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[新聞記事] 銚子市ごみ袋 品薄に 旧式を代用「必要分購入を」 物流停滞 需要も増加 毎日新聞 2022年8月31日
[新聞記事] 県内公共施設の耐震率 全国上回る 災害対応拠点 4市町は工事めど立たず 朝日新聞 2022年8月31日
[新聞記事] 庁舎の耐震補強 ようやく着手 銚子市、「倒壊の恐れ」判明から10年 財政難、本格工事は見通せず 朝日新聞 2022年8月31日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・補正予算など11議案 千葉日報 2022年8月31日
[新聞記事] 東金、酒酔い運転の疑い 千葉日報 2022年8月31日
[新聞記事] 4637人感染11人死亡 クラスター新たに13件 県内／行政機関等のコロナ感染者 30日発表 千葉日報 2022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8時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 29日発表 千葉日報 2022年8月30日
[新聞記事] 木工通じ森林の良さ知って 東金で子ども向け教室 千葉日報 2022年8月30日
[新聞記事] 全国V 喜び報告 「一人一人が主役に」 香取ピグレッツポニーJr 中学硬式野球 千葉日報 2022年8月30日
[新聞記事] 夏の風物詩復活 3年ぶり盆踊り 山武 千葉日報 2022年8月29日
[新聞記事] 迫力和太鼓 元気届ける 障害者らも演奏 香取でイベント 千葉日報 2022年8月29日
[新聞記事] 11人死亡5821人感染 新規クラスター12件 県内コロナ 千葉日報 2022年8月29日
[新聞記事] 高校生が機転 高齢者保護 匝瑳署、7人に感謝状 朝日新聞 2022年8月28日
[新聞記事] 水難救助4人に感謝状 山武署 千葉日報 2022年8月28日
[新聞記事] 7人死亡 6925人感染 新規クラスター13件 県内コロナ 千葉日報 2022年8月28日
[新聞記事] トマト厳選出荷　千葉・JA山武郡市　12月まで21万5000ケース 日本農業新聞 2022年8月27日
[新聞記事] 高齢者の救助、保護貢献　匝瑳署　高校生7人に感謝状 千葉日報 2022年8月27日
[新聞記事] 【インタビュー】2期目の鹿間睦郎・東金市長 千葉日報 2022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6時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 26日発表 千葉日報 2022年8月27日
[新聞記事] コロナ　県内14人死亡 7318人感染 千葉日報 2022年8月27日
[新聞記事] 米おかず選手権レシピを募集　多古町 日本農業新聞 2022年8月26日
[新聞記事] 釣り　片貝ハナダイ乱舞ほか 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 「ニュース」山武で不明の男性死亡　銚子海上保安本部 千葉日報 2022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6時30分現在　行政機関等のコロナ感染者 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 県内自治体システム障害　HP閲覧できず、7月にも同様トラブル 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 子ども一人4万円給付　物価対策で九十九里町 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 伊能図歩き日本一周　成田　測量や人物解説も 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 初当選の伊藤友則香取市長　希望あふれるまちへ 千葉日報 2022年8月26日
[新聞記事] 米の初検査 品質は良好 千葉・JA山武郡市 日本農業新聞 2022年8月25日
[新聞記事] 大玉トマト 高品質に 出荷規格確認 干潟園芸組合研究会 日本農業新聞 2022年8月25日
[新聞記事] 【JAかとり・JAちばみどり】新米出荷へ初検査 JAなどが厳正、正確に 日本農業新聞 2022年8月25日
[新聞記事] 不明男性発見できず 山武 千葉日報 2022年8月25日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 24日午後7時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 24日発表 千葉日報 2022年8月25日
[新聞記事] 多古でチャリティープロレス ウクライナ支援、タイトル戦も 来月10日、入場無料 千葉日報 2022年8月25日
[新聞記事] ミスあやめに小倉さんら 「多くの人に佐原の魅力を」 千葉日報 2022年8月25日
[新聞記事] 妖怪の世界楽しんで 匝瑳 現代アート作品展 千葉日報 2022年8月25日
[新聞記事] 青い目の人形 守り抜く 教師の母の逸話 紙芝居に 山武の並木さん 読売新聞 2022年8月24日
[新聞記事] 遊泳中の男性不明 山武の海岸 千葉日報 2022年8月24日他2紙
