
◇2022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] 銚子沖の風力発電 雇用創出など期待 第1回の市民説明会 朝日新聞 2022年4月30日他1紙
[新聞記事] 九十九里、転覆船引き上げ 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] 久々笑顔 歓声響く 3年ぶりに山車巡行 香取・佐原地区 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] 【春季県高校野球】気迫の10回完投 銚子商・飯島 延長制し8強 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] テントサウナ登場‼ 「ととのう」体験を 眺望や温泉も満喫 銚子・犬吠埼ホテル 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] 個性生かした仕事したい 一般職員初任科巣立つ 東金・警察学校 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] 児童と「野球楽しむ」 コーチに成東高元主将 東金近辺でアカデミー 千葉日報 2022年4月30日
[新聞記事] 大玉スイカ甘く 5月1日初出荷 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年4月29日
[新聞記事] 夏ネギ本格出荷 甘さが自慢 ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年4月29日
[新聞記事] 県、連休明け臨時検査場 成田空港と海ほたるに 新型コロナ 読売新聞 2022年4月29日
[新聞記事] 母に贈る幸せの青 芝山・カーネーション出荷ピーク 毎日新聞 2022年4月29日他1紙
[新聞記事] 鹿島 ショウサイフグ開幕 飯岡 アジ鈴なり 千葉日報 2022年4月29日
[新聞記事] 九十九里沖に転覆船 千葉日報 2022年4月29日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 28日午後7時30分／行政機関等のコロナ感染者 28日発表 千葉日報 2022年4月29日
[新聞記事] 【春の叙勲受章者 県内喜びの声】県内関係受章者196人 千葉日報 2022年4月29日
[新聞記事] 屏風ヶ浦景観「最大限配慮」 銚子洋上風力発電で事業者 初の市民説明会 千葉日報 2022年4月29日他1紙
[新聞記事] 良質ホウレンソウを 規格など確認 小見川野菜出荷組合 ＪＡかとり 日本農業新聞 2022年4月28日
[新聞記事] ＪＲ東金線、電車にはねられ男性死亡 千葉日報 2022年4月28日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 27日午後7時30分／行政機関等のコロナ感染者 27日発表 千葉日報 2022年4月28日
[新聞記事] 住みたい街へ子育て支援 大網白里・金坂市長が講演 政経懇4月例会 千葉日報 2022年4月28日
[新聞記事] 九十九里沖に洋上風力を 「有望」候補と国に推薦 県 千葉日報 2022年4月28日他2紙
[新聞記事] 銚子電鉄に協力隊2人委嘱　西上さんと小島さん 読売新聞 2022年4月27日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数一覧、行政機関等のコロナ感染者 千葉日報 2022年4月27日
[新聞記事] 香取　中1女子へ防犯ブザー寄贈　小見川水上スキークラブ 千葉日報 2022年4月27日
[新聞記事] 飲酒運転の職員免職 匝瑳横芝光消防 千葉日報 2022年4月26日他1紙
[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／行政機関等のコロナ感染者 25日発表 千葉日報 2022年4月26日
[新聞記事] にぎわい 波音みたいに 旭・飯岡中跡地に人工芝サッカー場 愛称「しおさいスタジアム」 千葉日報 2022年4月26日
[新聞記事] 旧常磐小 施設活用へ 多古町が都内企業と契約 グランピング場や農業体験 千葉日報 2022年4月26日
[新聞記事] 「問題山積 いち早く対応」 伊藤氏が初当選 香取市長選 宇井氏 4期実績訴え及ばず 千葉日報 2022年4月26日
[新聞記事] 県内業者「より安全に」 ＧＷ目前 知床観光船事故 気象情報の確認要請 海保指導 千葉日報 2022年4月26日
[新聞記事] 香取市長に伊藤氏 宇井氏の5選阻み初当選 朝日新聞 2022年4月25日他2紙
[新聞記事] 数式用い町並み投影 加藤さん展覧会 30日まで 香取・佐原地区 千葉日報 2022年4月25日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 24日午後6時30分 千葉日報 2022年4月25日
