
◇2021年2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] 【東日本大震災10年】再開した店に津波示す線 苦境続く飯岡、客が支え 朝日新聞 2021年2月28日
[新聞記事] 芝山で農業体験を 町農泊推進協議会長に就任 高根さん 千葉日報 2021年2月28日
[新聞記事] 「春に美しく咲いて」 植栽ツツジに肥料 佐原商議所女性会員ら あやめパーク 千葉日報 2021年2月28日
[新聞記事] ワクチン接種 体制模索　市町村、医師会と協力 朝日新聞 2021年2月27日
[新聞記事] 【地域にまつわる干支セトラ】勇ましい蛇祭り必見 武将・胤仲ゆかりの地 多古・牛尾の伝統行事 千葉日報 2021年2月1日
[新聞記事] 鴨川市 学生流出の影響懸念　城西国際大観光学部 東金移転へ 朝日新聞 2021年2月27日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・旭市・銚子市 千葉日報 2021年2月27日
[新聞記事] 【’21市町村予算案】 大網白里市0.3％増146億円　ふるさと納税で促進費 千葉日報 2021年2月27日
[新聞記事] 東千葉MC問題　結果報告なく特別委紛糾　九十九里町議会 千葉日報 2021年2月27日
[新聞記事] 【東日本大震災10年】「東北」運命と確信　横芝光の自宅津波被害 早川隆久投手 千葉日報 2021年2月27日
[新聞記事] 【東日本大震災10年】父のＧＳ守り続ける 津波で犠牲 復旧に地域の力 読売新聞 2021年2月26日
[新聞記事] 香取市予算案 1.6％増326億円 読売新聞 2021年2月26日
[新聞記事] 香取の化粧品会社 豪華な給食を提供 東庄 読売新聞 2021年2月26日
[新聞記事] 飯岡 ヒラメ上昇期待 河原子～犬吠埼 ド級タチウオ続々 千葉日報 2021年2月26日
[新聞記事] 漁船乗組員1人転落 銚子沖、海保など捜索 千葉日報 2021年2月26日
[新聞記事] 【ＪＩＣＡ】国際協力に理解深めて ザンビアを動画で紹介 五輪ホスト 旭の学校で放映 千葉日報 2021年2月26日
[新聞記事] 【’21市町村予算案】旭市21.2％減 298億円 3年ぶり減額編成 千葉日報 2021年2月26日
[新聞記事] 【東日本大震災10年】節目に勇退決断 津波の教訓 後世にバトン 旭市防災資料館長 戸井さん 千葉日報 2021年2月26日
[新聞記事] ライブ配信で初のセミナー ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年2月25日
[新聞記事] 農作業事故ＶＲで体験 安全対策を啓発 リアルさに学生「すごい」 県農業者総合支援センターが県立農大校で 日本農業新聞 2021年2月25日
[新聞記事] 日韓友好シンボルに マッコリ造り、交流事例選定 後藤さん・尹（ユン）さん夫妻 芝山醸造（芝山町） 千葉日報 2021年2月25日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】山武署員が感染 千葉日報 2021年2月25日
[新聞記事] 特別映像で銚電応援 京成ローザで27、28日公開 映画「電車を止めるな！」 千葉日報 2021年2月25日
[新聞記事] 【’21 市町村予算案】香取市1.6％増326億円 継続事業重なり微増 千葉日報 2021年2月25日
[新聞記事] 鳥インフル 殺処分終了 千葉県多古町 県合計で456万羽に 日本農業新聞 2021年2月24日
[新聞記事] 自販機から小銭盗み男逮捕 旭署 千葉日報 2021年2月24日
[新聞記事] 九十九里沖で船舶衝突 遊漁船の乗客ら6人けが 千葉日報 2021年2月24日他3紙
[新聞記事] コロナ収束願い千羽鶴 多古の小学生、町に寄贈 千葉日報 2021年2月24日
[新聞記事] 【忙人寸語】「鮭は銚子限り」 千葉日報 2021年2月24日
[新聞記事] 千葉の畜産盛り上げ 卒業生が在校生と意見交換 旭農業高と県農業大学校の連携事業 日本農業新聞 2021年2月23日
[新聞記事] ＩＣＴ活用し省力化 ドローンで園地撮影／画像で生育・病害確認 香取市 髙橋さん 梨 日本農業新聞 2021年2月23日
[新聞記事] 春色 鮮やかに 河津桜と菜の花開花 旭 毎日新聞 2021年2月23日
[新聞記事] 全11件の殺処分終了 今季県内発生、鳥インフル 千葉日報 2021年2月23日他1紙
