
◇2022年3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] 繁忙期に1日バイト 県農業者総合支援センター アプリ活用生産者と意見交換 日本農業新聞 2022年3月31日
[新聞記事] 心を込めてみそ造り ＪＡちばみどり女性部旭支部 日本農業新聞 2022年3月31日
[新聞記事] 冷やし焼き芋いかが ＪＡかとり産「べにはるか」使用 4月12日からファミリーマートで販売 日本農業新聞 2022年3月31日
[新聞記事] 山武市の森林整備 浦安市が一部負担 二酸化炭素の排出量相殺 朝日新聞 2022年3月31日
[新聞記事] 「農」焦点に地域活性化 学生ら「地元食材に付加価値を」 香取・佐原のレストラン「伊能忠次郎商店」始動 朝日新聞 2022年3月31日
[新聞記事] 【千葉日報 子ども新聞】警察犬が不明女性発見 山武、初手柄で感謝状 千葉日報 2022年3月31日
[新聞記事] 電車にはねられ死亡 男子中高校生か 山武市の総武本線 千葉日報 2022年3月31日他1紙
[新聞記事] 警察学校でトランプ賭博 容疑の巡査24人書類送検 県警 千葉日報 2022年3月31日他3紙
[新聞記事] 【千葉ロッテ】小沼（旭出身）堂々デビュー 千葉日報 2022年3月31日
[新聞記事] 若潮牛カレー販売開始 レトルト欧風中辛、あすから 千葉日報 2022年3月31日
[新聞記事] 3年間の思い出表現 高校生フラワーデザイン 全国最高賞 旭農高園芸科 金子さん 千葉日報 2022年3月31日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 30日午後6時30分現在 千葉日報 2022年3月31日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】銚子市・旭市 千葉日報 2022年3月30日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　29日午後6時現在 千葉日報 2022年3月30日
[新聞記事] 【千葉日報地域きずな賞】4団体に表彰状　受賞励みにさらなる飛躍を 千葉日報 2022年3月30日
[新聞記事] 早川きょう初登板 千葉日報 2022年3月30日
[新聞記事] 酒酔い運転の疑いで消防職員を逮捕 旭署 朝日新聞 2022年3月29日
[新聞記事] 【列島をあるく】丸型ポスト再生 街に元気 震災きっかけ 銚子から輪 朝日新聞 2022年3月29日
[新聞記事] 桜と竹灯籠 楽しんで 多古の栗山川 千葉日報 2022年3月29日
[新聞記事] 匝瑳の戦国城郭ＰＲ 標柱2カ所に設置 市民団体 千葉日報 2022年3月29日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 28日午後8時30分現在 千葉日報 2022年3月29日
[新聞記事] 匝瑳消防署員 逮捕 酒酔い運転の疑いで旭署 千葉日報 2022年3月28日他2紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 27日午後5時30分 千葉日報 2022年3月28日
[新聞記事] 市町村人事 （4月1日付） 千葉日報 2022年3月28日
[新聞記事] 山城生かし町おこし 多古で歴史観光バスツアー 県外20人 往時思い 魅力満載 千葉日報 2022年3月28日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 26日午後8時現在／行政機関等のコロナ感染者 26日発表 千葉日報 2022年3月27日
[新聞記事] 成田空港騒音 6月提訴へ 飛行差し止め求め 千葉日報 2022年3月27日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】香取市・東金市 千葉日報 2022年3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3月26日
[新聞記事] 「最後の校歌」名残惜しむ　山武　松尾中、蓮沼中で閉校式 千葉日報 2022年3月26日
[新聞記事] 被災地に職員派遣へ　大網白里市 千葉日報 2022年3月26日
[新聞記事] 海岸防災林再生へ　旭農業高　200人がクロマツ植樹 千葉日報 2022年3月26日
[新聞記事] 飯岡 狙えるヒラメ 片貝 イサキ好釣果 千葉日報 2022年3月25日
[新聞記事] 県職員人事 4月1日付 千葉日報 2022年3月25日
[新聞記事] 東金文化会館で家族向け公演へ 歌手・竹之内さん 千葉日報 2022年3月25日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 24日午後8時現在 千葉日報 2022年3月25日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 24日発表】横芝光町 千葉日報 2022年3月25日
[新聞記事] 「若潮牛」カレーいかが 4月1日から販売 ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年3月24日
[新聞記事] 春ネギ高品質 出荷スタート 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年3月24日
[新聞記事] 森林整備費負担で協定 ＣＯ₂排出量を相殺 浦安市と山武市 読売新聞 2022年3月24日
[新聞記事] 県産農産物 電車で 貨客混載輸送の実証実験 京成電鉄 毎日新聞 2022年3月24日
[新聞記事] 昨年の盛り土崩落 多古町、実態調査へ 新年度 国の緊急対策活用 朝日新聞 2022年3月24日
