
◇2022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] 「多世代が交流」新たなまち　旭市予算案 移住・定住促進へ 朝日新聞 2022年2月28日
[新聞記事] 旭、放火容疑 千葉日報 2022年2月28日
[新聞記事] 【論説】旭で断水発生　災害備え老朽化施設更新を 千葉日報 2022年2月28日
[新聞記事] 銚子電鉄　運行状況や災害情報　6無人駅にモニター 千葉日報 2022年2月28日
[新聞記事] 2回無失点 順調な調整　伊藤将 千葉日報 2022年2月28日
[新聞記事] 旭で女性はねられ重体 横断歩道ない直線道路 千葉日報 2022年2月27日
[新聞記事] 春のツツジ 満開願う 佐原商議所女性会が手入れ あやめパーク 千葉日報 2022年2月27日
[新聞記事] 県内3258人感染 18人死亡 7日連続前週比減 千葉日報 2022年2月27日
[新聞記事] 震災伝える文芸賞終了へ 「旭いいおか」 読売新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 旭市予算案縮小287億円　震災復旧山場越え 読売新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 豚革 地域ブランドに　切れ端まで使い「命に感謝」 毎日新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 無人駅に情報提供端末　銚子電鉄　市と連携 警報発令時、音声も 毎日新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 所一重・前多古町長の初公判は来月9日 朝日新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 東千葉MC 理事長交代へ　後任に千葉大名誉教授・河野氏 朝日新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 空港反対派の施設使用却下　芝山町、処分取り消し 朝日新聞 2022年2月26日
[新聞記事] 旭で住宅火災 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 匝瑳の鳥インフル 野鳥監視区域解除　県内3例目 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　25日午後7時30分現在 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】山武市・東金市・旭市・香取市 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 及川(匝瑳出身)先発へ手応え　同学年・朗希らに茂樹 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子で臨時休園 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 匝瑳市長3期 太田氏退任 「長いようで短い12年」 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・19議案を提出 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 山武市×千葉商大　「海水ネギ」の風味、ビールに 千葉日報 2022年2月26日
[新聞記事] 【釣り】鹿島 3キロマダイ浮上　片貝 ハナダイ順調 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 旭で枯れ草火災、住宅一部に延焼 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 新理事長に河野氏　東千葉MC 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】「東金桜まつり」中止 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・25議案を提出 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】大網白里市・九十九里町・横芝光町 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　24日午後8時30分現在 千葉日報 2022年2月25日
[新聞記事] 作文・図画 力作を表彰　ごはん・お米とわたしコンクール　JAちばみどり 日本農業新聞 2022年2月24日
[新聞記事] 高齢男性はねられ重体 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] 【文化のかおり 県文化振興財団通信】「ショパンの旅」魅力ひも解く 實川風(旭出身)リサイタル 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] 濃い口しょうゆ「ソヤノワール」 工場見学、通販限定を市販　ヤマサ醤油 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] 【インタビュー】初当選の麻生孝之・芝山町長 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　23日午後7時現在 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] スライド初登板へ　早川 千葉日報 2022年2月24日
[新聞記事] 実習生 殺人未遂疑い 銚子署 読売新聞 2022年2月23日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 22日発表】大網白里市・香取市・旭市 千葉日報 2022年2月23日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取の学校で学級閉鎖 千葉日報 2022年2月23日
[新聞記事] 【おもしろ半島ちばの地理再発見】歩測練習重ね測量へ 江戸に出た伊能忠敬 千葉日報 2022年2月23日
[新聞記事] 死亡最多21人 4091人感染、クラスター12件 県内コロナ 千葉日報 2022年2月23日
