
◇2021年12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] 【新春ガイド】初日の出・初詣 朝日新聞 2021年12月31日他1紙
 [新聞記事] 【2021 ちばダイジェスト 下】 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] 力士交えボッチャ体験　匝瑳の特別支援学校 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] ちばコラボ大賞　銚子の防災連携輝く 千葉日報 2021年12月31日
[新聞記事] この1年[下] 9月15日　県立銚子高校生の海流調査実る 毎日新聞 2021年12月30日
[新聞記事] 銚子商高生が考案のパン好評　地元産の醤油、イワシ使用 千葉日報 2021年12月30日
[新聞記事] 飲酒運転根絶を宣言　匝瑳の運送会社センコー物流倉庫 千葉日報 2021年12月30日
[新聞記事] 東日本大震災10年　甚大な津波被害の旭　教訓伝える変わらぬ思い 千葉日報 2021年12月30日
[新聞記事] 車上狙い容疑で男逮捕　旭署 千葉日報 2021年12月29日
[新聞記事] 香取市みずたに会を協定　産婦人科施設開業へ　 千葉日報 2021年12月29日
[新聞記事] 新春支度大詰め　巨大門松　初詣客出迎え　東金願成就寺 千葉日報 2021年12月29日
[新聞記事] 銚子沖洋上風力　国選定事業者　市を訪問「漁業と共生、地場振興も」 千葉日報 2021年12月29日他2紙
[新聞記事] 飼料用米補助維持を 成田市長に要請 ＪＡかとり・ＪＡ成田市 日本農業新聞 2021年12月28日
[新聞記事] 酒気帯び運転で停職 香取広域事務組合 千葉日報 2021年12月28日
[新聞記事] 男性副主査を停職処分 未成年にみだらな行為 香取市 千葉日報 2021年12月28日他2紙
[新聞記事] 地元で初詣楽しんで ＰＲポスター、イベントも 東金山武古社寺の会 千葉日報 2021年12月28日
[新聞記事] 【回顧2021年取材メモから】来年こそ勇壮な山車を 感じた住民たちの熱意 佐原の大祭2年連続中止 千葉日報 2021年12月28日
[新聞記事] 【オトコン】7団体が東関東へ 中学（管楽器）の部 県アンサンブルコン 朝日新聞 2021年12月27日
[新聞記事] パラ金メダルなど寄贈 荒井さん、旭市に 車いす陸上 朝日新聞 2021年12月27日
[新聞記事] 旭、酒酔い運転容疑 千葉日報 2021年12月27日
[新聞記事] 県内 神社・仏閣ガイド 千葉日報 2021年12月27日
[新聞記事] イチゴ摘みたて食べられます！ 感染対策で園内ＯＫ 東金 道の駅 千葉日報 2021年12月27日
[新聞記事]　成田空港機能強化へ滑走路横断道路設置　NAA、整備計画を公表 朝日新聞 2021年12月26日
[新聞記事] 死亡男性の身元判明　大網白里　東金署 千葉日報 2021年12月26日
[新聞記事] 年末年始ガイド　いちご狩り・初売り・初日の出・催し 千葉日報 2021年12月26日
[新聞記事] 多古の城郭活用で地域の文化振興を　夢まるふぁんどが支援金 千葉日報 2021年12月26日
[新聞記事] ひと模様　配達、送迎で高齢者支援　大塚真一郎さん（九十九里町） 千葉日報 2021年12月26日
[新聞記事] 地元の仕事、見知って　大網白里体験イベントに児童 千葉日報 2021年12月26日
[新聞記事] 農業経営力磨く トップランナー塾開講 千葉 日本農業新聞 2021年12月25日
[新聞記事] 男性はねられ死亡 大網白里 千葉日報 2021年12月25日
[新聞記事] 銚子沖、漁船と貨物船が衝突 千葉日報 2021年12月25日他1紙
[新聞記事] 補助金水増し申請か 新たな告発文届く 東千葉ＭＣ 千葉日報 2021年12月25日他1紙
[新聞記事] ふるさと重大ニュース（下） 千葉日報 2021年12月25日
[新聞記事] 事業者に三菱商事など 銚子沖洋上風力発電 国選定 千葉日報 2021年12月25日他3紙
[新聞記事] 新人２陣営が説明会に出席 匝瑳市長選 千葉日報 2021年12月25日他1紙
[新聞記事] 成田機能強化に176億円 圏央道 大栄－横芝開通へ前進 22年度予算案県内関係 千葉日報 2021年12月25日
[新聞記事] 【師走点描】くぐって無病息災 香取神宮 読売新聞 2021年12月24日
[新聞記事] 銚子漁港の水揚げ 今年も日本一確実 朝日新聞 2021年12月24日他2紙
[新聞記事] 大洗・鹿島 マダコ乗り順調 片貝 ハナダイ活発 千葉日報 2021年12月24日
[新聞記事] ふるさと重大ニュース（上） 千葉日報 2021年12月24日
[新聞記事] 窓にサンタや雪だるま 多古町民体育館、28日まで 千葉日報 2021年12月24日
[新聞記事] 来秋、準備工事開始 第3滑走路は23年度 成田機能強化 千葉日報 2021年12月24日