[新聞記事] 香取で住宅火災 千葉日報 2021年2月23日
[新聞記事] 第73回千葉県小・中・高校書初め展覧会 優秀作品75点を紙上公開 千葉日報 2021年2月23日
[新聞記事] 【球界だより】早川 開幕ローテ決定 千葉日報 2021年2月23日
[新聞記事] マスク5774枚 ベリーズへ 高校生ら手作り ホストタウン交流 横芝光 千葉日報 2021年2月23日
[新聞記事] 県内ぽかぽか 初夏の陽気 横芝光22.7度 千葉日報 2021年2月23日
[新聞記事] 多古の魅力 バスを彩る 地元高校生らデザイン 町企画 読売新聞 2021年2月22日
[新聞記事] 名物たい焼き 復活 売店が営業再開 銚電・犬吠駅 毎日新聞 2021年2月22日
[新聞記事] グリーンタワー閉鎖へ 補修業者見つからず 山武 毎日新聞 2021年2月22日
[新聞記事] 新クラフトビール共同開発 「すっきり飲みやすく」 銚子の若者2人 千葉日報 2021年2月22日
[新聞記事] べにはるかＰＲ　給油所で無料配布　JAかとり（写真有） 日本農業新聞 2021年2月21日
[新聞記事] 芝山醸造代表　後藤英毅さん　夫婦で親善のマッコリ（写真有） 毎日新聞 2021年2月21日
[新聞記事] 防疫措置が完了　旭の鳥インフル 千葉日報 2021年2月21日
[新聞記事] 旭出身　独立経て地元千葉ロッテへ　育成2位小沼健太投手（写真有） 千葉日報 2021年2月21日
[新聞記事] 新型コロナ　123人感染、4人死亡 千葉日報 2021年2月21日
[新聞記事] スポーツ　早川初登板で150キロ（写真有） 千葉日報 2021年2月21日
[新聞記事] 【産地からの手紙】きらり 美白さ際立つ 小カブ「ホワイトボール」 ＪＡかとり 日本農業新聞 2021年2月20日
[新聞記事] 8例目の殺処分完了 鳥インフル 読売新聞 2021年2月19日他1紙
[新聞記事] 都市部・成田軸に整備 水産業輸送に課題 銚子 県の道路問題 毎日新聞 2021年2月20日
[新聞記事] 公立高一般選抜 全日制1.08倍 朝日新聞 2021年2月20日
[新聞記事] 野鳥便から鳥インフル 匝瑳、周辺を重点監視 千葉日報 2021年2月20日他2紙
[新聞記事] 春季県高校野球 予選カード決定 千葉日報 2021年2月20日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・35議案を提出 千葉日報 2021年2月20日
[新聞記事] 病院支出 当面最小限に ＭＣ問題で付帯決議 東金市議会予算案 千葉日報 2021年2月20日
[新聞記事] 無許可で船係留 自主撤去を公告　県、香取と千葉で 読売新聞 2021年2月19日
[新聞記事] 銚電たい焼き店再開　犬吠駅、鉄道ファンら行列 朝日新聞 2021年2月19日
[新聞記事] 【釣り】鹿島 ヒラメ好釣　犬吠埼 アカムツ良型主体 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 銚子で倉庫火災 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 女に懲役4年6月求刑　東金男性遺棄　検察「中心的な役割」 千葉日報 2021年2月19日他1紙
[新聞記事] 27万羽殺処分終了　県内10例目鳥インフル 千葉日報 2021年2月19日他1紙
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・ワクチン関連増額へ 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 【'21市町村予算案 一般会計】山武市 合併後最大238億円 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 予定者説明会に現新2陣営出席　4月の銚子市長選 千葉日報 2021年2月19日他2紙
[新聞記事] 多古　中城跡 保存会が整備　中世遺構「教育活用を」 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 組織委新会長に橋本氏　五輪相は丸川氏就任 千葉日報 2021年2月19日
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[新聞記事] 早川 あす田中将と登板 千葉日報 2021年2月19日
