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[新聞記事] 山武市ＣＯ₂排出ゼロ宣言 2050年までに実現目指す 読売新聞 2020年6月30日
[新聞記事] ご当地丼 召し上がれ 来月４、5日にイベント 東金 千葉日報 2020年6月30日
[新聞記事] 政活費調査で特別委 山武市議会 千葉日報 2020年6月30日
[新聞記事] ポニーで心癒やして 道の駅でふれあい会 香取 千葉日報 2020年6月29日
[新聞記事] Ｊ１選手が水炊き贈る 芝山の病院に200食 千葉日報 2020年6月29日
[新聞記事] 多古高黒板に アジサイ風景 製作過程 動画で楽しんで 旭の画家 すずきさん 千葉日報 2020年6月29日
[新聞記事] アマビエ和菓子食べて元気に！　多古　疫病鎮める妖怪 毎日新聞 2020年6月28日
[新聞記事] オートバイの男性はね女逮捕 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] 匝瑳でも酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] ひき逃げでトラック運転手逮捕 千葉日報 2020年6月28日他1紙
[新聞記事] 芝山の男性運転のトラック追突 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] フェースシールド 香取市へ600個寄付　商議所青年部とJC 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] 濃青の大粒楽しんで　東金　ブルーベリー狩り開園 千葉日報 2020年6月28日
[新聞記事] 【議会】旭市議会 25日閉会 朝日新聞 2020年6月27日
[新聞記事] コロナ感染予防へ シールドなど寄付 東金法人会 千葉日報 2020年6月27日
[新聞記事] 銚子沖洋上風力 中部電など検討 県や市に書類送付 千葉日報 2020年6月27日
[新聞記事] 御城印 道の駅で販売 多古、3カ所の中世城郭 千葉日報 2020年6月27日
[新聞記事] 危険運転致傷の疑い 山武署 千葉日報 2020年6月27日
[新聞記事] 偽証で県議長を告発 匝瑳市議長提出 千葉日報 2020年6月27日他2紙
[新聞記事] 銚子市職員と娘 カード不正使用　詐欺容疑で逮捕 毎日新聞 2020年6月26日
[新聞記事] ぜひ大型磯ガキを　旭で祭り　参加店営業再開 毎日新聞 2020年6月26日
[新聞記事] 【釣り】鹿島 ワラサ良型主体　片貝 ハナダイ快釣 千葉日報 2020年6月26日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】ヒラメ釣り大会　超大型望める河口沖 千葉日報 2020年6月26日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・大網白里市 千葉日報 2020年6月26日
[新聞記事] 市営プールも今夏開設せず　旭市 千葉日報 2020年6月26日他1紙
[新聞記事] ツツジの苗木40本寄贈　佐原商議所女性会　あやめパークに植樹 千葉日報 2020年6月26日
[新聞記事] 旭で震度5弱　県東方沖地震　2人重軽傷 千葉日報 2020年6月26日他3紙
[新聞記事] 【議会】銚子市議会・匝瑳市議会 22日閉会 朝日新聞 2020年6月25日
[新聞記事] 銚電に計9000万円融資 政策金融公庫と地元信金 朝日新聞 2020年6月25日
[新聞記事] 【週刊ちばにち】県外への移動自粛解除 観光地、感染対策万全に 千葉日報 2020年6月25日
[新聞記事] 水難事故か 男性死亡 九十九里 千葉日報 2020年6月25日
[新聞記事] 鉄パイプで交通妨害の疑い 銚子署 千葉日報 2020年6月25日他1紙
[新聞記事] 銚子市職員を逮捕 娘と共謀、詐欺の疑い 旭署 千葉日報 2020年6月25日他1紙
[新聞記事] 受け子と勘違いされ通報 郵便配達員に感謝状 東金署 千葉日報 2020年6月25日
[新聞記事] 観光回復の呼び水に 湯治効果研究など評価 銚子・犬吠埼温泉“総選挙特別賞” 千葉日報 2020年6月25日
[新聞記事] 5月以来 4人感染 3人経路不明 柏52日ぶり 県内コロナ 千葉日報 2020年6月25日
