
◇2021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] 鹿島ワラサ爆釣 外川メバル好感触 千葉日報 2021年4月30日
[新聞記事] 「八鶴館」ピカピカにして！ 国登録文化財 カビほこりだらけ 2日大掃除参加者募集 東金 千葉日報 2021年4月30日
[新聞記事] 大玉スイカ出番 甘さ別格 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年4月29日
[新聞記事] ＬＡが座禅体験 結束力を高める ＪＡかとり新商品勉強会 日本農業新聞 2021年4月29日
[新聞記事] ツツジ2000株超 東庄で見ごろ 毎日新聞 2021年4月29日
[新聞記事] 【春の叙勲受章者 喜びの声】各界発展に尽力 後進育成も 千葉日報 2021年4月29日
[新聞記事] 地域と連携し観光プラン ツアー、食組み合わせ 成田空港 千葉日報 2021年4月29日
[新聞記事] 伊能忠敬の資料本寄贈 市内小学校に540冊 香取 千葉日報 2021年4月29日
[新聞記事] 和菓子の虎屋リニューアル 配合帳もとに「とらやき」復活 全商品を一新 香取・佐原地区 千葉日報 2021年4月29日
[新聞記事] 敷鉄板63枚盗まれる 被害総額1000万円 山武の河川改修工事現場 千葉日報 2021年4月28日他3紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】山武市教委、5月の食虫植物講演会を中止 千葉日報 2021年4月28日
[新聞記事] 16小中学校に検温器を寄贈 銚子法人会 千葉日報 2021年4月28日他1紙
[新聞記事] 一般職員54人 第一線へ 警察学校で卒業式 東金 千葉日報 2021年4月28日
[新聞記事] 【春の褒章 県内喜びの声】千葉関係団体25人1団体 千葉日報 2021年4月28日他1紙
[新聞記事] 学生らに「地元の弁当」 食堂の代替に 対面授業再開 城西国際東金キャンパス 毎日新聞 2021年4月27日
[新聞記事] 銚子の観光や食 動画に盛り盛り ユーチューブでＰＲ 朝日新聞 2021年4月27日
[新聞記事] 匝瑳ヨット漂着、不明者の専従捜査終了 千葉日報 2021年4月27日
[新聞記事] 「市民の為全身全霊」 越川氏 3期目へ抱負 銚子市長選一夜明け 千葉日報 2021年4月27日
[新聞記事] 東野さんら表彰 さらなる活躍期待 千葉文学三賞 千葉日報 2021年4月27日
[新聞記事] 【千葉文学三賞 きょう授賞式】「あたたかな家出」 大谷さん作 千葉児童文学賞 細やかな描写が好評価 千葉日報 2021年4月26日
[新聞記事] 感謝込め病院へ差し入れ 東金で有志の輪広がる 千葉日報 2021年4月26日
[新聞記事] 埋もれた歴史 発掘の喜び 高柳さん 山武市歴史民俗資料館友の会会長 毎日新聞 2021年4月25日
[新聞記事] 匝瑳にヨット漂着 男性遭難か 千葉日報 2021年4月25日
[新聞記事] 【春季県高校野球】銚商 紅陵破る 野村が完封 1点差守る 千葉日報 2021年4月25日
[新聞記事] 災害時にドローン活用 大網白里市が協定 千葉日報 2021年4月25日
[新聞記事] 147人感染1人死亡 変異株45人陽性 千葉日報 2021年4月25日
[新聞記事] 新人伊藤将が完投 阪神13－1ＤＮＡ 朝日新聞 2021年4月25日
[新聞記事] 大漁旗展 ウェブで　県立現代産業科学館 読売新聞 2021年4月24日
[新聞記事] 交付金1.6倍に増額　成田空港　周辺自治体に71億円 毎日新聞 2021年4月24日
[新聞記事] 米本市議が出馬表明　旭市長選　「チームでまちづくり」 千葉日報 2021年4月24日
[新聞記事] 銚子市長選あす投開票　現新最後の訴え　市議補選5氏激戦 千葉日報 2021年4月24日
[新聞記事] 変異株最多55人　県内コロナ　139人感染1人死亡 千葉日報 2021年4月24日