[新聞記事] 給食作れず13校休校 生活直撃、給水所に市民 旭の断水 24時間ぶり復旧、安堵 千葉日報 2022年2月23日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 21日午後6時30分現在 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 殺人未遂疑い男逮捕 銚子署、技能実習生重傷 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 旭で断水1万5000戸 管破損、2カ所に給水所 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 野田、香取で震度２ 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 2022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」志願者確定数 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・一般質問来月2、3日 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 苦境の農家に香取市支援金 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 【県議会ちば】水道事業統合へ前進 市町村に開所要請 保育所のコロナ対応 千葉日報 2022年2月23日
[新聞記事] 由緒ある館にひな人形300体 市民グループが展示 東金・八鶴館 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 【’22 市町村予算案】銚子市238億円 実質7.6％増 11年ぶり「正常編成」 千葉日報 2022年2月22日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 20日午後6時30分現在 千葉日報 2022年2月21日
[新聞記事] 旭、酒気帯び運転容疑 千葉日報 2022年2月21日
[新聞記事] 立体駐車場から車転落 運転の女性軽傷 旭のサンモール 千葉日報 2022年2月21日
[新聞記事] 【病院の実力】脳腫瘍・放射線や化学療法も 読売新聞 2022年2月20日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 19日午後6時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 19日発表 千葉日報 2022年2月20日
[新聞記事] 【ＳＤＧｓちば】廃棄ガラスに新たな息吹 再利用し作品 職人工夫 九十九里の「菅原工芸硝子」 千葉日報 2022年2月20日
[新聞記事] 東千葉MC　理事長に河野氏　千葉大名誉教授、4月から 読売新聞 2022年2月19日
[新聞記事] 洋上風力推進などに1.1億円　銚子市、新年度予算案 朝日新聞 2022年2月19日他2紙
[新聞記事] 【東日本大震災11年 3･11の現在地】風評も台風もコロナも耐え 朝日新聞 2022年2月19日
[新聞記事] 匝瑳の鳥インフル移動制限区域解除　県内3例目 千葉日報 2022年2月19日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】18日発表　香取市・旭市・匝瑳市 千葉日報 2022年2月19日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　18日午後6時30分現在 千葉日報 2022年2月19日
[新聞記事] NAAに新滑走路計画の凍結要望　横芝光町の住民団体 千葉日報 2022年2月19日
[新聞記事] 不当な利得3億円 返還求め業者提訴　東千葉MC 朝日新聞 2022年2月18日
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[新聞記事] 【東日本大震災11年 3･11の現在地】消える追悼式 岐路の伝承　旭市、今年から開催せず 朝日新聞 2022年2月18日
[新聞記事] 【釣り】飯岡　大型マダイヒット 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】17日発表　旭市・東庄町 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　17日午後8時現在 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・42議案提出 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 大網白里市155億円　6.0％増、過去2番目規模 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子で臨時休園 千葉日報 2022年2月18日
[新聞記事] 旭農高産 豚肉使いカレー　生徒「みんなで商品化」 千葉日報 2022年2月18日他1紙
[新聞記事] 小カブで3品種入賞 千葉県野菜品種審査会 日本農業新聞 2022年2月17日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 旭署 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 委託業者に賠償求める 東千葉ＭＣ不適切運営 千葉日報 2022年2月17日他2紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 16日午後6時30分現在 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 空港反対派に施設貸さず 処分取り消し諮問可決 芝山町議会 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・補正予算など可決、承認／芝山町・接種協力金など可決 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】大網白里、宮間さんの講演会中止 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 高齢者支援、見守りも カスミが移動スーパー 東金 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] サッカー場に愛称を 旧飯岡中跡地でオープン 旭市、22日まで募集 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】香取市8.1％増352億円 新複合施設費で膨らむ 千葉日報 2022年2月17日
[新聞記事] 米農家へ10アール2000円 価格下落で独自支援 千葉県香取市 日本農業新聞 2022年2月16日
[新聞記事] 成田貨物機部欠落 原因究明と対策要請 空港圏9市町 千葉日報 2022年2月16日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 15日午後7時現在 千葉日報 2022年2月16日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・予算案など49議案 千葉日報 2022年2月16日
[新聞記事] 【’22 市町村予算案】山武市0.7％減 237億円 農林水産業費が大幅減 千葉日報 2022年2月16日
[新聞記事] 病院 3億円返還求め提訴へ 東千葉メディカル 委託業者に 読売新聞 2022年2月15日