[新聞記事] 香取神宮 5カ所にしみ 「冒涜する行為に憤り」 拝殿など 毎日新聞 2020年6月24日
[新聞記事] しょうゆ皿 注ぐと犬吠埼灯台 ＳＮＳに動画→不思議さ受け海外からも注文 銚子の老舗陶器店が発売 朝日新聞 2020年6月24日
[新聞記事] 旭、市川の監理団体 技能実習不適切運営 許可取り消し 千葉日報 2020年6月24日
[新聞記事] 定数2減「20」に 人口減、財政負担増で 東金市議会 千葉日報 2020年6月24日
[新聞記事] 旭で男性死亡 容疑で男逮捕 千葉日報 2020年6月24日他1紙
[新聞記事] 小中高生3人判明 1人は経路不明 県内コロナ 千葉日報 2020年6月24日
[新聞記事] 企業誘致へ空き地バンク 横芝光町、所有者と仲介 千葉日報 2020年6月24日
[新聞記事] 拝殿など5カ所 香取神宮にシミ 読売新聞 2020年6月23日
[新聞記事] ハーブ入り「銚子灯台コーラ」 スパイシーかつまろやか 地ビール会社と共同開発 毎日新聞 2020年6月23日
[新聞記事] 入梅いわし 水揚げ続々 刺し身次々 銚子 朝日新聞 2020年6月23日
[新聞記事] 高校生ら2人感染 経路不明も都内と接点 千葉日報 2020年6月23日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・7議案可決し閉会 千葉日報 2020年6月23日
[新聞記事] 百条委の経過報告 匝瑳市議会 千葉日報 2020年6月23日
[新聞記事] 銚子市 4年ぶり黒字へ 19年度実質単年度収支 千葉日報 2020年6月23日他2紙
[新聞記事] 旭のコンビニ店 詐欺3回も防止 県警が感謝状 千葉日報 2020年6月23日
[新聞記事] 高齢市民限定 温泉入り放題 新定額サービス 銚子のホテル 千葉日報 2020年6月23日
[新聞記事] 香取神宮 5カ所にしみ 拝殿や総門、県警捜査 千葉日報 2020年6月22日
[新聞記事] 遊休地をヒマワリ迷路に 福島の種で復興支援 匝瑳 千葉日報 2020年6月22日
[新聞記事] 東金で酒気帯び容疑 千葉日報 2020年6月21日
[新聞記事] 校庭で「交差点」横断 匝瑳・平和小で安全教室 千葉日報 2020年6月21日
[新聞記事] 「銚子ビール」芳醇な香り 初仕込み 醸造所オープン、青いコーラも 千葉日報 2020年6月21日他1紙
[新聞記事] 【ちば再始動】にぎわう県内観光地 コロナ共存 復興模索 移動自粛解除 初の週末 千葉日報 2020年6月21日
[新聞記事] もろこし君出荷ピーク　千葉・JA山武郡市 日本農業新聞 2020年6月20日
[新聞記事] 九十九里・外房全域で海水浴場の開設中止 朝日新聞 2020年6月20日
[新聞記事] 多古・食品業者輸入の韓国産赤貝回収命令 千葉日報 2020年6月20日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・補正予算など可決 千葉日報 2020年6月20日
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[新聞記事] 濃厚な天然物いかが　旭・飯岡で磯ガキ祭り 千葉日報 2020年6月20日
[新聞記事] 犬吠埼灯台 見学再開　4ヵ月ぶり 千葉日報 2020年6月20日
[新聞記事] 県外からもいらっしゃい 移動解禁 香取 読売新聞 2020年6月19日
[新聞記事] 全日空がチョコ寄贈 成田周辺小中に2万個 毎日新聞 2020年6月19日
[新聞記事] 山武市議会 16日閉会 朝日新聞 2020年6月19日
[新聞記事] 多古町が第1子、第2子に10万円支給 朝日新聞 2020年6月19日
[新聞記事] 旭で住宅全焼 千葉日報 2020年6月19日
[新聞記事] 伊勢エビ密漁 男4人を摘発 銚子漁港 千葉日報 2020年6月19日
[新聞記事] 神崎・山武ＰＡ 24年度に 大栄－横芝開通と一体で 圏央道 千葉日報 2020年6月19日
[新聞記事] なまった体に活！ 東金出身プロレスラー 永田さん直伝トレ 市硬式動画で公開 千葉日報 2020年6月19日