[新聞記事] 「燃やせる土」軽さも魅力 千葉、鉢花に使い試験販売 日本農業新聞 2021年12月23日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・13議案可決 千葉日報 2021年12月23日
[新聞記事] 市内140店 歳末大売り出し 買い物でくじ進呈 匝瑳 千葉日報 2021年12月23日
[新聞記事] 警察学校生徒が下校児童見守り 八街死傷事故受け 東金 千葉日報 2021年12月23日
[新聞記事] 苅谷市議が出馬表明 「実績もとに大改革」 匝瑳市長選 千葉日報 2021年12月23日他3紙
[新聞記事] 成田空港にＸマスアート 25日まで、旭市の作家ら制作 千葉日報 2021年12月23日
[新聞記事] わいせつ容疑で逮捕の元高校教諭を不起訴　 朝日新聞 2021年12月22日
[新聞記事] 外国人入国停止　人手不足に拍車　オミクロンで企業苦境 朝日新聞 2021年12月22日
[新聞記事] 議会　匝瑳市　自転車放置防止条例可決 千葉日報 2021年12月22日
[新聞記事]　ｅスポーツ体育祭で熱戦　わせがく高校、キャンパス対抗 千葉日報 2021年12月22日
[新聞記事] 門松作りピーク　東庄 千葉日報 2021年12月22日
[新聞記事] 横芝光町が職員招集訓練　津波被害予想200人参加 千葉日報 2021年12月22日
[新聞記事] 多古町長選2月6日投票 公選法違反、所氏辞職で 千葉日報 2021年12月21日他3紙
[新聞記事] 2022年度千葉県私立高校・中学校等・小学校初年度納付金一覧 千葉日報 2021年12月21日他1紙
[新聞記事] サンタとトナカイ お菓子の贈り物☆ 小見川でイベント 千葉日報 2021年12月21日
[新聞記事] 新議員20人決まる 最後の議席、同票でくじ引き 旭市議選 千葉日報 2021年12月21日他3紙
[新聞記事] こども県展佳作入賞者氏名 小学生の部② 千葉日報 2021年12月20日
[新聞記事] 全職員向けの仕事始め廃止 大網白里市 千葉日報 2021年12月20日
[新聞記事] 新議員続々決まる 旭市議選 千葉日報 2021年12月20日他2紙
[新聞記事] 銚子（アマガミＳＳ）・館山（戦翼のシグルドリーヴァ）「アニメ聖地」に 取り組み結実、集客期待 2022年版選出 千葉日報 2021年12月20日
[新聞記事] 【私論直言】生徒が立ち直る〝特効薬〟 学び直しへの再挑戦 横芝敬愛高校長 白鳥氏 千葉日報 2021年12月20日
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 [新聞記事] 【新春ガイド】初日の出・初詣 朝日新聞 2021年12月31日他1紙
 [新聞記事] 【2021 ちばダイジェスト 下】 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] 力士交えボッチャ体験　匝瑳の特別支援学校 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] ちばコラボ大賞　銚子の防災連携輝く 千葉日報 2021年12月31日
[新聞記事] ニホンミツバチ飼育進む 千葉県立農大校 日本農業新聞 2021年12月19日
[新聞記事] 【病院の実力】膵臓がん・早期でも術前化学療法 読売新聞 2021年12月19日
[新聞記事] 児童らと「力くらべ」 石浦関が支援学校訪問 匝瑳 毎日新聞 2021年12月19日
[新聞記事] 「完成度高い試合で上位目指す」高橋さんと長谷川さん 千葉学芸1年 全国高校ｅスポーツ選手権 きょう決勝 毎日新聞 2021年12月19日
[新聞記事] 地元愛胸に企業改革 畔蒜さん（66）香取市在住・道の駅くりもと社長 千葉日報 2021年12月19日
[新聞記事] 表情豊かな手作り品 寅ヒョウタンで招福 匝瑳・下富谷 千葉日報 2021年12月19日
[新聞記事] ドキドキ 力士とボッチャ　匝瑳の特別支援学校 読売新聞 2021年12月18日
[新聞記事] 子ども県展入選者氏名 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 鉄板に挟まれ男性死亡　旭 千葉日報 2021年12月18日他1紙
[新聞記事] 事故ない年末年始へ 園児に交通安全教室　東金交安協 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 空港と周辺の魅力堪能　GPAツアー、非公開区域も　成田・香取 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市、香取市 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 旭市議選あす投開票　24陣営 激戦最終盤 千葉日報 2021年12月18日
[新聞記事] 多古町長の辞職承認　臨時議会、選挙は2月か 千葉日報 2021年12月18日他1紙
[新聞記事] 聖夜思いハンドベル 19日Ｘマスコン 日航係員 芝山 毎日新聞 2021年12月17日