[新聞記事] 鹿島マダイ大型乱舞 太東イサキ順調 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】「塞翁が馬」次回に期待 片貝リレーフィッシング 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 大型連休目前 またか「客足戻ったのに」 県内観光地で悲鳴 きょう4都府県に緊急事態宣言 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 【日本ギフト大賞】「つりきんめの塩炊き」千葉賞 銚子沖産を低温処理 石井食品 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 飲酒運転撲滅へ 国道で一斉検問 匝瑳など4署 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 歴史と文化、パンフで紹介 「7つの銚子ものがたり」 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 空手・形で全国優勝 川本さんメダル胸に喜び 旭二中 目標は「世界一」 千葉日報 2021年4月23日
[新聞記事] 有利販売めざす 「丸新キャベツ」「さわやか大根」 ＪＡちばみどり野菜連合会査定会 日本農業新聞 2021年4月22日
[新聞記事] ネギ 栽培・経営力磨く 千葉・ＪＡ山武郡市 農業塾 日本農業新聞 2021年4月22日
[新聞記事] フジ春風に揺れ 銚子で見ごろ 毎日新聞 2021年4月22日
[新聞記事] 保護の歩み100年回顧 危機乗り越えた住民努力 成東・東金食虫植物群落 千葉日報 2021年4月22日
[新聞記事] 鳥インフル終息宣言 発生4カ月、457万羽殺処分 千葉日報 2021年4月21日他4紙
[新聞記事] 写真作品で夫婦〝対決〟 28テーマ、来場者投票 向後さん 東庄・ギャラリー八幡 千葉日報 2021年4月21日
[新聞記事] 電話詐欺防止貢献 3町内会に感謝状 香取署 読売新聞 2021年4月20日
[新聞記事] 旭市新庁舎完成で式典 6階に展望回廊 26日開庁 読売新聞 2021年4月20日
[新聞記事] 〝多古ワイン〟第1号 米作り知見いかし名産へ 県内90年ぶり醸造所「船越ワイナリー」 千葉日報 2021年4月20日
[新聞記事] 「御城印」返礼品に 千葉氏ゆかりの多古町 ふるさと納税 千葉日報 2021年4月20日
[新聞記事] 銚子市長選 立候補者の横顔 千葉日報 2021年4月20日他3紙
[新聞記事] 東京五輪機運醸成へ コカ・コーラと協定 大網白里市 千葉日報 2021年4月19日
[新聞記事] 今できること全力で 芸人オラキオさん特別授業 香取ベースボールアカデミー 千葉日報 2021年4月19日
[新聞記事] 住民連携で詐欺被害ゼロ 香取署、3自治会を表彰 千葉日報 2021年4月19日
[新聞記事] 全市民に3000円クーポン コロナ禍の地域経済回復へ 東金市 千葉日報 2021年4月19日
[新聞記事] 財政再建争点に2氏舌戦 市議補選は欠員2に5人 銚子市長選告示 千葉日報 2021年4月19日他3紙
[新聞記事] 洋上風力発電の予定海域を視察　知事、銚子市沖 読売新聞 2021年4月18日
[新聞記事] コロナワクチン業務連携協定　東金市と城西国際大 読売新聞 2021年4月18日
[新聞記事] 【ひと ちば】犬吠埼ブラントン会代表幹事 仲田博史さん 毎日新聞 2021年4月18日
[新聞記事] 東金、酒気帯び運転容疑で少年逮捕 千葉日報 2021年4月18日
[新聞記事] 旭市新庁舎26日業務開始　知事ら出席で竣工式　機能集約し利便性向上 千葉日報 2021年4月18日他2紙
[新聞記事] 新型コロナ　県内156人感染　宣言解除後 3日連続最多更新 千葉日報 2021年4月18日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2021年4月17日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳高が休校 千葉日報 2021年4月17日
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[新聞記事] 宅配で高齢者見守り 多古町とヤマト運輸連携 千葉日報 2021年4月17日
[新聞記事] コロナ禍でも音楽を 小見川地区で演奏や歌 香取 千葉日報 2021年4月17日
[新聞記事] 現新一騎打ちか 銚子市長選あす告示 千葉日報 2021年4月17日他2紙
[新聞記事] 東金市が市民にクーポン券配布へ 毎日新聞 2021年4月16日