[新聞記事] 安全カバー未設置容疑 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 23日午後5時30分現在 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 【読者文芸】言葉選びの巧みさ光る 2021年 年間最優秀賞に5人 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 【千葉日報地域きずな賞】地域やＳＤＧｓに貢献 4団体を決定 ＜福祉部門＞ ちどりの会（九十九里町） 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 【ちばの元気企業】航空業界とパン共同開発 地産地消 つながり拠点に ブーランジェリー 丘の上のシェリー（香取市） 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・二村教育長を再任／芝山町・37議案可決、ロ軍非難も 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 〝初手柄〟 警察犬（エレナ号）に感謝状 山武署 行方不明の高齢女性発見 千葉日報 2022年3月24日
[新聞記事] 県警 32署長が交代 通学路の安全対策強化 朝日新聞 2022年3月23日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 22日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 22日発表 千葉日報 2022年3月23日
[新聞記事] 教え子女児にわいせつ 小学校教諭を免職 県教委 千葉日報 2022年3月23日他2紙
[新聞記事] 小沼（旭出身）と佐藤奨Ｍ支配下 千葉日報 2022年3月23日
[新聞記事] 2022年 県内の公示地価 千葉日報 2022年3月23日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・ロシア抗議の決議 千葉日報 2022年3月23日
[新聞記事] 電車にはねられ男性死亡 旭のＪＲ線路内 千葉日報 2022年3月22日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 21日午後6時現在 千葉日報 2022年3月22日
[新聞記事] 母校の思い出 絵で表現 バルサミコヤスさんと制作 閉校の蓮沼中生 山武 千葉日報 2022年3月22日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数一覧　国内感染3万9659人 千葉日報 2022年3月21日
[新聞記事] バスに抗ウイルス加工　多古町、コロナ対策で 千葉日報 2022年3月21日
[新聞記事] ウクライナ支援　香取市も募金箱設置　 千葉日報 2022年3月21日
[新聞記事] 5酒蔵純米酒熟成ブレンド　味わい「変身」来月発売 読売新聞 2022年3月20日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編】がんの放射線治療　副作用少ない照射可能に 読売新聞 2022年3月20日
[新聞記事] 【ひと ちば】NPO法人理事・高坂勝さん　米作りが生きる自信に 毎日新聞 2022年3月20日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　19日午後7時現在 千葉日報 2022年3月20日
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・新年度予算案を可決 千葉日報 2022年3月20日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 18日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 18日発表 千葉日報 2022年3月19日
[新聞記事] 安全対策講じなかった疑い 千葉日報 2022年3月19日



◇2022年3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] 男2人に有期刑 地裁「計画はずさん」 山武男性遺体 千葉日報 2022年3月19日他3紙
[新聞記事] 【市議会だより】東金市・20議案可決し閉会 千葉日報 2022年3月19日
[新聞記事] 元市議の伊藤氏出馬表明 「独断的な市政ストップ」 香取市長選 千葉日報 2022年3月19日他2紙
[新聞記事] トマト品質均一に 選果施設を建設 ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年3月18日
[新聞記事] 多古米おかず 優秀作販売中 「トンでしょうが」 読売新聞 2022年3月18日
[新聞記事] 鹿島 良型マダイ浮上 犬吠 ホウボウ順調 千葉日報 2022年3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／行政機関等のコロナ感染者 17日発表 千葉日報 2022年3月18日
[新聞記事] 2次募集215人合格 県内公立高入試 全日制 千葉日報 2022年3月18日
[新聞記事] 説明会に2陣営 香取市長選 千葉日報 2022年3月18日他1紙
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・盛土緊急対策費を追加／九十九里町・予算案など可決し閉会 千葉日報 2022年3月18日
[新聞記事] 石出小跡地に共有型作業場 学びの場として活用も 東庄 千葉日報 2022年3月18日