[新聞記事] 越冬へカモメ飛来 銚子の漁港 毎日新聞 2021年12月17日
[新聞記事] 旭・病院敷地内でバスにはねられ女性重傷 毎日新聞 2021年12月17日他1紙
[新聞記事] 飯岡 マダイ安定 犬吠埼 狙えるカサゴ 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] 多古町長が辞職届 きょう町議会で判断 千葉日報 2021年12月17日他3紙
[新聞記事] 濃霧でも意図確認せず接近 19年銚子沖貨物船事故 千葉日報 2021年12月17日他3紙
[新聞記事] 個性豊かで創造的な作品群 第66回こども県展 特別賞54点を紹介 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] ヤマサ14年ぶり値上げ 来年3月、しょうゆ全品 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] 高校生、福祉の仕事学ぶ 特養ホームでセミナー 匝瑳 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・給付金一括支給へ 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] コロナ終息と厄払い 「茅の輪」くぐり 香取神宮 千葉日報 2021年12月17日
[新聞記事] どら焼きとプリン盗んだ容疑 旭署 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] バスにはねられ女性重傷 旭市運行、病院敷地内 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 特別賞の54人、喜びの声 こども県展 きょう表彰式 54人に特別賞 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 「安全、安心な旭市に」 中学生姉妹が一日警察官 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・補正予算など10議案 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 飲酒運転根絶を宣言 香取のガス販売会社 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 校舎外壁に冬感じる映像 東金・千葉学芸高 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 所町長 きょう辞職願提出 多古 千葉日報 2021年12月16日
[新聞記事] 県内「現金一括」続々 「現場は混乱」政府批判も 10万円給付 千葉日報 2021年12月16日他2紙
[新聞記事] 医療従事者に豚肉と卵贈る 千葉県旭市の耕畜生産者組織 日本農業新聞 2021年12月15日
[新聞記事] 米の新顔「粒すけ」食べてみて 千葉・ＪＡかとり無料配布 日本農業新聞 2021年12月15日
[新聞記事] 山武で住宅火災 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] 「第66回 こども県展」 優秀作品404点 受賞者紹介 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] 力作ずらり 親子ら笑顔 子ども県展開幕 県立美術館2年ぶり展示 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] 【バスケットボール】多古レイクスＶ 女子は府馬山田ＭＢＣ 香取カップ 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・5議案を可決／多古町・補正予算案など可決 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] 津波想定し初動確認 町職員、議員150人参加 九十九里で防災訓練 千葉日報 2021年12月15日
[新聞記事] レトルト焼き芋発売 千葉・ＪＡかとり産使用 ファミマ 日本農業新聞 2021年12月14日
[新聞記事] 【惜別2021】無名の人々に光 市民運動に力 色川 大吉さん 民衆の視点で日本の歩み記した歴史家 朝日新聞 2021年12月14日
[新聞記事] 空港反対集会に施設貸さず 芝山町に処分取り消し請求 北原派 千葉日報 2021年12月14日他1紙
[新聞記事] 自販機狙いの疑い 旭署 千葉日報 2021年12月14日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・定数2減「18」へ 千葉日報 2021年12月14日
[新聞記事] コロナ収束、地域発展の願い 空へ 風船1000個 東金 千葉日報 2021年12月14日
