
◇2021年8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] 「不安解消できない」 教育的な意義 強調も 学校観戦中止 県苦渋 読売新聞 2021年8月31日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・緊急対策盛り込み 千葉日報 2021年8月31日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子の保育所31日再開 千葉日報 2021年8月31日
[新聞記事] 自宅療養2人死亡 20代男性と60代女性 県内コロナ 1030人感染 千葉日報 2021年8月31日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 29日午後7時30分現在 千葉日報 2021年8月30日
[新聞記事] 警官発砲74歳男性死亡 のこぎり振り回す 署「拳銃使用は適正」 匝瑳 千葉日報 2021年8月30日他3紙
[新聞記事] 被災地支援に銚子産品 新システム実証実験開始 千葉科学大×まちづくり団体 千葉日報 2021年8月30日
[新聞記事] 漁港美化 400人が汗 銚子で清掃活動 千葉日報 2021年8月30日
[新聞記事] 【新しい顔】公正中立に議会運営 県全域の発展目指す 第75代県議会議長 信田氏 千葉日報 2021年8月30日
[新聞記事] 住宅火災で1人死亡 香取 千葉日報 2021年8月29日他1紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】12～15歳に接種券 銚子市発送／銚子の保育所臨時休所 千葉日報 2021年8月29日
[新聞記事] ゆるキャラでまち元気に 東金市公認特産品PR大使 土肥さん 千葉日報 2021年8月29日
[新聞記事] 地元出身音楽家が魅了 佐原文化協会65周年 記念コンサート開催 千葉日報 2021年8月29日
[新聞記事] 強制わいせつ容疑で逮捕 朝日新聞 2021年8月28日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　27日午後8時00分現在 千葉日報 2021年8月28日
[新聞記事] 対応追われる自治体 オンライン導入次々 部活は原則中止 毎日新聞 2021年8月27日
[新聞記事] 鹿島 イシナギ食い活発 飯岡 ヒラメ安定 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 東金市が減給処分 理事長6カ月、市長3カ月 東千葉ＭＣ問題 千葉日報 2021年8月27日他2紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】東金市職員 感染 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 入所児童にわいせつか 元職員の男逮捕 香取署 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 移住定住促進へ隊員委嘱 大学生の岡田さん 香取市 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 各市で妊婦優先接種 香取30日から 旭は1日から 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 大雨の応急復旧費専決 匝瑳市 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 独特タッチで銚子描く 地元活動アーティスト マナさん 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 26日午後7時30分現在 千葉日報 2021年8月27日
[新聞記事] 生物的防除いける 絶滅危惧種のアズマヒキガエル ニンジン害虫捕食 千葉県立農業大学校が研究 日本農業新聞 2021年8月26日
[新聞記事] 21年産米 検査始まる ＪＡ山武郡市・ＪＡかとり・ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2021年8月26日
[新聞記事] パラ学校観戦開始 直前で辞退相次ぐ 708人参加 見込みの3分の1 朝日新聞 2021年8月26日他1紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳市職員 感染 千葉日報 2021年8月26日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 25日午後9時30分現在 千葉日報 2021年8月26日
[新聞記事] 2022年度千葉県公立高校第1学年生徒募集定員 千葉日報 2021年8月26日
[新聞記事] 再生へ各所で取り組み 山武杉の美林 千葉日報 2021年8月25日
[新聞記事] 成田空港圏の未来描く 特区周知へマップ配布 9市町有志の会 千葉日報 2021年8月25日
[新聞記事] 学校観戦1万2000人減 県内前週比、感染状況を懸念 千葉日報 2021年8月25日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】山武市職員／東金市職員 千葉日報 2021年8月24日
[新聞記事] 力いっぱいパラカヌー　横芝光、プールで体験会 千葉日報 2021年8月24日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　23日午後8時00分現在 千葉日報 2021年8月24日