[新聞記事] 鳥インフル 殺処分が完了 県内11例目 千葉県匝瑳市 日本農業新聞 2021年2月18日
[新聞記事] 銚子市財政「綱渡り」 収支不足4.2億円に 21年度予算案 毎日新聞 2021年2月18日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナウィルス感染者数 朝日新聞 2021年2月18日
[新聞記事] 5例目、殺処分終了 匝瑳の鳥インフル 千葉日報 2021年2月18日
[新聞記事] 【ちばの元気企業】独自技術で短期間熟成 小さな焼き芋 女性に人気 さつまいもの石田農園（香取市） 千葉日報 2021年2月18日
[新聞記事] 【ＮＩＥ報告】公務員志望の生徒が活用 県立大網高校（大網白里市） 千葉日報 2021年2月18日
[新聞記事] バスに多古のシンボル アジサイ・稲穂 地元高生アイデア 旭の画家デザイン 千葉日報 2021年2月18日
[新聞記事] 養鶏場に職員360人 鳥インフル防疫作業支援 ＪＡグループ千葉 日本農業新聞 2021年2月17日
[新聞記事] 特別委調査終了 第三者委設置へ メディカルセンター 毎日新聞 2021年2月17日
[新聞記事] 酒気帯び容疑で逮捕 匝瑳署 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 3万9千羽殺処分完了 県内11例目鳥インフル 千葉日報 2021年2月17日他1紙
[新聞記事] 北東部・南部で減少進む 県内市町村 人口データ 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・新校名など34議案 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 【’21 市町村予算案】銚子市21％減217億円 ごみ処理施設 整備完了へ 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 釈迦涅槃図 年1度の公開 銚子・円福寺 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 6万球 幻想的な空間演出 芝山公園イルミ28日まで 千葉日報 2021年2月17日
[新聞記事] 匝瑳市と旭市 殺処分完了 千葉県鳥インフル 日本農業新聞 2021年2月16日
[新聞記事] 茂原高・河内さん 最優秀、優良賞に旭農・梅花さん 県高校生フラワーデザイン 読売新聞 2021年2月16日
[新聞記事] 県内強風 29.5メートル 銚子 ＪＲ線 各地で乱れ 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 匝瑳で鳥インフル 県内11例目 3万9000羽殺処分へ 千葉日報 2021年2月16日他3紙
[新聞記事] 被告の女 一部無罪主張 窃盗など認めず 東金男性遺棄 地裁 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 介護給付金誤算定 531万円受領できず 香取市 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 旭が過疎支援市町村に 新法案で自民党が見通し 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 日本一へ Ｍ（マリーンズ）県内選手奮闘 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 【第47回千葉日報書道展】千葉書壇秀抜展・新進展・第12回高校生展 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 令和2年度 優良建設工事表彰一覧 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 副賞に「飯岡土人形」 地元アーティスト制作 第5回旭いいおか文芸賞「海へ」 千葉日報 2021年2月16日
[新聞記事] 第5回旭いいおか文芸賞「海へ」 岩井さん大賞 日報賞 糸賀さん 千葉日報 2021年2月16日他1紙
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2021年2月13日
[新聞記事] 銚子観光大使と醸造士 ビール開発 ラベルに銚電車両「未来へ向かうレール」に 毎日新聞 2021年2月13日