[新聞記事] 利根川工事の入札中止 職員が情報漏えい意図か 千葉日報 2022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7時現在／行政機関等のコロナ感染者 23日発表 千葉日報 2022年8月24日
[新聞記事] 【秋季県高校野球 代表決定戦】望洋、市銚子県大会へ 千葉日報 2022年8月24日
[新聞記事] 〝もちっ〟と食感 クレープ楽しんで 米粉に注目 付加価値向上へ 地元産 旬な果物使用 香取・ＮＰＯ開発 千葉日報 2022年8月24日
[新聞記事] 千葉市 イベント後援 18、19年 熊谷前市長が祝電 旧統一教会系団体 佐倉、富津、東金市長は出席 昨年 千葉日報 2022年8月24日
[新聞記事] 東庄町でパイロット養成所計画 旧校舎でドローン教習 教室で座学 校庭で実技 朝日新聞 2022年8月23日
[新聞記事] サツマイモ 基腐病警戒 千葉で昨年確認 気もむ農家、種苗管理に細心 千葉日報 2022年8月23日
[新聞記事] 迫力の鳴り物演奏 「大盆踊り」楽しむ 銚子 千葉日報 2022年8月23日
[新聞記事] 【わがまちのお薦め ふるさと納税 逸品紹介】豚肉産地のピッグスキン 九十九里レザー製品（旭市） 千葉日報 2022年8月23日
[新聞記事] 【灯籠流し 幻想的に】小江戸の水面に優しい光 灯籠へ願い込め 香取・小野川 千葉日報 2022年8月23日
[新聞記事] 県内コロナ4419人感染 4日ぶり前週下回る 18人死亡／行政機関等のコロナ感染者 22日発表 千葉日報 2022年8月23日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】予選・第2日 試合結果 千葉日報 2022年8月22日
[新聞記事] 空テーマ 自由にのびのび 児童優秀作品252点並ぶ 絵画・書道 成田空港と航空博物館 千葉日報 2022年8月22日
[新聞記事] 航空博物館に空港用消防車 芝山、引退で展示 千葉日報 2022年8月22日
[新聞記事] 16人死亡 7840人感染 県内コロナ 前週比1.7倍 千葉日報 2022年8月22日
[新聞記事] 国際交流推進へ 町民に英語講座 横芝光町 千葉日報 2022年8月22日
[新聞記事] ヒマワリ地域彩る　千葉県銚子市 日本農業新聞 2022年8月21日
[新聞記事] 【病院の実力】大腸がん 読売新聞 2022年8月21日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】予選・第1日 千葉日報 2022年8月21日
[新聞記事] 死亡事故多発警報発令　東金署　監視、取り締まり強化 千葉日報 2022年8月21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8月21日
[新聞記事] 7892人感染12人死亡　県内コロナ　新規クラスター15件 千葉日報 2022年8月21日
[新聞記事] 製造番号を消し 化粧水販売容疑 48歳を書類送検 毎日新聞 2022年8月20日他1紙
[新聞記事] 大型漁船が出港 銚子・北海道に向け サンマ漁のシーズン到来 毎日新聞 2022年8月20日
[新聞記事] 城跡掘り起こし「全国初」の街おこし 多古町、観光バスツアーも 朝日新聞 2022年8月20日
[新聞記事] 児童 夏の醍醐味満喫 お化けの話 暗闇探険 手持ち花火 夜間イベント 多古文化ホール 千葉日報 2022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8月20日
[新聞記事] 「ケンタウルス」県内初確認 8513人感染 19人死亡 コロナ 千葉日報 2022年8月20日
[新聞記事] 【変わる制度どうなる県内選挙】自公 候補擁立協議へ 衆院選 新14区 各党思惑 千葉日報 2022年8月20日
[新聞記事] 【ソフトテニス 試合結果】男子個人 千葉日報 2022年8月20日
[新聞記事] 栗山川でカヤック楽しんで モンベル、来月から体験会 横芝光 千葉日報 2022年8月20日
[新聞記事] ゆでピーお待たせ 「レトルト落花生」に JAちばみどり銚子生産組合 日本農業新聞 2022年8月19日
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[新聞記事] 成田空港の機能強化 工事差し止め求める 反対派が提訴 読売新聞 2022年8月19日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】大判との遭遇に期待 東総沖 ヒラメ釣り 千葉日報 2022年8月19日
[新聞記事] 片貝 5キロ大ビラメ浮上 外川イシナギ雰囲気濃厚 千葉日報 2022年8月19日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 18日午後7時30分／行政機関等のコロナ感染者 18日発表 千葉日報 2022年8月19日
[新聞記事] 銚子などで震度3 千葉日報 2022年8月19日
[新聞記事] 銚子 サンマ漁船 北へ 日ロ関係悪化に不安も 千葉日報 2022年8月19日
[新聞記事] ドローン散布 省力化へ JAかとり 日本農業新聞 2022年8月18日
[新聞記事] 米粉クッキー作る JAちばみどりが親子教室 日本農業新聞 2022年8月18日
[新聞記事] ソフトボールで交流 JAちばみどり青年部4支部 日本農業新聞 2022年8月18日
[新聞記事] 【少年兵と戦艦武蔵】帰還後 特攻艇隊配属 玉音放送「やっと終わった」 読売新聞 2022年8月18日
