
◇2022年7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] 千葉YPC第1回チャレンジコンテスト 読売新聞 2022年7月31日
[新聞記事] 洋上風力発電の促進へ 全国協議会を設立 銚子市など 毎日新聞 2022年7月31日
[新聞記事] 元気なヒマワリ 街に彩り 銚子・フラワープロジェクト 千葉日報 2022年7月31日
[新聞記事] 夏ネギ爽やか クラフトビール 山武特産 千葉商大生PR 千葉日報 2022年7月31日
[新聞記事] 3日連続1万人超え 1万644人感染 4人死亡 県内コロナ 千葉日報 2022年7月31日
[新聞記事] 【インタビュー】処理水放出「断固反対」 漁業者が頼れる存在へ 全漁連会長 坂本氏 銚子市 千葉日報 2022年7月31日
[新聞記事] 女子小学生野球チーム　焼き芋で激励　千葉・JAかとり 日本農業新聞 2022年7月30日
[新聞記事] 九十九里町の海岸で男性死亡 千葉日報 2022年7月30日他1紙
[新聞記事] 企業版ふるさと納税 山武市に100万円寄付　都内の人材会社 千葉日報 2022年7月30日
[新聞記事] 新規観光コンテンツ創出へ　多古町、体験型プラン募集 千葉日報 2022年7月30日
[新聞記事] 洋上風力で地域振興　銚子、旭参加し全国協議会 千葉日報 2022年7月30日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 29日午後9時30分現在 千葉日報 2022年7月30日
[新聞記事] 連日の1万人超感染　県内コロナ 千葉日報 2022年7月30日
[新聞記事] 【釣り】片貝 ヒラメ活発 千葉日報 2022年7月29日
[新聞記事] 高齢者の健康支援　東金でセミナー 千葉日報 2022年7月29日
[新聞記事] 実績への意見聴取　東千葉MC評価委　経営状況改善 千葉日報 2022年7月29日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 28日午後9時現在 千葉日報 2022年7月29日
[新聞記事] コロナ感染初の1万人超　1万1778人、4人死亡 クラスター相次ぐ 千葉日報 2022年7月29日
[新聞記事] 県内4路線5区間赤字　JR東 地方収支初公表 千葉日報 2022年7月29日他1紙
[新聞記事] 交通安全教室で自転車事故防ぐ 共済連千葉・JA山武郡市 日本農業新聞 2022年7月28日
[新聞記事] 最新農機ずらり 安く資材購入も JAちばみどり 日本農業新聞 2022年7月28日
[新聞記事] 地元の農業 楽しく学ぶ 多古町の児童 日本農業新聞 2022年7月28日
[新聞記事] 九十九里、女性はねられ死亡 千葉日報 2022年7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分現在／行政機関等のコロナ感染者 27日発表 千葉日報 2022年7月28日
[新聞記事] 東金市長が検査入院 千葉日報 2022年7月28日他1紙
[新聞記事] 地方創生で連携 銚子市とあいおい 千葉日報 2022年7月28日
[新聞記事] アジやスズキ大漁 親子ら歓声 力合わせ地引き網 旭 千葉日報 2022年7月28日
[新聞記事] 銚子市「海と鉄道のまち」に 「地域づくり大学」が認定 朝日新聞 2022年7月27日
[新聞記事] 「ミスあやめ」出場者募集 来月10日まで 香取の観光大使 千葉日報 2022年7月27日
[新聞記事] 7人死亡8452人感染 火曜最多、各地でクラスター／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 2022年7月27日
[新聞記事] 63圃場 すくい取り調査 斑点米カメムシ類発生状況を確認 平均捕獲「昨年より多い」 JA山武郡市 千葉日報 2022年7月26日
[新聞記事] 避難所生活を体験 全小中学生に防災教育 九十九里 千葉日報 2022年7月26日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】山武市サマーカーニバル中止 千葉日報 2022年7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7月26日
[新聞記事] 地域活性化へ協定 大網白里市とあいおいニッセイ 千葉日報 2022年7月26日
[新聞記事] 交付税不要 8市町に 5年ぶり増 企業業績回復 新たに芝山、君津、印西 千葉日報 2022年7月26日
[新聞記事] 梅の実ずらり 天日干し作業ピーク 横芝光 千葉日報 2022年7月26日
[新聞記事] 国登録文化財に5件　文化審答申「旧公正会館」など 読売新聞 2022年7月24日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編】乳がん 読売新聞 2022年7月24日
[新聞記事] 千葉YPC第1回チャレンジコンテスト 読売新聞 2022年7月24日
[新聞記事] 海水浴や遊漁船「事故に注意を」　銚子海保 朝日新聞 2022年7月24日
[新聞記事] 家族連れ気配り忘れず　小野川沿いで〝涼〟 香取市 千葉日報 2022年7月24日
[新聞記事] 【ひと模様】山武でパン屋経営・高田温美さん 千葉日報 2022年7月24日