[新聞記事] 農業大学校 67人門出 千葉日報 2022年3月18日他1紙
[新聞記事] 県内最大震度4 千葉市などで3人けが 一時22万軒停電 千葉日報 2022年3月18日
[新聞記事] 四季折々の作品募集 フォトコンテスト ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年3月17日
[新聞記事] 基腐病対策徹底を ＪＡかとり講習会 サツマイモ 日本農業新聞 2022年3月17日
[新聞記事] 旭、花火で鎮魂の祈り 東日本大震災発生から11年 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 65歳女を起訴 旭の放火殺人で地検 千葉日報 2022年3月17日他2紙
[新聞記事] 千葉県優良建設工事表彰 前年度完成の工事76件 選定委員会、厳正に審査 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 確定申告作成会場 今月下旬まで継続 成田と東金 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】匝瑳の中学校で学級閉鎖 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・ロ抗議決議し閉会 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] ウクライナ支援 救援金受け付け 大網白里市 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 現職 宇井氏出馬表明 5選へ意欲「新たな飛躍を」 香取市長選 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 蜃気楼の学習成果発表 保護者向けに動画収録 九十九里・豊海小6年 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 3260人感染9人死亡 クラスター9件 県内コロナ 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 震災語り継ぐ文芸賞終了 8000人応募、記憶次世代に 旭「海へ」5年で 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 【球春】早川、またも無失点 千葉日報 2022年3月17日
[新聞記事] 特別賞お見事 微生物農薬 研究深める 全国プロジェクト発表 千葉県農大学校 野口さん 日本農業新聞 2022年3月16日
[新聞記事] 取り付け部や金具破損 別の同型2機で軽微な傷 重さ60キロ貨物機部品 成田空港落下 毎日新聞 2022年3月16日
[新聞記事] 新人小川氏が出馬表明 現職批判、子育て支援注力 山武市長選 千葉日報 2022年3月16日
[新聞記事] 事前キャンプ地に銘板 駐日大使も式典参加、交流 スロバキア代表滞在の香取 東京五輪 千葉日報 2022年3月16日
[新聞記事] 消防車両2台車検切れ 旭市 千葉日報 2022年3月16日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 15日午後6時現在／行政機関等のコロナ感染者 15日発表 千葉日報 2022年3月16日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・38議案可決し閉会 千葉日報 2022年3月16日
[新聞記事] 過疎地域 県内は13市町 朝日新聞 2022年3月15日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 14日午後7時30分現在 千葉日報 2022年3月15日
[新聞記事] 住宅火災1人死亡 山武 千葉日報 2022年3月15日他1紙
[新聞記事] 「甘くておいしいね」 自然と笑顔 イチゴ狩り最盛期 東庄 千葉日報 2022年3月15日
[新聞記事] 【語り継ぐちば 東日本大震災11年】白砂青松 再生に暗雲 植樹活動阻むコロナ 風化も懸念 山武、津波で海岸林被害 千葉日報 2022年3月15日
[新聞記事] 横芝光25.2度 初の夏日 全15地点 今年最高気温 千葉日報 2022年3月15日他1紙
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い、男を逮捕 東金署 千葉日報 2022年3月13日
[新聞記事] 死者累計1500人超え 新規クラスター14件 県内コロナ 千葉日報 2022年3月13日
[新聞記事] 元市議 伊藤氏出馬へ 「最善の行政サービスを」 香取市長選 千葉日報 2022年3月13日
[新聞記事] 「おいしく育って」 多古でジャガイモ栽培体験 千葉日報 2022年3月13日
[新聞記事] ぽかぽか陽気に笑顔 県内各地最高気温 佐倉22.4度 千葉日報 2022年3月13日
[新聞記事] 食用ナバナ規格を確認　干潟園芸組合JAちばみどり 日本農業新聞 2022年3月12日
[新聞記事] 千葉ＹＰＣ第4回チャレンジコンテスト上　人物スナップ部門 読売新聞 2022年3月12日
[新聞記事] 気ままに釣り歩記　片貝沖深場のヤリキン　リベンジでキンメ9連！ 毎日新聞 2022年3月12日