[新聞記事] 【病院の実力】てんかん 定期的に脳波検査を 読売新聞 2022年4月24日
[新聞記事] 春季県高校野球 試合結果 千葉日報 2022年4月24日
[新聞記事] 【春季県高校野球】銚商、学芸破る 投打かみ合い快勝 千葉日報 2022年4月24日
[新聞記事] 「おひさまテラス」オープン 旭、多世代交流と活躍の場 千葉日報 2022年4月24日
[新聞記事] 県内各地で夏日 佐倉で27.3度 千葉日報 2022年4月24日
[新聞記事] 市の課題解決めざす「まち」　商業施設や病院 旭にきょう「みらいあさひ」 朝日新聞 2022年4月23日
[新聞記事] 「元気に育ってね」子ども園で桜植樹　多古 千葉日報 2022年4月23日
[新聞記事] 香取市長選あす投開票　現新懸命追い込み 千葉日報 2022年4月23日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】匝瑳市 千葉日報 2022年4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30分現在 千葉日報 2022年4月23日
[新聞記事] 県、盛り土総点検完了　危険4カ所対策なしか 千葉日報 2022年4月23日
[新聞記事] 27日、千葉政経懇話会4月例会　大網白里市長 金坂昌典氏が講演 千葉日報 2022年4月23日
[新聞記事] 銚子みなとまつりは3年連続で中止 毎日新聞 2022年4月21日
[新聞記事] 県内おでかけ情報　香取神宮（香取市）新千葉カントリー倶楽部（東金市） 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 魅力いっぱい道の駅「オライはすぬま」「水の郷さわら」 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 釣り　飯岡アジ食い活発　大竹メバル好食感 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 県内コロナ感染者数　5日ぶり2000人超 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] ウクライナへ義援金　東金市議団 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 旭市内の企業20社　高校生ら対象に合同説明会　27日県東総文化会館 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 多古の小川さん　百寿祝福 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 横芝光　観光ＰＲへまちづくり大使に　お笑いコンビ就任 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 東千葉ＭＣの技師 パワハラ訴え提訴 読売新聞 2022年4月21日
[新聞記事] 県大会に48チーム 有観客で23日開幕 春季高校野球 毎日新聞 2022年4月21日
[新聞記事] 持続可能な地域目指す イオン、旭中央病院、市が連携 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 地元野菜や自家製チーズ レストラン「伊能忠次郎商店」開業 6月、クラフトビールも 香取・佐原 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 20日午後8時現在／行政機関等のコロナ感染者 20日発表 千葉日報 2022年4月21日
[新聞記事] イオンタウン旭 23日オープンへ 市交流施設も開設 毎日新聞 2022年4月20日
[新聞記事] 【食イノベーション】有機食品 生産・加工・販売タッグ 農家支えてコストも抑制 地産地消「ちばびお」ブランド 朝日新聞 2022年4月20日
[新聞記事] 人口減対策 悩める香取市 合併16年で1.6万人減「一部過疎」に 保育・教育施設で賛否二分 難しいかじ取り 朝日新聞 2022年4月20日
[新聞記事] 投票依頼「町発展のため」 元多古町長公選法違反 第2回公判 千葉日報 2022年4月20日他1紙
[新聞記事] 女性職員が損賠提訴 セクハラ、パワハラでＰＴＳＤ 不正運営の東千葉ＭＣ 千葉日報 2022年4月20日他1紙
[新聞記事] スリランカ人児童 対応へ 山武の教諭に言語講座 城国大 千葉日報 2022年4月20日
[新聞記事] 巨大壁画 飯高寺講堂に 佐賀の陶芸家 葉山さん展覧会 匝瑳 千葉日報 2022年4月20日
[新聞記事] 香取市長選 立候補者の横顔 千葉日報 2022年4月20日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 19日午後6時現在／行政機関等のコロナ感染者 19日発表 千葉日報 2022年4月20日