[新聞記事] 銚電の駅 ドア破壊2400円盗難 「経営難の中、非常に悲しい」 朝日新聞 2021年2月13日
[新聞記事] 【東日本大震災10年】若者の復興支援 阻むコロナ 「被災地の学校」旭農高生の活動に制約 朝日新聞 2021年2月13日
[新聞記事] 2021年度県内公立高校「一般入学者選抜等」および通信制「一期入学者選抜」志願者数 千葉日報 2021年2月13日
[新聞記事] 看護学校閉校 1年延期 特別委申し入れ受け 香取市 千葉日報 2021年2月13日
[新聞記事] 【ＮＩＥ報告】社会問題深く知る契機に 県立小見川高校（香取市） 千葉日報 2021年2月13日
[新聞記事] ルーキー早川が打撃投手で48球 楽天 毎日新聞 2021年2月13日
[新聞記事] 早川 岸カーブ習得 千葉日報 2021年2月13日
[新聞記事] 【東日本大震災10年】記憶継承・復興 曲がり角 朝日新聞 2021年2月12日
[新聞記事] 飯岡 マダイ安定　鹿島 メヌケ食い活発 千葉日報 2021年2月12日
[新聞記事] 鳥インフル新たに2例　県内計10例　匝瑳の農場で確認 千葉日報 2021年2月12日他2紙
[新聞記事] 読者のコーナー　将門の足跡に思い馳せる 千葉日報 2021年2月12日
[新聞記事] 【鳥インフル各地の動き】千葉、宮崎の型確認 日本農業新聞 2021年2月11日
[新聞記事] 震災から 10年元気を届ける 旭市の飯岡ひまわり産直 日本農業新聞 2021年2月11日
[新聞記事] 浅水管理の効果十分に 自動制御で田面を均平ジャンボタニシ食害抑制へ レーザーレベラー実演 県山武農業事務所 日本農業新聞 2021年2月11日
[新聞記事] 鳥インフル続発 旭の主要道路消毒 あすから約30キロ 千葉日報 2021年2月11日
[新聞記事] 銚電 空き巣被害 事務所荒らされ2000円盗まれる 千葉日報 2021年2月11日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳市、幼稚園を臨時休園 千葉日報 2021年2月11日
[新聞記事] 第三者委「来月2日までに」 東金副市長、設置時期明言 東千葉ＭＣ問題 千葉日報 2021年2月11日
[新聞記事] 東庄産和牛 給食に登場 イチゴも、児童ら舌鼓 千葉日報 2021年2月11日他2紙
[新聞記事] 委託業者 昨年末解散 契約違反の1社 メディカルセンター 毎日新聞 2021年2月10日
[新聞記事] 採卵鶏殺処分 県全体の3割 8例427万羽 鳥インフル猛威 千葉日報 2021年2月10日他3紙
[新聞記事] 四季折々の風景15枚 東庄町65周年で写真集 千葉日報 2021年2月10日
[新聞記事] 葉タマネギ出荷最盛 5000ケース見込む 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年2月9日
[新聞記事] 水郷彩る雛巡り 香取・佐原 毎日新聞 2021年2月9日
[新聞記事] ワクチン中旬から 5病院2150人に 専用冷凍庫の配送開始 朝日新聞 2021年2月9日
[新聞記事] 鴨川市と施設保全協定 東金移転の城西国際大 千葉日報 2021年2月9日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳市、ワクチン接種経費を専決 千葉日報 2021年2月9日
[新聞記事] 【税についての作文】税とともに生きる 全国納税貯蓄組合連合会優秀賞 香取市立山田中3年 林さん 千葉日報 2021年2月9日
[新聞記事] 避難所にコンテナ型ホテル 市川の運営会社と協定 旭市 千葉日報 2021年2月9日
[新聞記事] 防疫措置 見直し要望 8例目、匝瑳で 農相に知事 鳥インフル県内続発 千葉日報 2021年2月9日他4紙
[新聞記事] 多古で115万羽殺処分へ 県内採卵鶏3割に拡大 鳥インフル今季7例目 知事「緊急事態」 千葉日報 2021年2月8日他4紙
[新聞記事] 力くれる仲間大事に 画面越し 5年生激励 元ジェフ武田さん 東金・福岡小「夢の教室」 千葉日報 2021年2月8日
[新聞記事] 地域おこしの課題 「温故知新」が最適解 水郷佐原観光協会 岡田氏 千葉日報 2021年2月8日
[新聞記事] 【ふさの国探宝】脂のり上品な味わい 資源管理、ブランド化成功 銚子つりきんめ 千葉日報 2021年2月8日
[新聞記事] 5割強殺処分 鳥インフルで千葉県 日本農業新聞 2021年2月7日
[新聞記事] 銚子ジオ 3度目認定 広い世代に環境教育 評価 読売新聞 2021年2月7日