[新聞記事] 支所内に移設し便利 客数、売り上げともにアップ ＪＡ山武郡市直売所「あぜみちハウス」 日本農業新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 「千葉若潮牛」の枝肉1頭分購入 ＪＡちばみどりと全農ちばが農家応援 日本農業新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 子供たちに機内食チョコ ＡＮＡ、自治体に寄贈 読売新聞 2020年6月18日
[新聞記事] つり革 触らず安心 感染防止アイデアグッズ 「社会のニーズ応えたい」 旭・高野縫製 読売新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 就労資格のない女性を紹介容疑 タイ人経営者送検 毎日新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 【障害者施設の課題】「密接」不可避 感染が拡大 新型コロナ 毎日新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 海水浴場開設せず 九十九里町 千葉日報 2020年6月18日他1紙
[新聞記事] 【香取・多古】色とりどりの花 見頃に 千葉日報 2020年6月18日
[新聞記事] 農作業や干し芋作り 地域貢献と収入補てん 仕事激減の日航地上スタッフ 「育てる大変さ身をもって」 朝日新聞 2020年6月18日
[新聞記事] 移住定住促進へ 住宅取得奨励金 横芝光町 千葉日報 2020年6月18日
[新聞記事] アジサイ見頃に 銚子電鉄沿い 300株、群生も 毎日新聞 2020年6月17日
[新聞記事] 約1千万円脱税容疑で告発 銚子 朝日新聞 2020年6月17日
[新聞記事] 新型コロナ対策で成田空港南側3町長ら給料など減額 朝日新聞 2020年6月17日
[新聞記事] メロンの食べ頃 積算温度で把握 旭の農家 経験も加味し収穫 県・東総野菜研究室の研究活用 朝日新聞 2020年6月17日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・コロナ関連予算可決 千葉日報 2020年6月17日
[新聞記事] 県内鉄道のスイッチバック 唯一、東武野田線柏駅に 千葉日報 2020年6月17日
[新聞記事] 議員報酬50％減額 多古町3カ月間 千葉日報 2020年6月17日他1紙
[新聞記事] 機内提供お菓子 多古の子どもへ 全日空 千葉日報 2020年6月17日
[新聞記事] 重油販売で脱税容疑 県が銚子の業者告発 千葉日報 2020年6月16日他1紙
[新聞記事] 新生児に10万円給付 多古町 千葉日報 2020年6月16日
[新聞記事] 閉校敷地でドライブスルー 地元飲食店や農家出展 東庄 千葉日報 2020年6月16日
[新聞記事] 大網白里の会社員ら 受け子取り押さえる 東金署が感謝状 千葉日報 2020年6月16日
[新聞記事] 県内コロナ2日連続ゼロ 千葉日報 2020年6月16日
[新聞記事] 給食に地元食材を　JAかとり 市に寄贈 読売新聞 2020年6月14日他1紙
[新聞記事] 持続化給付金　サポセン予約代行します　東金市 申請相談窓口 千葉日報 2020年6月14日
[新聞記事] 高濃度エタノール配布　神崎町　コロナ感染を予防 千葉日報 2020年6月14日
[新聞記事] 入梅イワシ続々水揚げ　銚子漁港 千葉日報 2020年6月14日
[新聞記事] 海水浴場8割不開設　県内　残る4市町は「検討中」 千葉日報 2020年6月14日
[新聞記事] 日航スタッフ 農作業お手伝い　減便で仕事減 地域に貢献 朝日新聞 2020年6月14日
[新聞記事] 銚子メロン 甘くとろける 読売新聞 2020年6月13日
[新聞記事] 器物損壊の疑い 匝瑳署 千葉日報 2020年6月13日
[新聞記事] 【町村議会だより】中小企業に5万円 コロナ対策費可決 千葉日報 2020年6月13日
[新聞記事] マスクと消毒液寄贈 佐原法人会 千葉日報 2020年6月13日
[新聞記事] 余ったマスク贈りたい 子ども用、20カ所超にポスト 東金 千葉日報 2020年6月13日
[新聞記事] 学生ら3人感染 10代・20代 2人が経路不明 県内コロナ 千葉日報 2020年6月13日
[新聞記事] 1人暮らし高齢者に弁当 外出減り、健康管理兼ねて 東金市 読売新聞 2020年6月12日
[新聞記事] 「アマビエ」の缶バッジ制作 旭市観光物産協会 毎日新聞 2020年6月12日