[新聞記事] 4人超の24人立候補 支持拡大へ舌戦 旭市議選告示 千葉日報 2021年12月14日
[新聞記事] 多古町長が辞意 「軽率行動、深く反省」 公選法違反 千葉日報 2021年12月11日他3紙
[新聞記事] 【町村議会だより】神崎町・補正予算可決し閉会 千葉日報 2021年12月11日
[新聞記事] 定数4超 24人出馬か 旭市議あす告示 千葉日報 2021年12月11日
[新聞記事] 72人表彰 10作品全国へ 青少年読書感想文県コンクール 毎日新聞 2021年12月11日
[新聞記事] 横芝光の高校生ら 〝キャッサバ交流〟 タンザニア公使と地元産に舌鼓 千葉日報 2021年12月11日
[新聞記事] 「あたりまえ防災隊」活躍 東金特別支援学校に優秀賞 「防災甲子園」2校1団体受賞 毎日新聞 2021年12月10日
[新聞記事] 鹿島 マダコ良型主体 飯岡 ヒラメ安定 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] 「前代未聞の事態」多古町長逮捕 議会一般質問で避難 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] 第3回千葉氏サミット開催 全国の千葉氏で連携強化 千葉日報 2021年12月10日
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 [新聞記事] 【新春ガイド】初日の出・初詣 朝日新聞 2021年12月31日他1紙
 [新聞記事] 【2021 ちばダイジェスト 下】 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] 力士交えボッチャ体験　匝瑳の特別支援学校 千葉日報 2021年12月31日
 [新聞記事] ちばコラボ大賞　銚子の防災連携輝く 千葉日報 2021年12月31日
[新聞記事] 【ちば商工会だより】コロナ後視野に事業再編 山武市商工会 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] バイオリン音色 会場魅了 川井郁子さんコンサート 香取 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] 【町村議会だより】神崎町・補正予算案など可決 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] 玄関口照らし街に活気 恒例イルミ10万球 銚子駅前 千葉日報 2021年12月10日
[新聞記事] 職員ら救命講習 ＪＡかとり 日本農業新聞 2021年12月9日
[新聞記事] ドライブラリー ＪＡちばみどり管内 日本農業新聞 2021年12月9日
[新聞記事] 「恋する灯台」で富士と夜景を 旭・飯岡灯台 朝日新聞 2021年12月9日
[新聞記事] 芝山「空の駅」で環境保全イベント 千葉日報 2021年12月9日
[新聞記事] 森林資源 循環利用学ぶ 親子工作イベント 東金 千葉日報 2021年12月9日
[新聞記事] シーズン到来 どぶろく販売 今年も自慢の地酒完成 山武・守屋酒造 千葉日報 2021年12月9日
[新聞記事] 多古町長 罰金30万円 失職なら50日以内に選挙 公選法違反 千葉日報 2021年12月9日他3紙
[新聞記事] センリョウ 正月に照準 3000ケースもうすぐ 千葉県東庄町 日本農業新聞 2021年12月8日
[新聞記事] グラウンドゴルフ 137人プレー楽しむ 東金で大会 読売新聞 2021年12月8日
[新聞記事] 【町村議会だより】九十九里町・9議案可決し閉会／多古町・7議案を提案 千葉日報 2021年12月8日
[新聞記事] 「町のため働く」 麻生芝山町長が初登庁 千葉日報 2021年12月8日
[新聞記事] 宮内市議が出馬表明 「若さ生かして改革を」 匝瑳市長選 千葉日報 2021年12月8日他3紙
[新聞記事] 多古町長辞任勧告 否決 1票差、逮捕受け議会 千葉日報 2021年12月8日他3紙
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・補正予算案など可決 千葉日報 2021年12月8日
[新聞記事] 根本さん（ＪＡかとり）県知事賞 米食味コンクール 全農ちば 日本農業新聞 2021年12月7日
[新聞記事] うまみでワクチン貢献 ヤマサ醤油 成分研究から事業化 毎日新聞 2021年12月7日
[新聞記事] 小中高校書道作品紙上展 11月度入選作決まる 毎日新聞 2021年12月7日
[新聞記事] 独駐日大使が視察 洋上風力発電予定地 銚子市 毎日新聞 2021年12月7日
[新聞記事] 火災4件相次ぎ1人死亡 県内多発 県など注意呼び掛け 警報機設置率、全国平均下回る 千葉日報 2021年12月7日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子半島一周駅伝大会2年連続中止 千葉日報 2021年12月7日