[新聞記事] 鹿島 フグ良型連発 飯岡 ハナダイ快釣 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 匝瑳署 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 【春季県高校野球】カード決定 原則無観客 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・補正予算案など可決 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 交通ルール順守呼び掛け 香取署が合同パトロール 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 【銚子市の課題 4.25市長選】財政事情 依然厳しく 人口減対策も急務 千葉日報 2021年4月16日
[新聞記事] 園児の成長願い 安心のみそ造り ＪＡちばみどり女性部旭支部役員 日本農業新聞 2021年4月15日
[新聞記事] 合併20周年、利用者に感謝 抽選会応募券 配布スタート ＪＡちばみどり直売所「みどりの大地」 日本農業新聞 2021年4月15日
[新聞記事] 犯罪被害者 支援へ一歩 県条例施行 評価の声 連携や具体策 課題 読売新聞 2021年4月15日
[新聞記事] しおさいマラソン 来年こそ 旭 大会実行委がＰＲ動画 毎日新聞 2021年4月15日
[新聞記事] 新成人 ＰＣＲ検査へ 式出席の638人 香取市 千葉日報 2021年4月15日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・新議長に石崎氏 副議長は相京氏 千葉日報 2021年4月15日
[新聞記事] メールで営農情報 密避け素早く 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年4月14日
[新聞記事] 銚子市長選討論会 出馬予定2氏論戦 読売新聞 2021年4月14日
[新聞記事] 原発処理水 海洋放出決定 2年後着手 全漁連「容認できぬ」 千葉日報 2021年4月14日他2紙
[新聞記事] 無効カード使用し詐取疑いで逮捕 神崎のスリランカ籍男 千葉日報 2021年4月14日
[新聞記事] 〝ほどよい田舎暮らし〟ＰＲ 移住促進へサイト開設 多古町 千葉日報 2021年4月14日
[新聞記事] 初醸造「多古ワイン」出荷 千葉県多古町 船越ワイナリー 新たな地域特産品に 日本農業新聞 2021年4月13日
[新聞記事] 犬吠埼灯台 国重文の伝達式 市長が指定書渡す 銚子 読売新聞 2021年4月13日
[新聞記事] 財政、まちづくりで持論 現新2氏 公開討論会 銚子市長選 千葉日報 2021年4月13日
[新聞記事] 総武本線、電車にはねられ死亡 山武署 千葉日報 2021年4月13日
[新聞記事] 山武の2校統合 新小学校が開校 読売新聞 2021年4月11日
[新聞記事] ワクチン接種いつ 43市町村、高齢施設から 一般向け見通せず 朝日新聞 2021年4月11日
[新聞記事] 「コロナ対策に」 香取市へ100万円 市川の会社が寄付 千葉日報 2021年4月11日
[新聞記事] 個性光る手作り商品 伊藤さん 銚子、香取でレザークラフトショップ開店 千葉日報 2021年4月11日
[新聞記事] こいのぼり 悠々と泳ぐ 旭・袋公園 千葉日報 2021年4月11日
[新聞記事] 田植え始まる　千葉県東庄町　GNSS搭載機で 日本農業新聞 2021年4月10日
[新聞記事] 東金、警察学校500人が入校式「頼られる警察官に」 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 銚電・袖山さんに感謝状　体調不良者救助で銚子署 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 町の魅力でバス装飾　神崎、コロナ禍「明るく」 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 東金市ワクチン接種　城国大がサポート 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 新生「日向小」開校　山武、全教室に電子黒板 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 原発処理水 海洋放出へ　県内漁業者は反発 千葉日報 2021年4月10日
[新聞記事] 母に捧げるシバザクラ満開 東庄 仲間と2000坪 朝日新聞 2021年4月9日
[新聞記事] 鹿島・飯岡 マダイ好感触 犬吠・外川 ホウボウ順調 千葉日報 2021年4月9日
[新聞記事] 感染対策し入学式 4月開催に安堵も 多古中 千葉日報 2021年4月9日
[新聞記事] 県農業の将来担う人材に 大学校に95人入学 東金 千葉日報 2021年4月9日他1紙