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[新聞記事] 梨 大玉へ受粉作業 ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年4月19日
[新聞記事] 香取市長選 候補者の横顔 毎日新聞 2022年4月19日他1紙
[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4月19日
[新聞記事] 店舗兼住宅で火災 九十九里 千葉日報 2022年4月19日
[新聞記事] 【電話ｄｅ詐欺撲滅へ】コンビニ客の被害防ぐ オーナーに感謝状贈呈 銚子署 千葉日報 2022年4月19日
[新聞記事] 民謡で古里見つめ直して 来月8日、香取で講演会 歌手 原田直之さん 千葉日報 2022年4月19日
[新聞記事] 現新の一騎打ち 市政運営巡り舌戦 香取市長選告示 千葉日報 2022年4月18日他3紙
[新聞記事] 市民生活向上に意欲 松下氏、大差で再選 山武市長選 千葉日報 2022年4月19日他2紙
[新聞記事] 地域発展へ「身を粉に」 鹿間氏、2新人破り再選 東金市長選 千葉日報 2022年4月19日他2紙
[新聞記事] 鮮やか〝花のじゅうたん〟 東庄 千葉日報 2022年4月19日
[新聞記事] 【政風ちば】風力発電を積極推進 立民・泉代表が銚子視察 千葉日報 2022年4月19日他1紙
[新聞記事] 科学大付属高で入学式 通信制、海外生徒も学ぶ 銚子 千葉日報 2022年4月18日
[新聞記事] イオンタウン旭 23日開業 交流、健康増進の拠点に 千葉日報 2022年4月18日
[新聞記事] 東金市長に鹿間氏再選 三つどもえの激戦制す／山武市長は松下氏再選 千葉日報 2022年4月18日他3紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 17日午後6時30分現在 千葉日報 2022年4月18日
[新聞記事] 小規模河川も水害リスク　県、新たな洪水想定図発表 朝日新聞 2022年4月17日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　16日午後7時30分現在 千葉日報 2022年4月17日
[新聞記事] 生徒が育てた苗販売　多古高　野菜や花、19日まで 千葉日報 2022年4月17日
[新聞記事] 出荷規格を厳守 丸新キャベツ さわやか大根 千葉・銚子野菜連合会 日本農業新聞 2022年4月15日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2022年4月16日
[新聞記事] 旭、酒酔い運転容疑 千葉日報 2022年4月16日
[新聞記事] 行政機関等のコロナ感染者 15日発表 千葉日報 2022年4月16日
[新聞記事] 香取市長選あす告示 現新一騎打ちか 千葉日報 2022年4月16日他3紙
[新聞記事] 支援物資輸送へ 佐川急便と協定 災害備え大網白里市 千葉日報 2022年4月16日
[新聞記事] 【2市長選あす投開票 人口減対策など争点に】3陣営激戦 最終盤 東金／現新 懸命支持訴え 山武 千葉日報 2022年4月16日他3紙
[新聞記事] 金融職員も田んぼで汗 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年4月15日
[新聞記事] 相続空き家「負の遺産」？ 生前に話し合い 準備を 「資産価値ゼロ」でも固定資産税 「放置」悩む自治体 毎日新聞 2022年4月15日
[新聞記事] 山武市長選 候補者の横顔 毎日新聞 2022年4月15日
[新聞記事] 飯岡 大型マダイ出現 鹿島 ヤリイカ大乗り 千葉日報 2022年4月15日
[新聞記事] 艇庫移設工事へ活用を Ｂ＆Ｇ財団、市に3480万円 香取 千葉日報 2022年4月15日
[新聞記事] 不明の高齢者保護 高安さんに感謝状 銚子署 千葉日報 2022年4月15日
[新聞記事] 【香取市の問題4.24 市長選】若者転出に歯止めを 合併16年、一部過疎指定 千葉日報 2022年4月15日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 14日午後6時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 14日発表 千葉日報 2022年4月15日
[新聞記事] 陶芸 寺と自然と一体に 匝瑳・飯高寺で展覧会 読売新聞 2022年4月14日
[新聞記事] 色鮮やか 花のじゅうたん 東庄でシバザクラ見ごろ 毎日新聞 2022年4月14日
[新聞記事] 人口減・高齢化･･･進むべき道は 東金・山武・南房総市 市長選 17日に投開票 朝日新聞 2022年4月14日