[新聞記事] 香取・佐原「やま川」　ウナギで英気養って　土用の丑の日 千葉日報 2022年7月24日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 23日午後6時30分現在 千葉日報 2022年7月24日
[新聞記事] 3日連続最多9591人感染　2人死亡 クラスター3件 千葉日報 2022年7月24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／行政機関等のコロナ感染者 22日発表 千葉日報 2022年7月23日
[新聞記事] 海水浴場の安全祈願式 銚子、3年ぶり開設前に 千葉日報 2022年7月23日
[新聞記事] 登録有形文化財に 3件の建造物 文科相へ答申、県内計304件 文化審議会 千葉日報 2022年7月23日
[新聞記事] 平和願い千羽鶴　JAちばみどり女性部が市長へ贈る 日本農業新聞 2022年7月22日
[新聞記事] 中止の花火大会 企業が代替開催　旭で24日5分間 読売新聞 2022年7月22日
[新聞記事] 【青春譜】果たせなかった兄との約束　銚子商3年・久保形怜司主将 読売新聞 2022年7月22日
[新聞記事] 「東総毎日駅伝」大会終了を決定　匝瑳市スポ協 毎日新聞 2022年7月22日
[新聞記事] 親友でライバルこれからも　銚子商・関根大翔選手 朝日新聞 2022年7月22日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】東総沖ヒラメ釣り　潮況次第で数釣り期突入 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 【釣り】飯岡 シロギス乱釣 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 多古誇りの16強「力出し切った」 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 成田 銚商にサヨナラ　死闘10回 加古決めた 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 山武の児童デイサービス　年賀寄付金で耐震工事 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 愛される旭へ 140人清掃奉仕　建設会社有志ら 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 匝瑳　オリジナル傘作ったよ！！ 親子ら20人、ワークショップ 千葉日報 2022年7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30分現在／行政機関等のコロナ感染者 21日発表 千葉日報 2022年7月22日
[新聞記事] 地域社会づくり積極的に参加を 千葉・JA山武郡市女性部 日本農業新聞 2022年7月21日
[新聞記事] 女性部活動生き生きと JAちばみどり 日本農業新聞 2022年7月21日
[新聞記事] パークゴルフで交流 支部混合 競う JA山武郡市青年部 日本農業新聞 2022年7月21日
[新聞記事] 子どもが食農教育 各JAが指南 いすみ市・香取市 日本農業新聞 2022年7月21日
[新聞記事] 【オトコン】地域ぐるみ 学校の枠超え挑む 銚子の３中学合同チーム 朝日新聞 2022年7月21日
[新聞記事] がん知識普及へ 中学生向け授業 匝瑳、アフラック 千葉日報 2022年7月21日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 20日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 20日発表 千葉日報 2022年7月21日
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[新聞記事] 銚子市と台湾・桃園市 友好交流協定を締結 灯台や風力発電で共通点 毎日新聞 2022年7月20日
[新聞記事] 海開き前に 元五輪代表とゴミ拾い 銚子 朝日新聞 2022年7月20日
[新聞記事] 聖地へ 期待高まる銚子商ファン 朝日新聞 2022年7月20日
[新聞記事] 子育て支援班業務休止 匝瑳市、コロナ感染で 千葉日報 2022年7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／行政機関等のコロナ感染者 19日発表 千葉日報 2022年7月20日
[新聞記事] 東金道であおり運転 容疑者死亡書類送検 千葉日報 2022年7月20日
[新聞記事] 釣り中に転落か 高齢男性行方不明 九十九里・片貝漁港 千葉日報 2022年7月20日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】銚商 〝商業対決〟制す 毎回安打 振って圧力 千葉日報 2022年7月20日
[新聞記事] 農家、中小企業に香取市が3万円／多古町も町民支援 千葉日報 2022年7月20日