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[新聞記事] 読書感想画 入賞決まる 県コンクール 毎日新聞 2021年2月7日
[新聞記事] 店舗兼住宅で火災 銚子 千葉日報 2021年2月7日
[新聞記事] 今季6例目の鳥インフル 旭の採卵鶏農場で 過去最多更新 千葉日報 2021年2月7日他3紙
[新聞記事] 匝瑳の鳥インフルH5N8型と確認 千葉日報 2021年2月6日他1紙
[新聞記事] 農業運搬車下敷き 作業中の男性死亡　多古 千葉日報 2021年2月6日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・補正予算など提案 千葉日報 2021年2月6日
[新聞記事] 銚子ジオパーク再認定 千葉日報 2021年2月6日
[新聞記事] 介護施設入所でPCR費用助成　旭市 千葉日報 2021年2月6日
[新聞記事] 香取 佐原に洋酒喫茶オープン　路地裏の魅力発信 千葉日報 2021年2月6日
[新聞記事] 東金市と九十九里町が第三者委設置へ 朝日新聞 2021年2月5日
[新聞記事] 犬吠埼 アカムツ好調 鹿島～波崎 タチウオ良型続々 千葉日報 2021年2月5日
[新聞記事] 匝瑳の団地、車にひかれ重傷 千葉日報 2021年2月5日
[新聞記事] 匝瑳で鳥インフル 県内5例目、17万羽殺処分へ 千葉日報 2021年2月5日他3紙
[新聞記事] 【’21市町村予算案】東金市1.5％増192億円 コロナ影響、市税大幅減 千葉日報 2021年2月5日
[新聞記事] 【地域にまつわる干支セトラ】「鳴き声」今も存在感 銚子・犬吠埼旧霧笛舎 灯台と国重要文化財に 千葉日報 2021年2月5日
[新聞記事] プレゼントが来店客に好評 ＪＡ山武郡市「山武緑の風」 日本農業新聞 2021年2月4日
[新聞記事] ラッカセイでも 節分の豆まき 特設ブース設営 ＪＡちばみどり直売所「みどりの大地」 日本農業新聞 2021年2月4日
[新聞記事] 出荷が本格化 貯蔵で甘味増す サツマイモ「べにはるか」ＪＡかとり 日本農業新聞 2021年2月4日
[新聞記事] 【地域にまつわる干支セトラ】明治の文豪は酪農家 新時代への覚悟伝える 山武・伊藤佐千夫の歌碑 千葉日報 2021年2月4日
[新聞記事] 変化球を解禁 楽天・早川 千葉日報 2021年2月4日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・ワクチン費用可決 千葉日報 2021年2月4日
[新聞記事] コンテナを避難所に 旭市 運営会社と協定 災害時に活用 読売新聞 2021年2月3日
[新聞記事] 観光業者「死活問題」 予約ゼロに嘆き 緊急事態宣言 延長 千葉日報 2021年2月3日
[新聞記事] 銚子の小学校でノロ 千葉日報 2021年2月3日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】大網白里特支が休校 千葉日報 2021年2月3日
[新聞記事] 優先交渉権者を選定 望洋荘跡地 利活用へ 匝瑳市 千葉日報 2021年2月3日
[新聞記事] 大型新人 非凡な37球　早川隆久投手 楽天・22歳 毎日新聞 2021年2月3日
[新聞記事] 早川 初ブルペン 楽天首脳絶賛 千葉日報 2021年2月3日
[新聞記事] 1月度入選作決まる 小中高校書道作品紙上展 毎日新聞 2021年2月2日
[新聞記事] 女性に暴行、起訴内容を否認 朝日新聞 2021年2月2日
[新聞記事] 銚子で住宅と倉庫全焼 千葉日報 2021年2月2日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】旭市、津波避難訓練を延期 千葉日報 2021年2月2日他1紙
[新聞記事] 命の尊さ 桜で学んで 旭・古城小に若木植樹 明るい社会銚子推進協 千葉日報 2021年2月2日
[新聞記事] 192人感染 4人死亡 4週間ぶり200人下回る 千葉日報 2021年2月2日
[新聞記事] 脂の乗った「生サバ」店頭に 調理に工夫、刺し身・すし提供 朝日新聞 2021年2月1日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取市の保健所職員感染 千葉日報 2021年2月1日
[新聞記事] 安心してお店に来て コロナ対策店にステッカー 銚子ブランド協議会 千葉日報 2021年2月1日