[新聞記事] 【週刊ちばにち】終戦77年、平和へ祈り 銚子「翔天の碑」で戦没者慰霊 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] 反対同盟 差し止め求め提訴 成田空港 滑走路新設 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] ミネラル土壌でおいしく 千葉の三大銘柄米 多古米（多古町） 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] 良質ぞろい出荷始まる 生産農家も太鼓判 ゆで食用落花生を選別 銚子 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] 全日制3万1120人募集 来春入試 2年ぶり定員減 県内公立校 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 17日午後7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8月18日
[新聞記事] 6816人感染 クラスター13件 19人死亡 40代男性、自宅で 千葉日報 2022年8月18日
[新聞記事] 主な医療機関の大腸がんの治療実績(2021年) 読売新聞 2022年8月17日
[新聞記事] 銚子沖で漁場実態調査　市漁協　風力発電事業に向け 毎日新聞 2022年8月17日
[新聞記事] 93歳牧師「憎しみには愛を」 大網白里・関田さん最後のメッセージ 毎日新聞 2022年8月17日
[新聞記事] おいしいゆでピーに　銚子「郷の香」の出荷始まる 朝日新聞 2022年8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8月17日
[新聞記事] 車と衝突、高齢女性死亡　九十九里の県道 千葉日報 2022年8月17日他1紙
[新聞記事] コロナに負けず和太鼓で元気に　28日、香取でイベント 千葉日報 2022年8月17日
[新聞記事] 【おもしろ半島ちばの地理再発見】ちば名産「落花生」の歴史 千葉日報 2022年8月17日
[新聞記事] 旧八日市場で「妖怪ちば展」 5人が絵や彫刻出品 朝日新聞 2022年8月16日
[新聞記事] 「翔天の碑」特攻隊員を慰霊　銚子 千葉日報 2022年8月16日他2紙
[新聞記事] 【北総・九十九里わがまちのお薦め ふるさと納税逸品紹介】 千葉日報 2022年8月16日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 15日午後8時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 15日発表 千葉日報 2022年8月16日
[新聞記事] 県内コロナ5075人感染　15人死亡　10歳未満の男児も 千葉日報 2022年8月16日
[新聞記事] 銚子の海水浴場 津波想定し避難 市が実施 毎日新聞 2022年8月15日
[新聞記事] ペットと共に避難を 山武市、2団体と協定 全国初 毎日新聞 2022年8月15日
[新聞記事] 台風8号 県内に爪痕 交通混乱、停電9000軒 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 海の家食事券など抽選配布 地域振興へ 市観光協会 大網白里・白里海水浴場 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 精巧に「小江戸」再現 力作ドールハウス話題 見比べて良さ実感を 地元出身・橋本さん 香取・佐原地区 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 求む！大会ボランティア 東金・九十九里波乗りハーフ 来年2月初開催へ 来月30日まで募集 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 銚子空襲や原爆 惨禍後世に伝承 市役所で写真展 31日まで 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 14日午後5時30分現在 千葉日報 2022年8月15日
[新聞記事] 大網白里に高齢者避難発令　台風8号八街などで9520軒停電 読売新聞 2022年8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 千葉日報 2022年8月14日
[新聞記事] 流派越え華麗な舞い　錦照会50周年多古で記念公演 千葉日報 2022年8月14日
[新聞記事] お盆台風　県内直撃　風雨猛烈、交通乱れる 千葉日報 2022年8月14日
[新聞記事] パイロットになったみたい 芝山で模擬操縦体験 毎日新聞 2022年8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30分現在／21人死亡 8003人感染 死者累計2000人 千葉日報 2022年8月13日
[新聞記事] オライはすぬまに協賛金 明治安田、イベント支援 千葉日報 2022年8月13日
[新聞記事] 日本遺産の町 駆け抜けて 24日から参加募る 3年ぶり香取小江戸マラソン 千葉日報 2022年8月13日
[新聞記事] 県内厳戒 警報級大雨 備え 帰省、レジャー影響も お盆台風 千葉日報 2022年8月13日
[新聞記事] 戦後77年B29が墜ちた村 下 英語で供養敵味方越えて 朝日新聞 2022年8月12日