[新聞記事] 津波避難　整備進む　堤防かさ上げ・タワー・道路　旭市 朝日新聞 2022年3月12日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数、行政機関等のコロナ感染者一覧 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] コロナ関連情報　銚子で2施設が臨時休所 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] 町議会だより　神崎町　一般質問行い閉会 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] 市議会だより　山武市50議案を可決 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] 文化、スポーツの功績表彰　香取市教委6団体20人に 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] 自宅療養の4人死亡　県内3344人感染、クラスター13件 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] 東日本大震災11年「安らかに」鎮魂の祈り 千葉日報 2022年3月12日他3紙
[新聞記事] ロの侵攻に反対声明　横芝光町と町議会 千葉日報 2022年3月12日
[新聞記事] ジャンボタニシ防除へ スマート技術で均平に 千葉県山武市農業事務所 日本農業新聞 2022年3月11日
[新聞記事] 【学生・生徒らがアイデア製品開発】ペットボトルでハウス 天敵昆虫飼育や育苗にも 製作費3万円、手引作成へ 千葉県立農業大学校 日本農業新聞 2022年3月11日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】進む防災 止まらぬ人口減 減少率25％超区域も 旭・飯岡地区 津波避難タワー設置 読売新聞 2022年3月11日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】にぎわい復活の力に 津波被害 旭の海岸にカフェ 地元産こだわりバーガー 毎日新聞 2022年3月11日
[新聞記事] 鹿島 ヒラメ好感触 大洗 ハナダイ活況 千葉日報 2022年3月11日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】県、復興事業97％完了 図書館耐震化など「継続」 千葉日報 2022年3月11日他2紙
[新聞記事] 【千葉文学三賞】163編が1次審査通過 千葉日報 2022年3月11日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取で学級閉鎖／銚子の小学校で学年・学級閉鎖／銚子の教育・保育施設臨時休所 千葉日報 2022年3月11日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 10日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 10日発表 千葉日報 2022年3月11日
[新聞記事] 【語り継ぐちば 東日本大震災11年】亡き父の梨 復活へ 新天地・香取で祖父と挑戦 福島から避難、5代目果物農家 関本さん 千葉日報 2022年3月11日
[新聞記事] スマート農業導入へ ドローン使い農薬散布試験 千葉県香取市・水神ライスセンター 日本農業新聞 2022年3月10日
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[新聞記事] 九十九里レザー発信へ 豚なめし革でバッグや洋服 旭の縫製業者ら 読売新聞 2022年3月10日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】旭市 追悼式実施せず 写真パネル展 飯岡刑部岬展望館 毎日新聞 2022年3月10日
[新聞記事] 【東日本大震災11年 共助の現在地】増える自主防 問われる活動 朝日新聞 2022年3月10日
[新聞記事] 2被告に無期懲役求刑 地検「計画的で周到」 山武男性遺体 千葉日報 2022年3月10日他2紙
[新聞記事] 元多古町長「間違いない」 投票依頼158人と地検 衆院選公選法違反 千葉日報 2022年3月10日他3紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 9日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 9日発表 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】香取の保育施設でクラス閉鎖／銚子の私立教育・保育施設臨時休園 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・当初予算など提出 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] ロシア侵攻を非難 九十九里町議会が決議 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】津波の記憶 未来永劫に 若手職員へ教訓伝える 甚大被害の旭 米本市長に聞く 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】多古町2.3％増70億円 子育て、移住定住事業に重点 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 藍染めＴシャツ制作 マラソン大会参加者用 5月初開催 神崎 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】あす慰霊碑前に献花台 旭市、追悼式は開催せず 千葉日報 2022年3月10日