[新聞記事] 再生エネ 中学生学ぶ 銚子電力が「発電教室」 毎日新聞 2022年7月19日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 18日午後9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7月19日
[新聞記事] マイク手にCA気分 空の仕事体験 訓練施設で子どもたち 芝山・航空博 千葉日報 2022年7月19日
[新聞記事] 【高校野球 県大会】銚子商 コールド 読売新聞 2022年7月18日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】応援 声出せなくとも 銚子商 朝日新聞 2022年7月18日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】捕手で投手 黒潮打線に挑戦 東金・山崎選手 朝日新聞 2022年7月18日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】仕事も授業も野球も全力で 匝瑳・橋本選手 朝日新聞 2022年7月18日他2紙
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】制球武器に台頭 銚子商・紫藤 千葉日報 2022年7月18日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】好送球 生還阻止 「3年間で一番」 東金・望月 千葉日報 2022年7月18日
[新聞記事] 全国のビールとサイダー250種集合 きょうまで道の駅東金 千葉日報 2022年7月18日
[新聞記事] 華やかダンスで南国気分 あさひフラフェスティバル 千葉日報 2022年7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30分現在 千葉日報 2022年7月18日
[新聞記事] 【ひと ちば】農家と都市をつなげる　レストラン運営会社社長兼大学准教授・高木俊雄さん 毎日新聞 2022年7月17日
[新聞記事] 猫アートの美術館でコンサート　匝瑳 朝日新聞 2022年7月17日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 16日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 16日発表 千葉日報 2022年7月17日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】最後の夏かみしめ　成東・真行寺 千葉日報 2022年7月17日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】銚子商戦へ「疲れはない」　東金・望月主将 千葉日報 2022年7月17日
[新聞記事] 台湾・桃園市と友好協定　銚子市、観音区と交流推進 千葉日報 2022年7月17日
[新聞記事] 屋形海水浴場も　3年ぶり、横芝光町 千葉日報 2022年7月17日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2022年7月16日
[新聞記事] 野菜ソムリエが農家食堂 「体の内側から元気に」 銚子の石毛さん 9月開店 読売新聞 2022年7月16日
[新聞記事] 【NIE 教育に新聞を】実践19校指定 読売新聞 2022年7月16日
[新聞記事] 地ビールなど250種勢ぞろい 東金でフェア 毎日新聞 2022年7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／行政機関等のコロナ感染者 15日発表 千葉日報 2022年7月16日
[新聞記事] 「面接」78校 「自己表現」44校 県内公立高入試独自検査・全日制 千葉日報 2022年7月16日他1紙
[新聞記事] 3年ぶり開設 無事故祈る 大網白里市・白里海水浴場 千葉日報 2022年7月16日
[新聞記事] 元多古町長 所氏が控訴 「あまりに過酷な判決」 公選法違反事件 千葉日報 2022年7月16日他3紙
[新聞記事] 佐原囃子 かけ声 響く 感染対策徹底、伝統つなぐ 3年ぶり大祭 あすまで 千葉日報 2022年7月16日他1紙
[新聞記事] 【スタンド】元部員 応援席で戦う 読売新聞 2022年7月15日
[新聞記事] 病気乗り越え特別な1勝目　多古・小林航征選手 朝日新聞 2022年7月15日他1紙
[新聞記事] 【釣り】飯岡ヒラメ型ぞろい　鹿島ハナダイ好調 千葉日報 2022年7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／行政機関等のコロナ感染者 14日発表 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 県、市町村のHP一時閲覧できず 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 元JA職員に実刑判決　地裁　2600万円横領「犯状悪い」 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 元多古町長 公民権停止5年　地裁判決「反省、評価しがたい」 千葉日報 2022年7月15日他3紙