[新聞記事] 銚子市と銚子信金　高齢者ら見守りで協定 千葉日報 2021年8月23日
[新聞記事] 農業経営の基礎講義　公庫千葉支店　山武の県大学校で 千葉日報 2021年8月23日
[新聞記事] 第3回千葉氏サミット　ゆかりの11市町 災害連携強化 千葉日報 2021年8月23日
[新聞記事] 農村風景の写真募集　31日まで、JAちばみどり 千葉日報 2021年8月23日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　22日午後6時30分現在 千葉日報 2021年8月23日
[新聞記事] 【病院の実力～千葉編159】甲状腺の病気　病状の把握 診断力重要 読売新聞 2021年8月22日
[新聞記事] パクチー香るしょうゆ誕生　山武・大高醤油が開発 千葉日報 2021年8月22日
[新聞記事] クーポン対象最多300店超　東金市 千葉日報 2021年8月22日
[新聞記事] 【ひと模様】香取市在住 前佐原高同窓会長・香取秀紀さん 千葉日報 2021年8月22日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】横芝光町立病院職員2人 千葉日報 2021年8月22日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　21日午後8時00分現在 千葉日報 2021年8月22日
[新聞記事] ユニークなかかしずらり 道の駅でコンテスト 山武 千葉日報 2021年8月21日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】山武市職員2人／香取の保育所で児童2人／東金市職員 感染 千葉日報 2021年8月21日
[新聞記事] 飯岡 マダイ良型続々 波崎 狙えるカンパチ 千葉日報 2021年8月20日
[新聞記事] 銚電・トキ鉄 姉妹提携 記念ヘッドマーク登場 新潟で締結式 千葉日報 2021年8月20日
[新聞記事] 銚子で高齢女性はねられ死亡 千葉日報 2021年8月20日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 19日午後8時現在 千葉日報 2021年8月20日
[新聞記事] 「ゆでピー」出荷始まる ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2021年8月19日
[新聞記事] 個性あふれる布草履が完成 ＪＡかとり女性部 日本農業新聞 2021年8月19日
[新聞記事] 東総毎日駅伝が中止 毎日新聞 2021年8月19日
[新聞記事] 金メダリストの荒井さんが参加 旭スポーツの森公園 パラ聖火リレー130人つなぐ 千葉 毎日新聞 2021年8月19日
[新聞記事] 秋季県高校野球 予選・第2日 千葉日報 2021年8月19日
[新聞記事] 【パラ聖火イベント】助け合える世の中に ロンドン大会陸上競技で入賞 渡辺さん 銚子市 千葉日報 2021年8月19日
[新聞記事] 【パラ聖火イベント】130人 笑顔でリレー 県内各地で採火 千葉日報 2021年8月19日
[新聞記事] 法的措置、手続き開始へ 三者委報告踏まえ病院 東千葉MC問題 千葉日報 2021年8月19日他2紙
[新聞記事] 東京パラリンピック24日開幕 小学生がボッチャ体験 競技への理解深める 多古 千葉日報 2021年8月19日
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[新聞記事] コロナ関連　銚子市立病院のクラスター収束、東庄町民課職員 千葉日報 2021年8月18日
[新聞記事] 多古町ふるさと納税　体験やスイーツ拡充　返礼品カタログ刷新 千葉日報 2021年8月18日
[新聞記事] サンマ漁船　北の海へ　銚子漁港家族ら安全願い見送り 千葉日報 2021年8月18日他1紙
[新聞記事] 球界だより　早川きょう先発（写真有） 千葉日報 2021年8月18日
[新聞記事] ベリーズの動物園　”見学”　親子でアンラインツアー横芝光町白浜小 千葉日報 2021年8月18日
[新聞記事] メリット説明丁寧に 危機感を共有 判断促す 飼料米転換を推進 4.7倍 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2021年8月17日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・教育委員人事など同意 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 特攻で戦死 17人に祈り 「八紘石腸隊」銚子から出撃 終戦の日、慰霊碑前で 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 【電話ｄｅ詐欺撲滅へ】コンビニ店員 声掛けで防止 香取署、五十嵐さん表彰 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 崖崩れで3棟一部損壊 寝室に土砂、けが人なし 県内15日大雨 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】大網白里市職員・山武市職員 感染 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 千葉学芸など出場辞退へ 秋季県高校野球予選 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 4日連続最多更新 野球部でクラスターも 県内コロナ 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】横芝光町立保育所職員 感染 千葉日報 2021年8月17日