[新聞記事] 香取のパン店　ＪＡＬとコラボ3種販売へ　ホットサンド世界の味へ読売新聞 2022年3月9日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　行政機関等のコロナ感染者一覧 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 県内道路ネットワークの現状と未来図　県内で進む道路インフラ整備　 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] コロナ関連　匝瑳の小学校で学級閉鎖　銚子の私立教育保育施設臨時休園 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 町議会だより　東庄町　副町長に向後氏　教育長に石橋氏 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] ロシア侵攻で共同声明「容認できない」山武市と市議会 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 中学生の入賞作品紹介　税についての作文　神崎町立神崎中3年　中島媛奈さん 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 伊能忠敬題材「大河への道」ゆかりの地で先行上映　来月10日佐原文化会館 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 市町村予算案　横芝光町1.2％減115億円　消防署改築、IC周辺開発 千葉日報 2022年3月9日
[新聞記事] 農福連携ＰＲへ 動画を作成公開 千葉県 日本農業新聞 2022年3月8日
[新聞記事] 2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3月8日
[新聞記事] 県警が200人規模の先行人事 朝日新聞 2022年3月8日
[新聞記事] 津波リスク 沿岸どこでも 「房総半島東方沖日本海溝沿い地震津波」の県の被害想定 朝日新聞 2022年3月8日
[新聞記事] 「てんでんこ」命が最優先 すぐ避難 意識問われたトンガ噴火 朝日新聞 2022年3月8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3月8日
[新聞記事] 浮かぶ思い出 母校に感謝 キャンドルアートで閉校イベント 香取・大倉小 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 全身全霊で町政運営 平山町長が所信表明 多古町議会 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】芝山町 2.7％減55億円 空港機能強化見据え整備費 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] ロシアに抗議決議 銚子市議が可決 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 店舗兼住宅で火災 香取、男性搬送 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 合格者番号 一時見られず ＨＰ、アクセス集中か 県内公立高入試 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者 7日発表】大網白里市・銚子市・旭市・匝瑳市・東金市 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 2406人感染14人死亡 2週間ぶり3000人下回る 県内 千葉日報 2022年3月8日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 6日午後7時30分現在 千葉日報 2022年3月7日
[新聞記事] 水郷と東国三社の魅力発信 相川七瀬さん ＰＲ大使に 香取市と茨城3市 観光誘客でシンポ 千葉日報 2022年3月7日
[新聞記事] 「チェコは安全、留学の成功を」 大使来訪、学生と懇談 東金・城西国際大 千葉日報 2022年3月7日他1紙
[新聞記事] コンビニ強盗想定 店員が対応訓練 香取 千葉日報 2022年3月7日
[新聞記事] 受賞レシピを商品化 多古米おかず選手権 3品400セット ＣＦで実証販売 千葉日報 2022年3月7日
[新聞記事] 東金で移動スーパー巡回　高齢者の買い物支援に 読売新聞 2022年3月6日
[新聞記事] 東国三社参りと水郷の魅力PR　香取と茨城3市連携 朝日新聞 2022年3月6日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】飯岡「私たちが語り継ぐ」　同級生と小学校で防災教室 朝日新聞 2022年3月6日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子の「成人のつどい」5月に延期 千葉日報 2022年3月6日
[新聞記事] 【ひと模様】銚子に健康な暮らしを 千葉日報 2022年3月6日
[新聞記事] 優雅に「雛舟」　香取 千葉日報 2022年3月6日他2紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　5日午後6時30分現在 千葉日報 2022年3月6日
[新聞記事] 【がんばれ！木更津総合】努力する過程が大事　楽天投手・早川隆久さん 毎日新聞 2022年3月6日
[新聞記事] 坂田城跡の梅見頃　横芝光、県内最大級1000本 千葉日報 2022年3月6日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2022年3月5日
[新聞記事] 叙位叙勲（4日） 読売新聞 2022年3月5日
[新聞記事] 【東日本大震災11年】花火手に 浜辺で祈り 「幼い子にも」伝承の場 11日夜、旭で 読売新聞 2022年3月5日