[新聞記事] 初夏一転 寒さ注意 10度低下 3月上旬並みに きょうの県内予想 千葉日報 2022年4月14日
[新聞記事] 銚子沖事故 航海士書類送検 双方に過失の疑い 4人死亡 千葉日報 2022年4月14日他1紙
[新聞記事] 伊能忠敬の資料本 香取市に530冊寄贈 顕彰会 千葉日報 2022年4月14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4月14日
[新聞記事] 地域おこし協力隊に榊さん 再エネ活用分野で活動 銚子市 千葉日報 2022年4月14日
[新聞記事] 東金市長選 立候補者の横顔 千葉日報 2022年4月14日
[新聞記事] 【忙人寸語】山武市・香取市 千葉日報 2022年4月14日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 13日午後8時30分 千葉日報 2022年4月14日
[新聞記事] 「ひこうきの丘」観光案内所誕生 芝山 読売新聞 2022年4月13日
[新聞記事] 行方不明者発見 警察犬にご褒美 山武署 読売新聞 2022年4月13日
[新聞記事] 錠掛け永遠の愛誓う 「縁結びフェンス」お目見え 東金・山王台公園 読売新聞 2022年4月13日
[新聞記事] 東金市長選 候補者の横顔 朝日新聞 2022年4月13日他1紙
[新聞記事] 「山武望洋中」開校 新校章、校歌で門出祝う 千葉日報 2022年4月13日
[新聞記事] 駅ピアノフェス 出演者を募集 銚子、20日まで 千葉日報 2022年4月13日
[新聞記事] 山武市長選 立候補者の横顔 千葉日報 2022年4月13日他1紙
[新聞記事] 【コロナ関連情報】職員32人濃厚接触 入院受け入れ中止 匝瑳市民病院 千葉日報 2022年4月13日
[新聞記事] 2人死亡2279人感染3日ぶり前週上回る 県内コロナ／行政機関等のコロナ感染者 12日発表 千葉日報 2022年4月13日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 11日午後6時現在／行政機関等のコロナ感染者 11日発表 千葉日報 2022年4月12日
[新聞記事] 山武市議補選立候補者 千葉日報 2022年4月12日
[新聞記事] 現新の一騎打ち 人口減対策で舌戦展開 山武市長選告示 千葉日報 2022年4月12日
[新聞記事] 現職に2新人挑戦 東千葉ＭＣ問題争点 東金市長選告示 千葉日報 2022年4月12日
[新聞記事] ひこうきの丘にカフェオープン 芝山 毎日新聞 2022年4月10日
[新聞記事] 犬吠埼で転落か 身元不明の遺体 銚子署 千葉日報 2022年4月10日
[新聞記事] 【春季県高校野球】地区予選第2日 試合結果 千葉日報 2022年4月10日
[新聞記事] 【ひと模様】マッサージ器の振動で減農薬 農業大学校発表会 全国3位 野口さん 千葉日報 2022年4月10日
[新聞記事] 11年ぶり佐原三菱館公開 「観光復興の拠点に」 香取 千葉日報 2022年4月10日
[新聞記事] 2人死亡2941人感染 病院などでクラスター 県内コロナ／行政機関等のコロナ感染者 9日発表 千葉日報 2022年4月10日
[新聞記事] ようこそ新1年生　(匝瑳市立平和小学校) 朝日新聞 2022年4月9日
[新聞記事] 【行政機関等のコロナ感染者】香取市 千葉日報 2022年4月9日他1紙
[新聞記事] 東金・警察学校で入校式　322人第一歩踏み出す 千葉日報 2022年4月9日他1紙
[新聞記事] 未帰還ボート救出　銚子海保　キンメ漁船に感謝状 千葉日報 2022年4月9日
[新聞記事] 2市長選あす告示 千葉日報 2022年4月9日



◇2022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] 県内の新型コロナ感染者数　8日午後7時30分現在 千葉日報 2022年4月9日
[新聞記事] 早川が開幕2連勝 千葉日報 2022年4月9日
[新聞記事] 農業の学び深めて 82人が入学 千葉県農大校 日本農業新聞 2022年4月8日
[新聞記事] 小玉スイカお待たせ 甘さ基準超え 選果・選別を徹底 ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年4月8日
[新聞記事] 飛行機眺めウォーキング 成田空港周辺で来月 読売新聞 2022年4月8日
[新聞記事] 芝山鉄道20周年 乗車証明書発行 3種類、700枚ずつ 読売新聞 2022年4月8日
[新聞記事] 特養ホーム職員、600万円着服 入所者の口座から流用、解雇 東庄 朝日新聞 2022年4月8日他1紙
[新聞記事] 「三菱銀 佐原支店」 創建時の姿に 営業カウンターや暖炉 内部を復元 香取 あすから11年ぶり公開 朝日新聞 2022年4月8日他1紙