[新聞記事] 報・連・相 確実に ＪＡちばみどり早く組合員の力に 各地で新採用職員入組式 日本農業新聞 2021年4月8日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 香取署 千葉日報 2021年4月8日
[新聞記事] アパート火災、男性死亡 山武 千葉日報 2021年4月8日
[新聞記事] 音楽で巡る世界遺産 東金、異色コラボ 観客魅了 千葉日報 2021年4月8日
[新聞記事] 3校統合、銚子西中開校 新校旗もお披露目 千葉日報 2021年4月8日
[新聞記事] 7月18日投開票 旭市長選 千葉日報 2021年4月8日
[新聞記事] 「児童の事故 注意を」 東金署が交通安全出動式 千葉日報 2021年4月7日
[新聞記事] 香取の農畜産物ＰＲ バスツアーで販路拡大へ 食品メーカー他自治体参加 千葉日報 2021年4月7日
[新聞記事] 桃色の海 鮮やかに 東庄・シバザクラ見ごろ 毎日新聞 2021年4月6日
[新聞記事] 3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4月6日
[新聞記事] 御田植祭 2年ぶり 香取神宮 読売新聞 2021年4月5日
[新聞記事] オンラインで学科教習 密回避「集中できる」好評 県内初 銚子の教習所 読売新聞 2021年4月5日
[新聞記事] 古民家で特別な滞在を 築150年、1棟貸し切り 多古 毎日新聞 2021年4月5日
[新聞記事] しっとり甘い 芋づくし いっぷく堂 香取市 毎日新聞 2021年4月5日
[新聞記事] 苦境の銚電 救済を 「ぬれ煎餅」新商品 931円 千葉日報 2021年4月5日
[新聞記事] 【市町村人事】多古町・東庄町・神崎町 千葉日報 2021年4月5日
[新聞記事] 廃校に重厚な音色響く 地元企業がコンサート 香取 千葉日報 2021年4月5日
[新聞記事] チューリップ満開　房総春らんまん　佐倉・匝瑳 千葉日報 2021年4月4日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2021年4月3日
[新聞記事] 古民家再生 一棟貸宿へ 交流人口の増加目指す 多古「大三川邸」12日オープン 千葉日報 2021年4月3日
[新聞記事] 高速バスに町並みの絵 経営支援とＰＲで 香取市 千葉日報 2021年4月3日
[新聞記事] 地元食材をクッキーに 洋菓子店と3種開発、発売 銚子商高プロジェクト 千葉日報 2021年4月3日
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[新聞記事] 広域ごみ処理場 銚子で稼働開始 東総3市が建設 毎日新聞 2021年4月2日
[新聞記事] デジタル鑑賞で新たな発見して 大網白里市美術会 毎日新聞 2021年4月2日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】入れ食いモード炸裂 外川 ホウボウ釣り 千葉日報 2021年4月2日
[新聞記事] 鹿島 ヤリイカ好乗り 河口 ヒラメ良型主体 千葉日報 2021年4月2日
[新聞記事] 事故や詐欺防止へ啓発グッズを配布 匝瑳のスーパーで 千葉日報 2021年4月2日
[新聞記事] 県内各地 チューリップ満開 7500本咲き誇る 香取の水郷佐原あやめパーク 千葉日報 2021年4月2日
[新聞記事] 【’21市町村予算案】横芝光町 過去最大117億円 空港からの交付金拡大 千葉日報 2021年4月2日
[新聞記事] 農業知識やマナー 採用予定職員学ぶ ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2021年4月1日
[新聞記事] 房総に灯るパラの火 8・18採火、リレー 千葉日報 2021年4月1日
[新聞記事] 【千葉日報地域きずな賞】4団体に表彰状 受賞弾みに飛躍誓う 千葉日報 2021年4月1日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】旭市、ワクチン接種受け付け開始 千葉日報 2021年4月1日
[新聞記事] オライはすぬまで住民の健康増進を 明治安田、協賛金贈る 千葉日報 2021年4月1日
[新聞記事] はにわの多彩な表情見て 県文化財など181点展示 芝山町博物館 千葉日報 2021年4月1日
[新聞記事] 値札貼り替え 急ピッチ きょうから総額表示 「値上がり感でるかも」 横芝光の直売所 千葉日報 2021年4月1日