[新聞記事] 18人死亡、療養後「再燃」か 県内コロナ 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] 九十九里町4.9％増 57億円 教育、総務費膨らむ バス更新など 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] 【市議会だより】匝瑳市・副議長に椿氏 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] ロのウクライナ侵攻に反対声明 東金市と市議会 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] 【歴史を紡ぐ ちば資料救済ネット10年】「郷土の歩み」古文書守る 震災教訓に発足 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・一般会計など38議案 千葉日報 2022年3月5日
[新聞記事] 東千葉ＭＣを職員が提訴 「パワハラへの対応不十分」 読売新聞 2022年3月4日
[新聞記事] 鹿島 ヒラメ良型主体 片貝でイサキ大漁 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 防火対策講じなかった疑い 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 3日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 3日発表 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子の教育・保育施設臨時休所 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 子ども接種券きょう発送 銚子市 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】東庄町 0.1％増57億円 子ども園、中学校整備重点 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 農薬散布用ドローン 九十九里でデモ飛行 ＮＴＴなど 千葉日報 2022年3月4日
[新聞記事] 生理用品 学校にあるよ 「誰でも使える環境に」 旭の石橋さんが配置活動 千葉日報 2022年3月4日
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[新聞記事] 水稲育苗 高品質に 3会場で講習会 ＪＡかとり 日本農業新聞 2022年3月3日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 2日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 2日発表 千葉日報 2022年3月3日
[新聞記事] 80代女性に4回目誤接種 銚子市 千葉日報 2022年3月3日
[新聞記事] 桜開花、銚子28日予想 20日東京から全国へ ウェザーニューズ 千葉日報 2022年3月3日
[新聞記事] 2022年度 県私立高校第2次生徒募集 千葉日報 2022年3月3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3月3日
[新聞記事] 【町村議会だより】神崎町・補正予算案など可決／九十九里町・予算など32議案提出 千葉日報 2022年3月3日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】神崎町4.2％増27億円 町道整備、道の駅改修費計上 千葉日報 2022年3月3日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】匝瑳市3.4％減144億円 市長選実施で骨格編成 千葉日報 2022年3月3日他1紙
[新聞記事] 横芝光で梅開花 低温傾向で半月遅れ 毎日新聞 2022年3月3日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・予算案など25議案／銚子市・7日から一般質問 千葉日報 2022年3月2日
[新聞記事] 【’22市町村予算案】旭市3.9％減の287億円 定住促進や子育て支援 千葉日報 2022年3月2日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】銚子1施設が臨時休所 千葉日報 2022年3月2日
[新聞記事] 県内のコロナ感染者数 1日午後8時30分現在 千葉日報 2022年3月2日
[新聞記事] 行政機関等のコロナ感染者 1日発表 千葉日報 2022年3月2日
[新聞記事] 旭の復興願い　写真集に　飲食店経営者ら市民の協力で自費出版 読売新聞 2022年3月1日
[新聞記事] 申請却下取り消し　空港反対派施設使用巡り　芝山町 毎日新聞 2022年3月1日
[新聞記事] 山武男性遺体　起訴内容認める　強盗致死罪の2被告 千葉日報 2022年3月1日他3紙
[新聞記事] 行政機関等のコロナ感染者　一覧 千葉日報 2022年3月1日
[新聞記事] コロナ関連情報　銚子市で臨時休園・休校　香取市の2校学級閉鎖 千葉日報 2022年3月1日
[新聞記事] 匝瑳宮内市長も初登庁「市議経験生かし全力」 千葉日報 2022年3月1日
[新聞記事] 市町村予算案　東金市4.5％増201憶円　骨格も衛生費増で膨らむ 千葉日報 2022年3月1日
[新聞記事] 「さわら雛舟祭り」5日に3年ぶり再開 千葉日報 2022年3月1日
[新聞記事] 県内コロナ3205人感染　9日ぶり前週上回る 千葉日報 2022年3月1日