[新聞記事] 飯岡 狙えるハナダイ 太東 イサキ好感触 千葉日報 2022年4月8日
[新聞記事] 【ストップ交通事故 各地で春の安全運動】「ルール守る」新小1誓う 銚子・出発式／チーバくんも啓発 匝瑳・キャンペーン 千葉日報 2022年4月8日
[新聞記事] 本堂、山門の落慶祝う 要行寺で僧侶ら 大網白里 千葉日報 2022年4月8日
[新聞記事] 九十九里沖で漁船乗組員死亡 千葉日報 2022年4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／行政機関等のコロナ感染者 7日発表 千葉日報 2022年4月8日
[新聞記事] まきストーブで重油代節約 燃料は廃材／消し炭と灰 有効活用 大網白里市 内山さん 日本農業新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 【決意胸に 新たな一歩 入組式】失敗を恐れず経験糧にして ＪＡちばみどり 日本農業新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 焼き芋 個性光る ねっとり系 しっとり系 ＪＡかとり イベント出店 日本農業新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 佐原三菱館の修復完了 建築当時の姿に 9日から一般公開 読売新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 銚子の砂浜 軽石が漂着 読売新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 拡張エリア利用開始 成田空港 ＬＣＣターミナル 乗客回復に期待 年間1500万人対応 毎日新聞 2022年4月7日
[新聞記事] 特養職員600万着服 利用者預かり金、施設返済 東庄 千葉日報 2022年4月7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／行政機関等のコロナ感染者 6日発表 千葉日報 2022年4月7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4月7日
[新聞記事] 市に遊具と玩具寄付 銚子信金 千葉日報 2022年4月7日
[新聞記事] 「医療とＡＩ」を考える 28日、オンラインシンポ 城国大 千葉日報 2022年4月7日
[新聞記事] 【東金市の課題】東千葉ＭＣ、信頼回復なるか 市職員派遣増で再発防止へ 千葉日報 2022年4月7日
[新聞記事] 旭市の交流拠点 23日まちびらき 「生涯活躍のまち」 朝日新聞 2022年4月6日
[新聞記事] 春季県高校野球 地区予選8日開幕 朝日新聞 2022年4月6日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 5日午後6時現在／行政機関等のコロナ感染者 5日発表 千葉日報 2022年4月6日
[新聞記事] 最優秀の小中高生表彰 スポーツ・学芸 66人26団体 県議会 千葉日報 2022年4月6日
[新聞記事] 2人協力 野菜作り 年の差70歳 写真、俳句で活動紹介 香取 千葉日報 2022年4月6日
[新聞記事] 五輪表彰台 間近で見て 八日市場ドームに展示 匝瑳 千葉日報 2022年4月6日
[新聞記事] 【山武市の課題】人口減加速、どう対処 旧松尾町が「過疎地」に 千葉日報 2022年4月6日
[新聞記事] システム構築へ実験 スマホで農作業を記録 モニター農家 拡大 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年4月5日
[新聞記事] 多古町の逸品 ネットに集合 「おかず選手権」優秀作も 読売新聞 2022年4月5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 2022年4月5日
[新聞記事] 銚子で住宅火災 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 施設入所94歳暴行疑い ＮＰＯ代表の77歳女逮捕 東金署 千葉日報 2022年4月5日他2紙
[新聞記事] 行政機関等のコロナ感染者 4日発表 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 拡張エリアきょう稼働 面積1.5倍、1500万人利用へ 成田空港第3ターミナル 千葉日報 2022年4月5日他1紙
[新聞記事] 【電話de詐欺撲滅へ】電子マネー詐取注意 チラシ作成、呼び掛け 匝瑳署、コンビニに掲示 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 満開夜桜 幻想的な光に包まれ 香取・小見川城山公園 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 「震災復興シンボルに」大正の暖炉、らせん階段も 9日から一般公開 佐原三菱館 修理完了 香取 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 病床確保のフェーズ 郡部４圏域引き下げ 「改善傾向」で県 千葉日報 2022年4月5日