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】下手投げが生きる道　横芝敬愛・伊橋 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】学芸 1年越しリベンジ 千葉日報 2022年7月15日他1紙
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】多古 雨中の激戦制す 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 県道飯岡一宮線 合同で飲酒検問　4署と交通機動隊 千葉日報 2022年7月15日他1紙
[新聞記事] 小江戸佐原ビール誕生に「乾杯」　伊能忠次郎商店 地元産ホップ使用 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 漁船の3人に感謝状　銚子 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 【球界だより】コンディション不良　楽天・早川登録抹消 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] 木戸浜からごみ一掃　横芝光・畔蒜工務店 千葉日報 2022年7月15日
[新聞記事] スマホ操作学ぶ JAちばみどり 日本農業新聞 2022年7月14日
[新聞記事] 児童とサツマ植え JAかとり青年部 日本農業新聞 2022年7月14日
[新聞記事] 銚商生、地元のために11年 赤字の銚電支援 特産生かし商品 朝日新聞 2022年7月14日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 13日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 13日発表 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】成東・真行寺 特大３ラン 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】銚商鉄壁 完封リレー 関根、飯島で14K 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 【ちばの元気企業】駅前店を〝煎餅〟カフェ 「名物」との相乗効果も イシガミ（銚子） 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 交通事故根絶へ 海の駅九十九里で出動式 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 海開き式 関係者ら安全祈願 山武で海水浴場開設前に 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 誇り胸に力出し切る 県選手団が結団式 23日から全国総体 千葉日報 2022年7月14日
[新聞記事] 参院選 候補者の市区町村別得票数 毎日新聞 2022年7月13日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 12日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 12日発表 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] 市営住宅で女性殺害容疑の男を鑑定留置 銚子 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] 占領下日本の陶製人形 色合い鮮やか178点 城国大水田美術館 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] 12月18日投開票 香取市議選 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】投打かみ合い好調子 市銚子 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] 県内コロナ2838人感染 県全域フェーズ2A 病床計画引き上げ 千葉日報 2022年7月13日
[新聞記事] コシ生育順調 ちばエコ農産物認定 JAちばみどりの研究会 日本農業新聞 2022年7月13日
[新聞記事] 銚子・殺人事件の容疑者を鑑定留置 毎日新聞 2022年7月12日
[新聞記事] CA訓練施設を初公開 芝山でスプリングジャパン 毎日新聞 2022年7月12日
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[新聞記事] 転落の釣り人救助に協力 漁船船長ら3人に感謝状 銚子海保 毎日新聞 2022年7月12日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 11日午後8時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 11日発表 千葉日報 2022年7月12日
[新聞記事] 成田、車と衝突しバイクの男性重傷 千葉日報 2022年7月12日