[新聞記事] 佐原ウィナーズ優勝 23チーム熱戦 香取リトルシニア野球大会 千葉日報 2021年12月7日
[新聞記事] 相川町長 退任 空港対策に手腕 6期24年 芝山 千葉日報 2021年12月7日
[新聞記事] 「今後も みんなに勇気」 東京パラ代表 山崎、佐野両選手 笑顔でリモート交流 東金特別支援学校 千葉日報 2021年12月7日
[新聞記事] 元警察官伝える 危機管理本 事例基に予防策 紹介 東金の藤崎さん 読売新聞 2021年12月6日
[新聞記事] 圏央道の早期完成に期待 さらなる経済効果呼ぶ ちばぎん総合研究所会長 水野氏が講演 千葉日報 2021年12月6日
[新聞記事] 標語最優秀に佐野君（市川・大洲小） 絵画は小林さん（山武・大平小）交通安全 児童コンクール表彰式 千葉日報 2021年12月6日
[新聞記事] ミディコチョウランＰＲ 千葉県旭市椎名洋ラン園 日本農業新聞 2021年12月5日
[新聞記事] ビジネスマナー 笑顔で好印象 旭農高生、客室乗務員招き 毎日新聞 2021年12月5日
[新聞記事] 殺人容疑の女を鑑定留置 朝日新聞 2021年12月4日他1紙
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・補正予算など10議案 千葉日報 2021年12月4日
[新聞記事] 太田匝瑳市長 4選不出馬 千葉日報 2021年12月4日他3紙
[新聞記事] 鹿間氏再選出馬表明　東金市長選「まちづくり」継続へ 千葉日報 2021年12月4日他3紙
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・8議案を提出 千葉日報 2021年12月4日
[新聞記事] 香取市長選 4月24日投票 読売新聞 2021年12月3日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】大型期待の時機到来 銚子半島沖のヒラメ釣り 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 飯岡 マダイ食い活発 犬吠埼 カンパチ好調 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 【市町村議会だより】銚子市・補正予算案を可決／九十九里町・3議員が一般質問 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 「ねぎドンッ！」に舌鼓 道の駅で試食会 山武 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 松下氏再選出馬表明 「発展のため全力傾注」 山武市長選 千葉日報 2021年12月3日他1紙
[新聞記事] 臨時給付金経費など専決 旭市 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] シクラメン 大事にしてね 多古高生、地元児童へ贈呈 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 修学旅行でマナー研修 笑顔やお辞儀、旭農高生実践 客室乗務員が指導 成田 千葉日報 2021年12月3日
[新聞記事] 【各地で品質向上めざす】ＪＡちばみどり ミニトマト・シュンギク／そうさ園芸部 秋冬ネギ／ＪＡかとり サツマイモ 日本農業新聞 2021年12月2日
[新聞記事] 特別価格で販売 ミニ資材フェア ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年12月2日
[新聞記事] 香取市長選投票 来年４月２４日に 千葉日報 2021年12月2日
[新聞記事] 町長選日程決定見送り 所氏逮捕受け多古町選管 千葉日報 2021年12月2日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・島田副市長を再任／東金市・補正予算案など18議案 千葉日報 2021年12月2日
[新聞記事] 【文化のかおり】伝統話芸に楽器や歌を東総文化会館などで開催へ 「落語×音楽～らくおんプロジェクト」 千葉日報 2021年12月2日
[新聞記事] 独駐日大使が銚子訪問 洋上風力発電事業視察 ゲッツェ氏「経験共有」 千葉日報 2021年12月2日他１紙
[新聞記事] 洋上風力 駐日独大使が視察 銚子沖の計画「知見共有したい」 朝日新聞 2021年12月1日
[新聞記事] 【市町村議会だより】香取市・補正予算案など提出／東金市・ボーナス削減議案可決／東庄町・新議長に宮沢氏 千葉日報 2021年12月1日
[新聞記事] 〝香取の魅力〟巡る 観光需要回復へ モニターツアー 千葉日報 2021年12月1日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・ボーナス引き下げ可決 千葉日報 2021年12月1日
[新聞記事] 自転車旅で豚肉料理を ベンチとラック設置しＰＲ 横芝光町商工会 千葉日報 2021年12月1日


