
◇2022年9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] 【つくろう、使おう地場産堆肥】〝畜畜連携〟で省力化 豚ぷん使い飼料増産 千葉県旭市の自給生産組合 日本農業新聞 2022年9月30日
[新聞記事] 魅力最低レベル「返上！」 山武中生徒、市長に「向上策」 地域資源で特産品、地域キャラ活用･･･ 毎日新聞 2022年9月30日
[新聞記事] 県東部地区吹奏楽祭 2日に3年ぶり開催 旭の東総文化会館 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 飯岡 鹿島 マダイ期待大 犬吠 ホウボウ活発 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・給付金支給など可決／大網白里市・条例案など11議案 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 【SDGｓちば】農業 やりがい深掘り 千葉大生 サツマイモ収穫体験 泊まり込み作業 香取・芝山農園 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 交流待ちわび 笑顔届ける 慈善団体、踊りや童謡 九十九里の児童福祉施設 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 成田ターミナル集約 29年めど 千葉日報 2022年9月30日
[新聞記事] 銚子・六中地域活性化委　学校跡地で「文化祭」　JAちばみどりも参加 日本農業新聞 2022年9月29日
[新聞記事] 山武の運送業者3200万円脱税疑い　東京国税局が告発 千葉日報 2022年9月29日他1紙
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町 千葉日報 2022年9月29日
[新聞記事] 市立本城幼稚園 閉園へ　銚子　園児数減少で本年度末 千葉日報 2022年9月29日
[新聞記事] 行政機関等のコロナ感染者 28日発表 千葉日報 2022年9月29日
[新聞記事] 9人死亡1900人感染　県内コロナ　クラスター新たに9件 千葉日報 2022年9月29日
[新聞記事] ベトナム籍7人逮捕 県北東部 空き巣関与か 窃盗など容疑 読売新聞 2022年9月28日
[新聞記事] 1人4万円 高校生以下に支給 九十九里町、物価高対策で 朝日新聞 2022年9月28日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・補正予算など可決／香取市・補正予算など可決 千葉日報 2022年9月28日
[新聞記事] 説明会に24陣営 来月の匝瑳市議選 千葉日報 2022年9月28日
[新聞記事] 安倍元首相 国葬 24市が半旗、13市弔意示さず 県内全市アンケ 千葉日報 2022年9月28日
[新聞記事] 強盗容疑 現行犯逮捕 香取署 読売新聞 2022年9月27日
[新聞記事] 【ほぼ実物大ニュース】巨大水槽に3000匹 九十九里「いわし資料館」のマイワシ 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 海の環境、楽しく学ぶ 銚子で啓発イベント 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 苦境の銚電事例 地方鉄道考える 来月2日、セミナー 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 学問切り口に忠敬紹介 記念館で2年ぶり企画展 香取 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 魅力度向上 市長に提案 全国最下位受け山武中生徒 サンブスギを将棋駒に 廃棄イチゴ商品活用を 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 26日午後6時現在 千葉日報 2022年9月27日
[新聞記事] 愛犬と味わう コース料理 山武のレストラン ドッグルーム新設 読売新聞 2022年9月26日
[新聞記事] 事後強盗容疑 茨城の男逮捕 千葉日報 2022年9月26日
[新聞記事] ジェット機と綱引き大会！！ 親子130人、力合わせ 100トン、18メートル動かす 成田空港3年ぶり開催 千葉日報 2022年9月26日他2紙
[新聞記事] 香取小江戸マラソンPR 商業施設でイベント 来月12日まで ランナー募集 千葉日報 2022年9月26日
[新聞記事] 神崎町活性化へ 25万円寄付 明治安田生命 千葉日報 2022年9月26日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 25日午後6時現在 千葉日報 2022年9月26日
[新聞記事] 【いいね！探訪記】沈んだ後にも、ときめく光 刑部岬（千葉県旭市） 日本農業新聞 2022年9月25日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編】胃がん・ロボ支援 高い安全性 読売新聞 2022年9月25日
[新聞記事] 【ひと ちば】元鉄道マン 銚電てこ入れ 銚子市地域おこし協力隊員 西上さん 毎日新聞 2022年9月25日
[新聞記事] 大網白里で酒気帯び運転容疑 千葉日報 2022年9月25日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 24日午後6時現在 千葉日報 2022年9月25日
[新聞記事] 県内大雨 香取で崖崩れ 住宅に土砂、一部損壊 台風15号 千葉日報 2022年9月25日他1紙
[新聞記事] なんで私がWBC？父の祖国の代表に　パキスタンから出場 城西国際大のサンドゥ選手 朝日新聞 2022年9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9月24日
[新聞記事] 九十九里浜 砂浜回復へ　県が30年計画推進 読売新聞 2022年9月23日
[新聞記事] 大震災時の記憶 児童に語り継ぐ　当時中学3年 旭の若者ら防災教室 朝日新聞 2022年9月23日
[新聞記事] 【釣り】飯岡 肉厚ヒラメ浮上、片貝 ハナダイ順調 千葉日報 2022年9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9月23日
[新聞記事] 【ひろば】読者のコーナー 千葉日報 2022年9月23日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・補正予算案など可決 千葉日報 2022年9月23日
[新聞記事] 令和の佐原囃子 後世に 千葉日報 2022年9月23日
[新聞記事] 【ちば令和の女性リーダー】市町長、全国屈指の5人 千葉日報 2022年9月23日
[新聞記事] 空き巣 県北東部急増 旭で被害8倍に 6署管内 3倍以上 読売新聞 2022年9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9月22日
[新聞記事] 選挙公費負担「必要なし」酒々井町議会 制度導入の条例案可否 県内唯一、統一選に影響も 千葉日報 2022年9月22日
[新聞記事] 秋季県高校野球 試合結果 千葉日報 2022年9月22日