[新聞記事] 光うららか 葉ふんわり 春キャベツ（千葉県銚子市） 日本農業新聞 2022年4月4日
[新聞記事] 発酵の町・神崎 活気醸す 参加者に藍染めＴシャツ 来月マラソン大会 読売新聞 2022年4月4日
[新聞記事] 医療コンテナ「宝の持ち腐れ」 感染症・災害対応で導入1年 現場出動ゼロ 県に派遣提案も鈍い反応 東千葉メディカルセンター 朝日新聞 2022年4月4日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 3日午後6時30分現在 千葉日報 2022年4月4日
[新聞記事] 明治安田生命と協定 山武市 千葉日報 2022年4月4日
[新聞記事] 御田植祭で豊作祈る 小中学生が田舞披露 香取神宮 千葉日報 2022年4月4日
[新聞記事] 北極点アタック 冒険心が満載　白血病と闘う絵本作家が出版 朝日新聞 2022年4月3日
[新聞記事] 東金署、酒気帯び疑いで逮捕 千葉日報 2022年4月3日
[新聞記事] 住民の健康増進へ東庄町と連携協定　明治安田 千葉日報 2022年4月3日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　2日午後5時30分現在 千葉日報 2022年4月3日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2022年4月2日
[新聞記事] 東千葉ＭＣ理事長 河野氏が就任 読売新聞 2022年4月2日
[新聞記事] 県内花冷え 香取8.9度 各地で真冬並み寒さ 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 宿泊団体と災害時協定 九十九里町 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 東金舞台 アニメ放映へ 千葉テレビ 4日深夜から 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 信金中金1000万円寄付 香取市に 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] デジタルアーカイブ開始 銚子市 文化財をネット鑑賞 アンモナイトなど1万点 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 1日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 1日発表 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 香取など5市町村追加 過疎、県内13団体に 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 2561人感染 死者ゼロ 新たにクラスター6件 千葉日報 2022年4月2日
[新聞記事] 7年連続トップ 茨城県鉾田市 1都7県 市町村別農業産出額 2位千葉県旭市 3位栃木県那須塩原市 日本農業新聞 2022年4月1日
[新聞記事] 立派なネギ作ろう 塾で農家後押し 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2022年4月1日
[新聞記事] 山武強盗致死事件、検察が控訴 朝日新聞 2022年4月1日
[新聞記事] 県警察学校で初任科卒業式 「県民に寄り添う警官に」 朝日新聞 2022年4月1日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】悪天候の中、全員に型 外川沖ヒラメ釣り 千葉日報 2022年4月1日
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[新聞記事] 飯岡 アジ好釣果 大洗、メバル順調 千葉日報 2022年4月1日
[新聞記事] 死亡男性は芝山の中3 山武の踏切事故 千葉日報 2022年4月1日
[新聞記事] 銚子沖 洋上風力で市民説明会 27日 市担当者「機運高めたい」 千葉日報 2022年4月1日
[新聞記事] ひこうきの丘で〝機内食〟を 芝山の観光地、周囲一体ＰＲへ 「ワールドフレーバーカフェ」誕生 千葉日報 2022年4月1日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 31日午後7時30分現在 千葉日報 2022年4月1日
[新聞記事] 【市町村人事（1日付）】横芝光町 千葉日報 2022年4月1日