[新聞記事] 被災地へ気軽に物資支援　千葉科学大生ら 読売新聞 2021年8月14日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取市学校職員 千葉日報 2021年8月14日
[新聞記事] 空港周辺地域の味 一箱に　JAL詰め合わせ 千葉日報 2021年8月14日
[新聞記事] 成東駅空襲犠牲者に献花　山武　42人の悲劇忘れない 千葉日報 2021年8月14日他3紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　13日午後8時00分現在 千葉日報 2021年8月14日
[新聞記事] 児童生徒「感染対策を」 防災無線で呼びかけ 香取 読売新聞 2021年8月13日
[新聞記事] 鹿島 イカ大乗り 外川・飯岡 ヒラメ安定 千葉日報 2021年8月13日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】気象台職員・山武市職員 感染 千葉日報 2021年8月13日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子市、23日から64歳以下の接種予約受け付け 千葉日報 2021年8月13日
[新聞記事] 戦争体験漫画 パネルに 神崎・85歳 平和願い 大空襲で妹犠牲 千葉日報 2021年8月13日
[新聞記事] 駅前の壁に「マリン」 ご当地キャラ 大網高生塗り直し 千葉日報 2021年8月13日
[新聞記事] パラカヌー プールで体験 横芝光 読売新聞 2021年8月13日
[新聞記事] サツマイモ出荷開始　JAかとり 日本農業新聞 2021年8月12日
[新聞記事] 夏の思い出に　食農学習やミニゲーム　JAちばみどり青年部干潟支部 日本農業新聞 2021年8月12日
[新聞記事] JAグループ千葉営農事業推進協実績発表会　最優秀賞小梛哲義さん 日本農業新聞 2021年8月12日
[新聞記事] 18団体が東関東へ　県吹奏楽コン　高校B・中学B　すべての日程ライブ配信　朝日新聞 2021年8月12日
[新聞記事] コロナ関連情報　山武市職員・香取市の体育施設職員 千葉日報 2021年8月12日
[新聞記事] 事業用地確保へ協定　県宅地建物取引業協会と　香取市 千葉日報 2021年8月12日
[新聞記事] 読売書法展入賞・入選者（敬称略） 読売新聞 2021年8月11日
[新聞記事] 7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8月11日
[新聞記事] 【戦後76年】堺さんの意志継ぎ祈り 「特攻隊員に心向けて」 銚子・「翔天の碑」建立に尽力 毎日新聞 2021年8月11日
[新聞記事] 草刈り機など220件盗難 山武の52歳、窃盗容疑 朝日新聞 2021年8月11日
[新聞記事] ちばエコ農産物に指定 銚子の「灯台印キャベツ」 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 堀越町議が出馬表明 農家の負担軽減訴え 芝山町長選 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 佐原の大祭中止 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 抗菌加工で安心感 航空科学博物館で感染対策 芝山 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 里山広がる不思議世界 建築家が造成続ける やすんば自然園（多古町） 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 10日午後7時30分現在 千葉日報 2021年8月11日
[新聞記事] 川風受け「気持ちよい」 障害者が水上スポーツ体験 香取 千葉日報 2021年8月10日
[新聞記事] 田んぼに入り農作業 草取りの重要性学ぶ 神崎・米沢小児童 千葉日報 2021年8月10日
[新聞記事] 定員割れ解消へ一役 卒業生が体験入学会参加 多古高 千葉日報 2021年8月10日
[新聞記事] 県ゆかり56選手躍動　東京2020五輪閉幕　選手の活躍一覧 朝日新聞 2021年8月9日
[新聞記事] 台風10号　崖崩れや床上浸水　県内被害　JRなど交通も影響 千葉日報 2021年8月9日
[新聞記事] 高齢者ら見守りへ　ヤマト運輸と協定　匝瑳市 千葉日報 2021年8月9日
[新聞記事] 銚子高生ら開発　特産メロンでスイーツ　”マリトッツォ” 千葉日報 2021年8月9日
[新聞記事] 絶滅危惧の野鳥観察　東庄中生ヨシ原で自然の大切さ学ぶ 千葉日報 2021年8月9日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】保育所を休所(香取市)／旭市職員 千葉日報 2021年8月8日
[新聞記事] 灯台監視協力で国交相表彰 千葉日報 2021年8月8日
[新聞記事] 有志ら「こども教室」開設　匝瑳豊和地区　夏休みの児童見守る 千葉日報 2021年8月8日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　7日午後8時30分現在 千葉日報 2021年8月8日
[新聞記事] ＪＡなどに感謝状 鳥インフル防疫措置で千葉県 日本農業新聞 2021年8月7日
