉日報 2020年4月9日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（8日午後8時現在） 千葉日報 2020年4月9日
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[新聞記事] 教員が防災無線で励ましメッセージ 小中生向け心のケア 多古町 千葉日報 2020年4月9日
[新聞記事] お魚ドライブスルー開店！！ 感染防止へ接客時間減 旭・越川商店 千葉日報 2020年4月9日
[新聞記事] 猛練習2年 ライブで演奏 県銚子高のウクレレ女子・りりかさん 朝日新聞 2020年4月8日
[新聞記事] 多古、衝突事故で男性重体 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 死体遺棄容疑 大網の男逮捕 千葉日報 2020年4月8日他1紙
[新聞記事] 千葉市職員が感染 県内新たに13人、296人に 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 「無責任に客呼べない」 ライブハウス打撃 福祉施設は「休業困難」 影響深刻 補償求める 緊急事態宣言受け県内 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 休業要請 見送り相次ぐ 東京は業種10日公表 7都府県対応に差 新型コロナ 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 3地銀、スーパー「イオン」営業 ローカル線で一部運休 緊急事態宣言 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 行方不明男児を保護 バス運転手に署長感謝状 香取署 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] 「特選濃口」限定販売 全国醤油品評会で受賞 ヒゲタ 千葉日報 2020年4月8日
[新聞記事] マスク不足深刻 新型コロナ 市民一丸「布製」手作りへ 山武市内の福祉施設 千葉日報 2020年4月8日他1紙
[新聞記事] 小中高校書道作品紙上展 3月度入選作決まる 毎日新聞 2020年4月7日
[新聞記事] 銚電が11日から間引き運転実施 毎日新聞 2020年4月7日
[新聞記事] 県内新たに18人 都内通勤者多く感染 千葉日報 2020年4月7日他3紙
[新聞記事] 観光大使に”かのんぷ♪” 「音楽で魅力届けたい」 九十九里町 千葉日報 2020年4月7日
[新聞記事] 倒れた柳の植え替えに佐原香取ＲＣが20万円 千葉日報 2020年4月7日
[新聞記事] 鮮やかチューリップ 色とりどり6万本 匝瑳 千葉日報 2020年4月7日
[新聞記事] 旧友と1日だけの”再会” 1カ月ぶり、厳戒の朝 東金 千葉日報 2020年4月7日
[新聞記事] 保育施設を休園 香取市、保育士感染受け 千葉日報 2020年4月7日他1紙
[新聞記事] 休校延長 ほぼ全域に 県内小中で始業式 千葉日報 2020年4月7日
[新聞記事] 【ちばの底力】銚子の佃煮 代々製法守る 篠田食料品店 毎日新聞 2020年4月6日
[新聞記事] 妊婦の保育士ら感染 新たに25人、医師も 県内 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] 在宅障害者に暗い影 訪問介護中止も 通所施設は対応手探り 新型コロナ 東庄福祉施設の集団感染 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] 耕作放棄地解消へ 1.5万平方メートル草刈り 多古町農業委 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] シルバー女性会員 手作りマスク量産 福祉・教育施設に配布 山武市 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] 休校 月末まで延長 知事が方針撤回 小中も追随相次ぐ 新型コロナ感染拡大 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] 【ふさの国 探宝】生物の宝庫「多古光湿原」 保全会が維持「後世に」 千葉日報 2020年4月6日
[新聞記事] 山武市 手作り布マスク配布　中学校などに　市民ボランティア募る 朝日新聞 2020年4月5日
[新聞記事] 老若男女の詩文112編収集　「文芸さんむ」最新号発行 千葉日報 2020年4月5日
[新聞記事] 人影まばら静かな街　外出自粛 初の週末 千葉日報 2020年4月5日