[新聞記事] 消毒アルコール 神崎町が配布へ ドライブスルー式で 毎日新聞 2020年6月12日
[新聞記事] 子供用マスク寄贈を 東金の有志がポストを設置 毎日新聞 2020年6月12日
[新聞記事] 信金の支店跡活用 起業支援 香取市と佐原信用金庫 飲食や物販 朝日新聞 2020年6月12日
[新聞記事] 拳銃、実弾所持の疑い 県警、香取の53歳男逮捕 千葉日報 2020年6月12日他2紙
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・銚子市 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] 「あじさい祭り」振り返る 初の中止でパネル展 多古町 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] サル目撃情報相次ぐ 注意呼び掛け 銚子 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] 帰国者ら3人判明 県内コロナ、大学生も 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・議員報酬10％削減 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】拡大案 きょう説明会 隣接区域1350戸に 横芝光 千葉日報 2020年6月12日
[新聞記事] メロン出荷スタート 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年6月11日
[新聞記事] 生育は順調 「メークイン」作柄調査 ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年6月11日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・中小事業者に5万円 千葉日報 2020年6月11日
[新聞記事] 小中生に地元農産物を ＪＡかとりが市に寄贈 千葉日報 2020年6月11日
[新聞記事] 県議長を偽証で告発へ 匝瑳市議会が動議可決 千葉日報 2020年6月11日他1紙
[新聞記事] 船橋 同居の2人感染 千葉日報 2020年6月11日
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[新聞記事] 横芝光で32度 今年の県内最高気温 千葉日報 2020年6月11日
[新聞記事] 多古・町長の給料を50％削減 毎日新聞 2020年6月10日
[新聞記事] 地元農産物を給食用に寄贈 かとり農協 毎日新聞 2020年6月10日
[新聞記事] 民家火災で1人死亡 旭署 朝日新聞 2020年6月10日
[新聞記事] 生涯 定年後の〝道しるべ〟 伊能忠敬記念館（香取市） 朝日新聞 2020年6月10日
[新聞記事] 入管難民法違反の疑いで男4人逮捕 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] 九十九里でグレーチング盗まれる 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] タイ人の男 容疑で逮捕 旭のひき逃げ事件 千葉日報 2020年6月10日他3紙
[新聞記事] 町長ら特別職給料半減 東庄、来月から2カ月間 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] 等身大!? アマビエ立像 小学校にお目見え 旭の芸術家制作 「不思議と可愛い」 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] 船橋1カ月ぶり複数感染 飲食店会社関係者3人 新型コロナ 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] 県内7地点で真夏日 横芝光31.9度 千葉日報 2020年6月10日
[新聞記事] ダイコン 市場へ切れ目なく 品種のえり抜き 多収の技術も 千葉県銚子市 日本農業新聞 2020年6月9日
[新聞記事] 千葉、茨城で25件の窃盗繰り返し追送検 毎日新聞 2020年6月9日
[新聞記事] お年寄り宅訪問 生活用品届ける 多古町職員ら 毎日新聞 2020年6月9日