[新聞記事] 山武市237億円 松尾小建て替えなど 2022年度当初予算案 読売新聞 2022年2月15日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 14日発表】県立学校教員／県警／銚子市／旭市／匝瑳市／香取市／東金市 千葉日報 2022年2月15日
[新聞記事] 女性を刺した29歳男 殺人未遂容疑で逮捕 香取署 千葉日報 2022年2月15日他3紙
[新聞記事] 墨痕鮮やか、力作ぞろい 第74回千葉県小・中・高校書き初め展覧会 千葉日報 2022年2月15日
[新聞記事] 現新3陣営出席 東金市長選説明会 千葉日報 2022年2月15日他2紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取で臨時休校／銚子の教育・保育施設臨時休所 千葉日報 2022年2月15日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 14日午後8時現在 千葉日報 2022年2月15日
[新聞記事] 全日制1.11倍 県立公立高入試志願状況 千葉日報 2022年2月15日
[新聞記事] 千葉県山武市がフェス　イチゴの写真投稿してね 日本農業新聞 2022年2月13日
[新聞記事] 東金・道の駅で備蓄食品紹介 読売新聞 2022年2月13日
[新聞記事] 【読者のニュース写真】(佳作)　昨年11月 読売新聞 2022年2月13日
[新聞記事] 県内コロナ　感染累計20万人超　新規4080人、5人死亡 千葉日報 2022年2月13日
[新聞記事] 圃場に入れない対策を サツマイモ基腐病研修 千葉・ＪＡかとり 日本農業新聞 2022年2月12日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳の小学校で学級閉鎖 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 【電話ｄｅ詐欺撲滅へ】被害を未然に防止 夫婦に声掛け、連携対応 信金職員に感謝状 旭署 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 【税についての作文 中学生の入賞作品紹介】支え合うための税金 国税局長賞 菅生さん 旭市立飯岡中3年 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 経営にＳＤＧｓ オンラインで伝授 山武市 16日に開催 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 2新人 戦略で明暗 平山氏「透明性」訴え奏功／菅沢氏 前面に〝所色〟裏目 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 11日午後7時現在 千葉日報 2022年2月12日
[新聞記事] 約1千万円の詐欺被害 香取署 朝日新聞 2022年2月11日
[新聞記事] 飯岡 ヒラメ乱舞 鹿島 メバル大漁 千葉日報 2022年2月11日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 10日発表】東庄町・香取市・大網白里市 千葉日報 2022年2月11日
[新聞記事] 立候補説明会に2陣営 山武市長選 千葉日報 2022年2月11日他2紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取の保育所休所 千葉日報 2022年2月11日
[新聞記事] ＳＤＧｓと海洋プラ考える あす 銚子で市民講座 千葉日報 2022年2月11日
[新聞記事] 山下清のペン画紹介 銚子ゆかり作家の名画も 芸術村で「虫干し展」 千葉日報 2022年2月11日
[新聞記事] さわやか大根　出番みずみずしく　JAちばみどり 日本農業新聞 2022年2月10日
[新聞記事] 各部会が生育報告　野菜販売方策を協議　JAかとり山田支部野菜出荷連絡協 日本農業新聞 2022年2月10日
[新聞記事] JAかとり　税務講習会　インボイス制度など学ぶ 日本農業新聞 2022年2月10日
[新聞記事] アプリで人手確保を　有効活用へ農家に説明　JAちばみどり 日本農業新聞 2022年2月10日
[新聞記事] 山武市教育委員事務局職員の7割が新型コロナ感染 毎日新聞 2022年2月10日他1紙
[新聞記事] 94歳男性1千万被害　香取署 千葉日報 2022年2月10日他1紙
[新聞記事] コロナ関連情報　銚子の小学校で学級閉鎖・行政機関等のコロナ感染者 千葉日報 2022年2月10日
[新聞記事] 桜植樹「大きく育って」匝瑳平和小で記念式　明るい社会銚子推進協 千葉日報 2022年2月10日
[新聞記事] 2022年度県内私立高等学校入学者選抜試験志願状況一覧（後期選抜試験分） 千葉日報 2022年2月10日他1紙
[新聞記事] 香取神宮の門など3件　県指定文化財に 千葉日報 2022年2月10日
[新聞記事] 【プロフィル】混乱した町 一体化し発展 多古町長に初当選した 平山さん 読売新聞 2022年2月9日
[新聞記事] 柏と銚子の児相 建て替え地決定 県・老朽化で移転 毎日新聞 2022年2月9日
[新聞記事] 微小の巻き貝 大発見 県立中央博物館の研究員 24年前に採集 収蔵保管の白亜紀岩石から･･･ 朝日新聞 2022年2月9日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 8日発表】県立学校教員・香取市 千葉日報 2022年2月9日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取の学校で学級閉鎖 千葉日報 2022年2月9日
[新聞記事] 【ＮＩＥ報告 県内実践校の取り組み】五輪記事を学習に活用 新島中学校（香取市） 千葉日報 2022年2月9日
[新聞記事] 【電話ｄｅ詐欺 撲滅へ】コンビニで未然防止 旭の男性に感謝状 山武署 千葉日報 2022年2月9日
[新聞記事] 町発展へ「共に力を」 就任式で職員に呼び掛け 多古・平山町長が初登庁 千葉日報 2022年2月9日



◇2022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] 寝た芋けんぴ（香取市芝山農園）金賞 食のちばの逸品を発掘2022 日本農業新聞 2022年2月8日
[新聞記事] 産地さらに盛り上げ 販売促進活動を強化 千葉・ＪＡかとり 日本農業新聞 2022年2月8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 2022年2月8日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 7日発表】香取市・大網白里市 千葉日報 2022年2月8日
[新聞記事] 「コロナ関連情報」香取の学校でも学年閉鎖／匝瑳の小学校で学級閉鎖 千葉日報 2022年2月8日
[新聞記事] 「太田市政を進化」 宮内氏一騎打ち制す 匝瑳市長選／内山、椎名氏が当選 市議補選 千葉日報 2022年2月8日他1紙