[新聞記事] 県内新たに25人　東庄の集団感染除き最多 千葉日報 2020年4月5日他1紙
[新聞記事] 小中校再開 自治体で差 感染判明で方針転換 15市町延期 新型コロナ 読売新聞 2020年4月4日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2020年4月4日
[新聞記事] 移転補償制度創設へ 新たな騒音対策も 新滑走路計画 成田 毎日新聞 2020年4月4日
[新聞記事] コブハクチョウ 船着き場に飛来 銚子・本城ドック 毎日新聞 2020年4月4日
[新聞記事] 酒酔いで当て逃げの疑い 匝瑳署 千葉日報 2020年4月4日
[新聞記事] 東庄施設関連100人に 10代生徒、大学生も 陰性一転陽性3人 千葉日報 2020年4月4日他3紙
[新聞記事] 障害者施設の対応指針要望 東庄・集団感染受け 千葉日報 2020年4月4日
[新聞記事] 商業施設 臨休相次ぐ 住民の需要対応も 新型コロナ 千葉日報 2020年4月4日
[新聞記事] 県内主要施設 休館情報 千葉日報 2020年4月4日
[新聞記事] イルカのハニー死ぬ 銚子 犬吠埼 千葉日報 2020年4月4日他2紙
[新聞記事] 国文化財に8件 文化審答申 芝山町小池「伊東家住宅主屋」ほか 毎日新聞 2020年4月3日
[新聞記事] 鹿島 良型メバル多点掛け 飯岡 ハナダイ好調 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 東庄の感染情報 銚子市公表要望 県、2日から発表 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 東庄施設関連2人増 県内感染新たに5人 利用者家族と別施設利用者 千葉日報 2020年4月3日他3紙
[新聞記事] 入学予定の生徒困惑 日程調整、学校も対応 休校延長 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 複合施設「子育て交流センター」 4月開館 大網白里市 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 海とともに育つ町「海浜文化都市」目指す 九十九里町 町制施行65周年 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 叶えよう自分だけの「未来予想図」 創立120周年 千葉県立佐原高等学校 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 「伊達直人」今年も参上 幼稚園に折り紙寄付 銚子 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 「感染なし」多古方針変えず 市町教委 対応分かれる 千葉日報 2020年4月3日
[新聞記事] 香取・海匝 12日まで休校 大半は6日再開 東庄集団感染受け 県立学校 千葉日報 2020年4月3日他3紙
[新聞記事] 保育所贈呈用に役員がみそ造り ＪＡちばみどり女性部旭支部 日本農業新聞 2020年4月2日
[新聞記事] 銚子市と東庄町で保育園など臨時休業 読売新聞 2020年4月2日
[新聞記事] 子育て世帯の移住 山武市が補助制度 市内の親と同居・近くに転居 朝日新聞 2020年4月2日
[新聞記事] 母の車にはねられ1歳女児が死亡 多古 千葉日報 2020年4月2日他1紙
[新聞記事] 小中学校の始業13日に 山武市 千葉日報 2020年4月2日他1紙
[新聞記事] 「冷静な対応」呼び掛け 東庄集団感染で銚子・旭市長 新型コロナ 千葉日報 2020年4月2日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】内窓工事の対象拡大ＮＡＡ 千葉日報 2020年4月2日
[新聞記事] 幽学記念館「博物館」に 発見の掛け軸展示 設備更新 4カ月ぶり再開 旭 千葉日報 2020年4月2日
[新聞記事] 「マラソン」事業盛り修正 東金市の当初予算案可決 朝日新聞 2020年4月1日
[新聞記事] 冬ダイコン「べたがけ」栽培で丸々 「トンネル」より省力・低コスト シート重ね畝工夫 銚子の小長谷さん実用化尽力 朝日新聞 2020年4月1日
[新聞記事] 県内7ＪＡ役員改選 千葉日報 2020年4月1日
[新聞記事] 銚子の幼小中 始業は13日に 東庄集団感染で 千葉日報 2020年4月1日他1紙
[新聞記事] 【おもしろ半島】掛川にあった地名付ける 明治新藩① 松尾藩 千葉日報 2020年4月1日
[新聞記事] 9人増、通所者も 東庄集団感染95人に 新型コロナ 千葉日報 2020年4月1日他3紙