[新聞記事] 酒酔い運転容疑 自称医師を逮捕 山武署 千葉日報 2022年7月12日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】最多得点記録 更新 千葉学芸 千葉日報 2022年7月12日他1紙
[新聞記事] 【参院選ちば2022】美浜区 最高58.06％ 都市部中心に上昇 千葉選挙区 投票率 千葉日報 2022年7月12日
[新聞記事] 水泳授業で専科指導 県独自、児童の意欲向上へ 東金正気小 千葉日報 2022年7月12日
[新聞記事] 3人の投手支え 初回犠飛決める 東総工・越川主将 朝日新聞 2022年7月11日
[新聞記事] 車3台衝突、1人死亡 九十九里、4人けが 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 3カ月ぶり2500人超え 県内コロナ 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 期日前投票92万人 19万人増、伸び率全国最大 千葉 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 歴史ロマン感じる志摩城 魅力発信、コンサートも 多古 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] ミスあさひに長谷川さんら 来月、七夕市民まつりでお披露目 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 多古・久賀小V報告 準優勝 第一小も 全国大会活躍誓う スナッグゴルフ 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 生のブルーベリー楽しんで 東金・農業大学校 学生が農園運営 今年から本格営業 千葉日報 2022年7月11日
[新聞記事] 国内感染2日連続5万人超　県内新型コロナ感染者数一覧 千葉日報 2022年7月10日
[新聞記事] 【数字が語る】＜15＞ 守備の要 練習試合で引退 女子選手の最後の夏 大網 朝日新聞 2022年7月9日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】熱戦きょう開幕 3年ぶり全試合有観客 千葉日報 2022年7月9日他1紙
[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／行政機関等のコロナ感染者 8日発表 千葉日報 2022年7月9日
公開中 【おはなし会のお知らせ】7月9日 午前10時30分～11時
[新聞記事] 【私の1冊】「白洲次郎 占領を背負った男」 原理原則 市政のかじ取りに 大網白里市長 金坂さん 読売新聞 2022年7月8日
[新聞記事] 今夏の海水浴場 計55か所に開設 読売新聞 2022年7月8日
[新聞記事] 飛べないハクチョウ･･･ 住民ら見守る 県東部の農業用ため池 毎日新聞 2022年7月8日
[新聞記事] メロン食べ頃ぴたり 測定器で表示 旭・飯岡のJA 朝日新聞 2022年7月8日
[新聞記事] 飯岡 シロギス 良型主体 大洗 狙えるクロメバル 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 7日午後7時現在 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] 継承へ「やらなくては」 3年ぶり佐原の大祭 観光業界、歓迎と期待 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] 匝瑳の海水浴場 今夏も不開設 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] 移動スーパー巡回 多古、３コース週２回 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] にゃんこ作品大集合!! 絵や彫刻330点紹介 匝瑳 31日まで 千葉日報 2022年7月8日
[新聞記事] 大正琴の音色 発表会で響く JAちばみどり女性部員が参加 日本農業新聞 2022年7月7日
[新聞記事] 【今が旬！トウモロコシ】本番控え査定 海上野菜組合 日本農業新聞 2022年7月7日
[新聞記事] マラソン大会初開催へ調印 東金市と九十九里町 読売新聞 2022年7月7日
[新聞記事] 洋上風力と漁業 共存めざし調査 漁礁設置へ 水中ロボで生態探る 銚子市漁協 朝日新聞 2022年7月7日
[新聞記事] 3年ぶり海開き 夏満喫 九十九里、県内で最も早く 千葉日報 2022年7月7日
[新聞記事] 千葉や都内保育園 車上狙い繰り返す 疑いで男再逮捕 千葉日報 2022年7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 千葉日報 2022年7月7日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】YASSAフェス中止 千葉日報 2022年7月7日
[新聞記事] 「海と鉄道のまち」に認定 銚電活用、イベント展開へ 銚子市 千葉日報 2022年7月7日
[新聞記事] 山武の魅力 学生目線で 千葉商大生に本年度「応援隊」委嘱 活性化へ商品開発、販売も 千葉日報 2022年7月7日