[新聞記事] 釣り 鹿島スジイカ乗り乗り 横芝ハゼ2～8匹 千葉日報 2022年8月12日
[新聞記事] 県内3市で火災　住宅3棟焼く山武、女性1人やけど　住宅全焼、空き家も匝瑳、2人搬送 千葉日報 2022年8月12日他1紙
[新聞記事] 「ふるさと文芸賞」作品募る　旭市 千葉日報 2022年8月12日
[新聞記事] 南米ボリビア独立記念式典で2曲披露　多古高吹奏楽部、プロと共演 千葉日報 2022年8月12日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　11日午後9時現在 千葉日報 2022年8月12日
[新聞記事] 東庄　酒気帯び運転の疑い　香取署 千葉日報 2022年8月12日
[新聞記事] 【より良い野菜・果実 出荷を】銚子連合会／JAちばみどりそうさ園芸部／干潟研究会／JAちばみどり干潟園芸組合部会 日本農業新聞 2022年8月11日
[新聞記事] 【オトコン】計21団体が東関東へ 県吹奏楽コン 高校B・中学B 朝日新聞 2022年8月11日
[新聞記事] 物価高の対策に多古町が給付金 高齢者らに1万円 朝日新聞 2022年8月11日
[新聞記事] ツチクジラ やっと捕れた 食物連鎖崩れ？ 不漁 朝日新聞 2022年8月11日
[新聞記事] 衝突事故で高校生死亡 東金 千葉日報 2022年8月11日他1紙
[新聞記事] お盆前 PCR検査急増 「安心して帰郷したい」 海ほたる 5日で220人 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] アジつかみ取り ヒマワリ迷路も 「オライの夏祭り」家族で満喫 山武 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] 若年層向けに臨時集団接種 21日、香取市 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] 熊谷知事 3市を視察 銚子、旭、東金で意見交換 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] ひとり親家庭に生理用品を提供 匝瑳市 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] 【インタビュー】人口減対策へ傾注 戦略的農業構想策定へ 2期目の松下山武市長 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] 5カ月ぶり死者20人台 8392人感染 県内コロナ 千葉日報 2022年8月11日
[新聞記事] プールで16人体調不良 おにぎりで食中毒か 児童・生徒 山武 千葉日報 2022年8月10日他1紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 9日午後8時現在／行政機関等のコロナ感染者 9日発表 千葉日報 2022年8月10日
[新聞記事] 【きょう8月10日は 道の日】にぎわい生み出す道づくり 大動脈の整備進む 圏央道千葉日報 2022年8月10日
[新聞記事] 「敵国人形」なぜ今へ 米からの友好の象徴、戦争で一変 山武・成東小で保管 継承秘話、紙芝居に 千葉日報 2022年8月10日他1紙
[新聞記事] 佐原ガチャ 300円で何が出るかな 知名度向上へ景品5種 香取の印刷会社 千葉日報 2022年8月10日
[新聞記事] 新デザイン どれ選ぶ？ バス更新で3案 芝山町「投票を」 千葉日報 2022年8月10日
[新聞記事] ふるさと納税寄付額 県全体で117億円 最高 昨年度 流出額も308億円 朝日新聞 2022年8月9日
[新聞記事] 戦争展に予科練コーナー 旭／千羽鶴9万8000羽奉納 匝瑳 朝日新聞 2022年8月9日
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[新聞記事] 東庄、グレーチング22枚盗難 千葉日報 2022年8月9日他1紙
[新聞記事] 大津波に備え避難訓練 銚子マリーナ海水浴場 千葉日報 2022年8月9日
[新聞記事] 詐欺や車盗防止へ 合同啓発イベント 山武署、蓮沼海浜公園 千葉日報 2022年8月9日
[新聞記事] 風に揺れ、音色涼しげ 色とりどり124個 27日まで 香取・佐原「風鈴まつり」 千葉日報 2022年8月9日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 8日午後7時現在 千葉日報 2022年8月9日
[新聞記事] かわいい文字で短冊に願い込め　旭　3年ぶり七夕まつり 朝日新聞 2022年8月7日
[新聞記事] 地元の波 小学生満喫　九十九里町でサーフィン教室 千葉日報 2022年8月7日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数　6日午後5時現在 千葉日報 2022年8月7日
[新聞記事] 県内　1万100人感染5人死亡　4日連続1万人超え 千葉日報 2022年8月7日
[新聞記事] 銚子の新中学校名は「銚子中」 毎日新聞 2022年8月6日
[新聞記事] 香取、またグレーチング盗難 千葉日報 2022年8月6日
[新聞記事] 資産報告書を公開 匝瑳市長 千葉日報 2022年8月6日
[新聞記事] 多古米に合うおかず ナンバーワン選ぼう 町がレシピ募集 千葉日報 2022年8月6日
[新聞記事] コロナ 1万541人感染 15人死亡 10歳未満男児も／県内の新型コロナ感染者数 5日午後7時現在 千葉日報 2022年8月6日