[新聞記事] 【数字は語る】1480キロ 銚子が起点 太平洋の風になれ 太平洋岸自転車道の長さ 朝日新聞 2020年6月9日
[新聞記事] 酒気帯び運転で信号無視の疑い 香取署 千葉日報 2020年6月9日
[新聞記事] 多古町長は給料半減 来月から3カ月 千葉日報 2020年6月9日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・給与減額案など提出 千葉日報 2020年6月9日
[新聞記事] 通所利用15日再開 松戸 介護施設の感染収束 新型コロナ 千葉日報 2020年6月9日
[新聞記事]洋上風力　促進へ合意　銚子沖、今秋にも国指定へ 朝日新聞 2020年6月8日他１紙
[新聞記事] ステッカーで注意喚起電話de詐欺　銚子　タクシーやATMに 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] 市議会だより　大網白里市　給食2か月無料化提案 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] ぬれ煎餅など60万円分　商品購入し銚電支援　匝瑳の社福法人グループ 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] 東金　農業大学校に「蟲塚」　研究で犠牲の昆虫供養 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] ＪＡＬ、こども園に手作りマスク寄贈 多古 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] 鮮やかハナショウブ 川口沼親水公園で見頃 旭 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] ひき逃げか男性死亡 旭 千葉日報 2020年6月8日他3紙
[新聞記事] 県内 新たに3人感染 千葉日報 2020年6月8日
[新聞記事] 企業向けの「空き地バンク」 横芝光町 誘致促し雇用創出へ 朝日新聞 2020年6月8日
[新聞記事] 地元イチゴで「ビール」 自粛で来客減の農園支援 山武の酒造会社 読売新聞 2020年6月7日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・2議案を可決 千葉日報 2020年6月7日
[新聞記事] 生活物資届け健康確認 多古町職員ら高齢者宅訪問 千葉日報 2020年6月7日他1紙
[新聞記事] 図書館 楽しい空間に バルサミコヤスさん壁画描く 山武・成東 千葉日報 2020年6月7日
[新聞記事] 県内2日ぶりゼロ 油断せず3密回避を コロナ 千葉日報 2020年6月7日
[新聞記事] 海水浴場開設せず 山武・横芝光 千葉日報 2020年6月7日他2紙
[新聞記事] トウモロコシ出番　千葉･JAちばみどり 日本農業新聞 2020年6月6日
[新聞記事] 甘さ抜群 銚子メロン初出荷　JAちばみどり 日本農業新聞 2020年6月6日
[新聞記事] 「入梅イワシ」水揚げ本格化　銚子漁港 毎日新聞 2020年6月6日
[新聞記事] 県内市町村別の感染者数（5日午後8時現在） 千葉日報 2020年6月6日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・議員報酬10％減 千葉日報 2020年6月6日
[新聞記事] 10市町小学生へ富士山消しゴム　千葉工業大 千葉日報 2020年6月6日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・町長給料20％減 千葉日報 2020年6月6日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】横芝光町　航空機騒音対策を拡充 千葉日報 2020年6月6日
[新聞記事] 農業塾 3年目始動 ネギ販売農家めざそう 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年6月5日
[新聞記事] 県児相2か所増設を 新区割りも提示 審議会答申 県、年度内選定目指す 読売新聞 2020年6月5日
[新聞記事] 東金、大網白里・市長ら給料削減へ 毎日新聞 2020年6月5日
[新聞記事] 飯岡 ヒラメ解禁 鹿島 フグ数釣り期待 千葉日報 2020年6月5日