[新聞記事] 【数字が語る】＜10＞ 三塁コーチもレギュラーだ 匝瑳 選手ごとに声かけ盛り上げ 朝日新聞 2022年7月6日
[新聞記事] 【いっしょに考える2022参院選 私の争点】処理水の海洋放出 風評対策を 銚子水産流通業組合連合会専務理事 島田さん 朝日新聞 2022年7月6日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 5日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 5日発表 千葉日報 2022年7月6日
[新聞記事] 地元企業 魅力知って 高校で就職セミナー 多古町 千葉日報 2022年7月6日
[新聞記事] 洋上発電 海域環境を調査 豊かな漁場形成目指す 銚子市漁協 読売新聞 2022年7月5日
[新聞記事] 6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7月5日
[新聞記事] 銚子沖に男性遺体 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 【公開された所得一覧】県選出国会議員・県議・31市長 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 【千葉日報福祉事業団へ寄託】県建築士会山武支部 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 「波乗りハーフ」 来年2月26日号砲 東金 九十九里 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 多古、新人が異業種交流 つながり希薄化解消へ 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 月下美人 一夜華やぐ 多古・地福寺 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 4日午後7時現在 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 密漁からハマグリ守れ 横芝光・屋形海岸 山武署、海保、漁協が合同巡回 千葉日報 2022年7月5日
[新聞記事] 東庄で建物火災 千葉日報 2022年7月4日
[新聞記事] 〝熊手男〟に銃口向ける 香取署、強盗未遂容疑 千葉日報 2022年7月4日他1紙
[新聞記事] 【ふさの国 探宝】「地産」重視 蓮沼の酒蔵 守屋酒造（山武）観光に力、いちごの商品も 千葉日報 2022年7月4日
[新聞記事] 観光客減の苺農園支援 クラフトビール＜さんむRED＞ 山武市商工観光課 尾勝氏 千葉日報 2022年7月4日
[新聞記事] 銚子灯台コーラ 自宅でも シロップボトル来月販売 千葉日報 2022年7月4日
[新聞記事] 3年ぶり市民レガッタ 黒部川、50チーム熱戦 香取 小見川地区 千葉日報 2022年7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30分現在 千葉日報 2022年7月4日
[新聞記事] 比例選用紙を誤交付 山武市選管 読売新聞 2022年7月3日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 2日午後5時現在 千葉日報 2022年7月3日
[新聞記事] 【ひと模様】苦難越えサービス提供 10周年の銚子ホテル総支配人 梅津さん 千葉日報 2022年7月3日
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】目指せ！出場校のプロフィル 千葉日報 2022年7月3日
[新聞記事] 「問題がある」銚子電鉄　6年ぶり最終黒字 毎日新聞 2022年7月2日
[新聞記事] 台風被災の阿弥陀堂改修　旭・還来寺 千葉日報 2022年7月2日
[新聞記事] 路線価　0.8％上昇9年連続増 千葉日報 2022年7月2日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　1日午後6時30分現在 千葉日報 2022年7月2日
[新聞記事] 3年ぶり夏が来た　九十九里で海開き　挽回へ意気込む地元 千葉日報 2022年7月2日他2紙
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[新聞記事] 【私の1曲】「イマジン」 ジョン・レノン 平和祈る歌詞に感銘 大八木呉服店社長 大八木さん 千葉日報 2022年7月1日
[新聞記事] 外川～飯岡 夏ヒラメ乱舞 鹿島 フグ魚影濃厚 千葉日報 2022年7月1日
[新聞記事] 香取、グレーチングまた盗難 千葉日報 2022年7月1日他1紙
[新聞記事] 当て逃げと飲酒運転疑いの会社社長逮捕 千葉中央署 千葉日報 2022年7月1日
[新聞記事] 共存共生へ環境調査 漁協 予定地周辺、24年まで 銚子洋上風力 千葉日報 2022年7月1日
[新聞記事] 銚子電鉄 6期ぶり黒字 ぬれ煎など副業好調 21年度決算 千葉日報 2022年7月1日他2紙
[新聞記事] 【第104回全国高校野球選手権 千葉大会】目指せ！甲子園 出場校のプロフィル 千葉日報 2022年7月1日