[新聞記事] 【イチオシ！ちばめし】「さばチャーシュー」軟らか ちょうしダイニング紀銚の「鯖ラーメン」（銚子市） 読売新聞 2021年8月7日
[新聞記事] 洋上風力発電で地域振興要望 銚子の漁業関係者ら 読売新聞 2021年8月7日
[新聞記事] 酒気帯び運転容疑 匝瑳署 千葉日報 2021年8月7日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子の放課後児童ク再開／銚子市職員感染 千葉日報 2021年8月7日
[新聞記事] 70代男性溺れ死亡 九十九里 千葉日報 2021年8月7日
[新聞記事] ベリーズ選手団 横芝光へ寄せ書き ホストタウンに「ありがとう」 千葉日報 2021年8月7日
[新聞記事] 銚子で感染急増 読売新聞 2021年8月6日
[新聞記事] 零戦地下工場 後世へ 聞き取り調査や資料展 元教員 黒須さん親子 大網白里 読売新聞 2021年8月6日
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[新聞記事] 飯岡 シロギス絶好調 鹿島 スジイカ多点掛け連発 千葉日報 2021年8月6日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】旭市、医療機関でワクチン102回分廃棄 千葉日報 2021年8月6日
[新聞記事] 設立団体などの監督責任問う 一部行為「背任罪」か 東金・病院問題 第三者委報告書 千葉日報 2021年8月6日他3紙
[新聞記事] ゴルフ場や広場整備 橘ふれあい公園で起工式 香取 千葉日報 2021年8月6日
[新聞記事] サツマイモ基腐病で連携 マニュアル作る 千葉・JAかとり↔茨城・JAなめがたしおさい 日本農業新聞 2021年8月5日
[新聞記事] トウモロコシ最盛へ 市場と査定会 出荷規格確認 銚子野菜連合会 日本農業新聞 2021年8月5日
[新聞記事] 新品目に期待 エダマメ「湯あがり娘」初出荷 旭市海上野菜組合の農家7人 日本農業新聞 2021年8月5日
[新聞記事] 洋上風力発電推進を 銚子市など知事に要望書 毎日新聞 2021年8月5日
[新聞記事] 「感染対策徹底して」 小学生がメッセージ コロナ予防啓発 神崎町 千葉日報 2021年8月5日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】旭市の海岸駐車場閉鎖／銚子の放課後児童クラブ臨時休所 千葉日報 2021年8月5日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取市委託職員 感染 千葉日報 2021年8月5日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 4日午後8時現在 千葉日報 2021年8月5日
[新聞記事] 最新農機見て、触れて スマート農業に関心 千葉県立農大校 日本農業新聞 2021年8月4日
[新聞記事] 体操 橋本2冠 手作り体育館で「金」つかむ 佐原ジュニア体操クラブ 「考えさせる」指導に感謝 千葉日報 2021年8月4日
[新聞記事] 聖火トーチ 保育園巡る 走者・辻さん 銚子市に寄贈 千葉日報 2021年8月4日
[新聞記事] SDGｓゲームで学ぶ 成田国際高教員が特別授業 東庄中 千葉日報 2021年8月4日
[新聞記事] 洋上風力 地元意向反映を 銚子市長、漁協ら知事に要望 千葉日報 2021年8月4日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 3日午後9時現在 千葉日報 2021年8月4日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】大網白里市の職員2人感染／銚子市立病院は計44人に 千葉日報 2021年8月3日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 2日午後7時30分現在 千葉日報 2021年8月3日
[新聞記事] 熊谷知事が香取地域視察 「課題たくさんある」 4市町で意見交換 千葉日報 2021年8月3日他1紙
[新聞記事] 「豊かな旭を次世代に」 米本市長 初登庁で抱負 千葉日報 2021年8月3日
[新聞記事] キャベツ畑 一面のヒマワリ 五輪マークも 銚子 千葉日報 2021年8月3日
[新聞記事] 海水浴場 全て閉鎖 教育活動「機会確保を」 千葉日報 2021年8月3日
[新聞記事] 救助に向かった多古の男性死亡 茨城の海水浴場 千葉日報 2021年8月2日
[新聞記事] 〝映える〟景勝や祭り 国文化財住宅で写真展 銚子 千葉日報 2021年8月2日
[新聞記事] 夏空に黄色の大輪 ヒマワリ満開 大網白里・金谷郷 千葉日報 2021年8月2日
[新聞記事] 県内感染767人 きょう 3度目緊急宣言 新型コロナ 千葉日報 2021年8月2日
[新聞記事] 真っ黒スイカ 入賞作品展示 千葉・銚子西瓜組合 日本農業新聞 2021年8月1日
[新聞記事] 【オトコン】第63回県吹奏楽コンクール 高校B部門 朝日新聞 2021年8月1日
[新聞記事] 792人 また最多 県内の新型コロナ感染者数 朝日新聞 2021年8月1日
[新聞記事] 災害備え避難所開設訓練 コロナ禍、感染対策も確認 匝瑳市 千葉日報 2021年8月1日
[新聞記事] 市民サービス向上へ 明治安田、東金市協定 千葉日報 2021年8月1日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子市立病院、手術中止など継続 千葉日報 2021年8月1日