[新聞記事] 県内初の女性町長誕生 「新しい風 結集」 多古町長選 平山氏初当選／町議補選は萩原氏 千葉日報 2022年2月8日他2紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 7日午後7時30分現在 千葉日報 2022年2月8日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】横芝光の小学校が臨時休校 千葉日報 2022年2月8日
[新聞記事] 匝瑳市長に宮内氏 苅谷氏破り初当選 投票率53.95％ 朝日新聞 2022年2月7日他2紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 6日午後7時現在 千葉日報 2022年2月7日
[新聞記事] 白亜紀の新種貝発見 銚子岩石から6種 愛好家採取 中央博物館で常設展示 千葉日報 2022年2月7日
[新聞記事] 投票率62.50％ 多古町長選、前回下回る／投票率53.95％ 匝瑳市長選、開票進む 千葉日報 2022年2月7日
[新聞記事] 冬季限定で出荷 ちぢみホウレンソウ ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年2月6日
[新聞記事] 新警察官 卒業に決意新た 式に205人 東金 読売新聞 2022年2月6日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子市立小学校で学年閉鎖 千葉日報 2022年2月6日
[新聞記事] 「寝た芋けんぴ」金賞 カリカリ食感 素材の甘味 香取・芝山農園 千葉日報 2022年2月6日
[新聞記事] 芝山104.3、全国2位 市町村平均、国上回る ラスパイレス指数 千葉日報 2022年2月6日
[新聞記事] 205人が第一歩　県警察学校で卒業式 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 匝瑳市長選あす投開票　新人一騎打ち追い込み 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 【千葉日報福祉事業団へ寄託】公益社団法人佐原法人会 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 前職辞職 異例の多古町長選　2新人激戦あす審判 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 【忙人寸語】(銚子電鉄) 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　4日午後7時30分現在 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】横芝光の小学校が臨時休校 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・3議案可決し閉会 千葉日報 2022年2月5日
[新聞記事] 22年産米へ支援金 1840人に1俵300円 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年2月4日
[新聞記事] 飯岡 ヒラメ好感触 犬吠埼 アカムツ本格化 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 銚子で震度２ 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 3日発表】匝瑳市／県立学校教員 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 柏、銚子児相を移転整備 一時保護環境拡充 県 27年度開所 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 子育て世代の人気3位 多古町が雑誌掲載 首都圏エリア 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 銚子漁協副組合長 協力員4期目委嘱 千葉税関支署 千葉日報 2022年2月4日
[新聞記事] 自信作リモートで競う 込めた思いアピール 最優秀賞 旭農3年・磯部さん 高校生フラワーデザイン大会 千葉日報 2022年2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 2022年2月4日
[新聞記事] 確定申告に重点 納税など研修 干潟地区会 日本農業新聞 2022年2月3日
[新聞記事] 柏・銚子児相 移転、建て替え 27年度 開所めざす 読売新聞 2022年2月3日
[新聞記事] 3944人感染 クラスター7件 累計15万人超 朝日新聞 2022年2月3日
[新聞記事] 【ちばＪＡだより】春を呼ぶ葉タマネギ 大網白里で出荷始まる 千葉日報 2022年2月3日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取の学校と保育施設で学級閉鎖、休所 千葉日報 2022年2月3日
[新聞記事] 多古町長選 立候補者の横顔 千葉日報 2022年2月3日
[新聞記事] 「成長する自分」表現 旭農高・磯部さん、多田さん受賞 県高校生フラワーデザインコン 毎日新聞 2022年2月2日他1紙
[新聞記事] 匝瑳市長選 候補者の横顔 朝日新聞 2022年2月2日
[新聞記事] 農業のまち匝瑳正念場 農家は10年で半減／中高年の移住促進 朝日新聞 2022年2月2日
[新聞記事] 県全体では転入超過 県内・東京の人流 コロナ禍で逆転 2021年人口移動報告 朝日新聞 2022年2月2日
[新聞記事] 九十九里の顧問除名 学生野球審査室会議 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] インスタで魅力発信を 28日まで、特産品贈呈も 山武 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] 子どもに奉納菓子贈る 節分祭、神事のみ挙行で 香取神宮 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] 町民「イメージ回復を」 町政継続か、刷新か 衆院10区〝代理戦争〟も 多古町長選告示 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] 災害、雇用巡り舌戦 町議補選は2氏出馬 多古町長選告示 2新人激突 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 1日午後8時現在 千葉日報 2022年2月2日
[新聞記事] 高齢者叙勲（1日） 読売新聞 2022年2月1日
[新聞記事] ふるさと納税急伸 返礼品のお米にお得感 大網白里市 4億円以上増収 毎日新聞 2022年2月1日
[新聞記事] 山武で住宅火災 千葉日報 2022年2月1日
[新聞記事] 運休便あす再開へ 故障車両修理完了 銚子電鉄 千葉日報 2022年2月1日他1紙
[新聞記事] 創立135周年祝う 東金・千葉学芸高で記念式典 千葉日報 2022年2月1日
[新聞記事] 匝瑳市長選 立候補者の横顔 千葉日報 2022年2月1日他2紙