[新聞記事] 旭市民の芸術祭　会場は旭全域　地元有志、来春開催めざし活動 朝日新聞 2022年8月5日
[新聞記事] 【釣り】飯岡　シロギス爆釣　鹿島マゴチ大型主体 千葉日報 2022年8月5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8月5日
[新聞記事] 18日ぶり真夏日なし 千葉日報 2022年8月5日
[新聞記事] 3年ぶり神輿渡御　匝瑳八重垣神社祇園祭　　勇壮な姿、町に活気女神輿も 千葉日報 2022年8月5日ほか1紙
[新聞記事]第52回　千葉県少年野球大会あす開幕　東金東クラブ　八日市場中央スポーツ少年団　海上学区スポーツ少年団ほか 千葉日報 2022年8月5日
[新聞記事] ラッピングカー 新たな広告塔に JAかとり 日本農業新聞 2022年8月4日
[新聞記事] 【子どもに旬の味覚】メロン 旭市／トウモロコシ 木更津市 日本農業新聞 2022年8月4日
[新聞記事] 匝瑳市の道路工事で談合情報、入札は予定通り実施 毎日新聞 2022年8月4日
[新聞記事] 香取 史上最高 37.6度 連日の酷暑、かき氷で涼 千葉日報 2022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8時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 3日発表 千葉日報 2022年8月4日
[新聞記事] 【週刊ちばにち】障害者ら水上スポーツ満喫 共生社会へ、香取でイベント 千葉日報 2022年8月4日
[新聞記事] スマート農業 人材育成へ 東金の大学校生が実演体験 先端技術で作業効率化 千葉日報 2022年8月4日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・補正予算案など可決 千葉日報 2022年8月4日
[新聞記事] 空き家対策で連携 シルバー人材、県宅建協と 香取市 千葉日報 2022年8月4日
[新聞記事] 海匝3市の魅力紹介 26日に移住セミナー 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] 地域の四季の魅力 写真で フォトコン作品募集 JAちばみどり 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] ヒマワリ畑 30年で幕 高齢化で管理団体解散 大網白里・金谷郷 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] 香取、グレーチング12枚盗難 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] 酒酔い運転の疑い 山武署 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] 銚子、無免許で人身事故容疑 千葉日報 2022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6時30分現在／6824人感染6人死亡 1カ月半ぶり前週下回る 千葉日報 2022年8月3日
[新聞記事] 【ほのぼの＠タウン】蓮沼の魅力 道の駅から 読売新聞 2022年8月2日
[新聞記事] 高齢者叙勲（1日） 読売新聞 2022年8月2日
[新聞記事] 来月から半年分 水道基本料免除 東庄町 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 災害時にペットと避難へ 飼い主向け初の協定 山武市と2団体 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】東庄ポーク＆ビア夏祭り 3年続け中止 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・3議案可決し閉会 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 「平和の像」に市民の千羽鶴 9万8千羽 広島、長崎へ 戦後77年 被爆地に祈り 匝瑳 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 匝瑳市役所職員を殴った疑い 千葉日報 2022年8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／行政機関等のコロナ感染者 1日発表 千葉日報 2022年8月2日
[新聞記事] 銚子から環境問題啓発 海岸清掃企画 元トライアスロン選手・加藤さん 読売新聞 2022年8月1日
[新聞記事] 【ちばの底力】「灯台コーラ」 故郷の光に チョウシ・チアーズ 毎日新聞 2022年8月1日
[新聞記事] 洋上風力 自治体で情報共有 銚子・旭など全国8市町が協議会 朝日新聞 2022年8月1日
[新聞記事] 建て替え控え仮遷座祭 山武・上横地の八坂神社 千葉日報 2022年8月1日他1紙
[新聞記事] 水上スポーツ 障害者ら満喫 モーターボート、バイクで暑さ撃退！ 中学生も協力 香取・黒部川 千葉日報 2022年8月1日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数／9507人感染4人死亡 クラスター11件 前週比1000人増 千葉日報 2022年8月1日
[新聞記事] 横芝光、酒酔い運転容疑 千葉日報 2022年8月1日