[新聞記事] 住宅火災で1人死亡 旭 千葉日報 2020年6月5日他2紙
[新聞記事] 窃盗容疑で追送検25件の被害裏付け 銚子署 千葉日報 2020年6月5日
[新聞記事] 促進区域指定 銚子沖で合意 洋上風力発電 千葉日報 2020年6月5日
[新聞記事] 東庄の集団感染終息 3日ぶりゼロ 県内コロナ 千葉日報 2020年6月5日
[新聞記事] 横芝光に倍増10億円 騒音対策強化へ 成田空港交付金 朝日新聞 2020年6月5日
[新聞記事] 生育順調、増収見込む 加工ジャガイモつぼ掘り ＪＡかとり全農ちば 日本農業新聞 2020年6月4日
[新聞記事] 部員が「畑の先生」 児童に定植指導 サツマイモ大きく育て ＪＡちばみどり青年部干潟支部 日本農業新聞 2020年6月4日
[新聞記事] 自社製除菌液 香取市に寄贈 農産物加工会社 朝日新聞 2020年6月4日
[新聞記事] 香取市議会、報酬10％減額 朝日新聞 2020年6月4日
[新聞記事] 香取市が私立の全小中学生にタブレット配布へ 朝日新聞 2020年6月4日
[新聞記事] 【お仕事ミュージアム】空や飛行機を身近に 航空科学博物館 千葉日報 2020年6月4日
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・補正予算など提出 千葉日報 2020年6月4日
[新聞記事] 「拠点施設失い残念」 宴会場「黄鶴」破たんで旭市長 千葉日報 2020年6月4日
[新聞記事] 香取 70代女性感染 経路不明、無症状 県内コロナ 千葉日報 2020年6月4日
[新聞記事] 農家の苦労や努力 子どもに伝えたい カボチャ圃場見学 ＪＡ山武郡市大総園芸部部会が協力 日本農業新聞 2020年6月4日
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[新聞記事] タカミレッド初出荷 千葉県旭市飯岡メロン部会 日本農業新聞 2020年6月3日
[新聞記事] 夏の音色 きらきら 虹色風鈴 製作ピーク 九十九里 読売新聞 2020年6月3日
[新聞記事] ハナショウブ 苗の販売好評 香取・あやめパーク 読売新聞 2020年6月3日
[新聞記事] 香取市議会 3密避け開会 毎日新聞 2020年6月3日
[新聞記事] 旭の黄鶴が破産申請へ コロナ3社目 千葉日報 2020年6月3日他1紙
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・香取市 千葉日報 2020年6月3日他1紙
[新聞記事] 【町村議会だより】九十九里町・町長給料6カ月間減 千葉日報 2020年6月3日
[新聞記事] 山武市 脱炭素宣言 県内初、森林再生で ＣＯ₂排出量「ゼロ」へ 千葉日報 2020年6月3日
[新聞記事] 香取署も12日まで 登校見守り 千葉日報 2020年6月3日
[新聞記事] 50代女性が感染 千葉市12日ぶり、経路不明 新型コロナ 千葉日報 2020年6月3日
[新聞記事] つらい時 原点回帰 達成した自分褒めて 横芝敬愛高校長 白鳥さん 千葉日報 2020年6月3日
[新聞記事] 旭のコンビニ 詐欺防ぎ感謝状 県警 読売新聞 2020年6月2日
[新聞記事] 市内初「道の駅」登録を 商業施設「銚子セレクト市場」 地域活性化や雇用の創出期待 毎日新聞 2020年6月2日
[新聞記事] 期待と不安の新学期 娯楽施設で笑顔広がる 朝日新聞 2020年6月2日
[新聞記事] 甘～いメロン初出荷 日照十分、味に太鼓判 旭・飯岡地区、銚子 千葉日報 2020年6月2日他2紙
[新聞記事] 【学校再開】東庄・元気よく「勉強頑張る」／ 新しい友達 ドキドキ 市立銚子高入学式 千葉日報 2020年6月2日
[新聞記事] 3日ぶり感染ゼロ 再要請目安も下回る 県内コロナ 千葉日報 2020年6月2日
[新聞記事] 高齢者叙勲（1日） 読売新聞 2020年6月1日
[新聞記事] 市長給与・手当 24市「削減」 休業協力事業者に配慮 読売新聞 2020年6月1日
[新聞記事] ＣＦで修復資金募る 台風被害の宮谷八幡神社 大網白里 毎日新聞 2020年6月1日
[新聞記事] 多目的ホールで本会議 香取市議会 千葉日報 2020年6月1日
[新聞記事] 新たに20代2人感染 1人は都内で頻繁飲食 県内コロナ 千葉日報 2020年6月1日