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・補正予算可決、閉会／九十九里町・教育長再任を可決 千葉日報 2022年9月22日
[新聞記事] 暗い夜道 安全意識を 佐原駅前で呼びかけ 女優・佐藤藍子さん一日署長 香取 千葉日報 2022年9月22日
[新聞記事] 独の同年代と遠隔交流 五輪ホストタウン縁に 旭の中学生 千葉日報 2022年9月22日
[新聞記事] 暗い夜道 ライト点灯 お早めに　香取 朝日新聞 2022年9月21日
[新聞記事] 旭に「日本一身近な海」づくり　官民で移住促進狙う 朝日新聞 2022年9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／行政機関等のコロナ感染者 20日発表 千葉日報 2022年9月21日
[新聞記事] 台風14号　県内交通網一部乱れる 千葉日報 2022年9月21日
[新聞記事] バス置き去り防げ　銚子　園児がクラクション訓練 千葉日報 2022年9月21日他1紙
[新聞記事] 2022年 県内の基準地価 千葉日報 2022年9月21日
[新聞記事] 【市議会・町村議会だより】東金市、多古町 千葉日報 2022年9月21日
[新聞記事] ロボと一緒 銚電旅満喫 千葉日報 2022年9月21日他1紙
[新聞記事] 高級しょうゆの「玄蕃蔵」蔵出し　銚子・ヒゲタ 毎日新聞 2022年9月20日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 19日午後5時現在 千葉日報 2022年9月20日
[新聞記事] 【輝く！千葉の企業 日本政策金融公庫レポート】株式会社いとう商店(旭市) 千葉日報 2022年9月20日
[新聞記事] 地元農家と稲刈り　大網白里 千葉日報 2022年9月20日
[新聞記事] 多古米収穫で秋実感　都市部の家族連れら62人 千葉日報 2022年9月20日
[新聞記事] お城開き前にイベント　多古 千葉日報 2022年9月20日
[新聞記事] 香取　コスモス咲き誇る 千葉日報 2022年9月20日
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[新聞記事] コスモス 風に揺れ　香取 読売新聞 2022年9月19日
[新聞記事] 強まる風雨 早くも影響　高校野球一部中止　県内停電や交通乱れ 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 香取で震度3 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】第2日 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 18日午後5時30分現在 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 2851人感染6人死亡　県内コロナ 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 小江戸佐原の町並み　クラシックカー疾走 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 【オトコン】光ウィンドが全国へ　東関東吹奏楽コン 大学、職場・一般 朝日新聞 2022年9月19日
[新聞記事] 東京駅行き運行始まる　横芝光ICにバス停 千葉日報 2022年9月19日
[新聞記事] 成田空港騒音測定 全103か所で基準内 読売新聞 2022年9月18日
[新聞記事] 【オトコン】東関東吹奏楽コン中学B 朝日新聞 2022年9月18日
[新聞記事] ロボットと電車でおでかけ　未来先取り 銚電に全国から愛好家 朝日新聞 2022年9月18日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】第1日 千葉日報 2022年9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30分現在 千葉日報 2022年9月18日
[新聞記事] 10人死亡3305人感染　高校、保育園などでクラスター 千葉日報 2022年9月18日
[新聞記事] 資材高 支援を要請 千葉・JA山武郡市が市町に 日本農業新聞 2022年9月17日
[新聞記事] 旭で衝突事故 死亡 読売新聞 2022年9月17日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】第44回 よみうり写真大賞／フィッシング 読売新聞 2022年9月17日
[新聞記事] 住民側の訴え 控訴審も棄却 山武の談合 賠償金減額 朝日新聞 2022年9月17日
[新聞記事] 今年も出来栄え良好 限定生産しょうゆ出荷 ヒゲタ醤油 千葉日報 2022年9月17日
[新聞記事] 旅にわくわく感を 成田空港エール人気 銚子の醸造会社と開発 千葉日報 2022年9月17日
[新聞記事] 【ＳＤＧｓちば】目標達成 大切なことは？ カードゲームで学ぶ 成田国際高教諭が指導 香取・新島中１、2年生 千葉日報 2022年9月17日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・補正予算案など可決 千葉日報 2022年9月17日
[新聞記事] 収穫体験に家族笑顔 千葉県香取市 日本農業新聞 2022年9月16日
[新聞記事] 【ホッと絵手紙】香取市・菅谷さん、芹川さん 読売新聞 2022年9月16日
[新聞記事] 【秋季高校野球】予選突破 64チーム激闘 あす 県大会が開幕 朝日新聞 2022年9月16日
[新聞記事] 飯岡 マダイ食い 活発 波崎 イナダ好感触 千葉日報 2022年9月16日
[新聞記事] 体操で運動不足解消 佐原、3年ぶりイベント 千葉日報 2022年9月16日
[新聞記事] 着物を洋服に リメーク作品展 東金、あすから 千葉日報 2022年9月16日
[新聞記事] デジタル地図 佐原観光 便利に 地元店支援、回遊性向上も 香取 千葉日報 2022年9月16日
[新聞記事] 県内15人死亡3872人感染 新規クラスターは7件 千葉日報 2022年9月16日
[新聞記事] 短根ゴボウ最盛 秋の香り、食感楽しんで 千葉・JA山武郡市 日本農業新聞 2022年9月15日
[新聞記事] 空港ターミナル集約へ 「構想」案に目玉事業 NAA 千葉日報 2022年9月15日他3紙
[新聞記事] 匝瑳、殺人未遂容疑 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 大網白里、酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 14日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 14日発表 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 【町村議会だより】東庄町・2議案可決し閉会 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 震災後世代に防災教室 旭、当時の中学生有志 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 人道支援 がっちり協力 多古で慈善プロレス ウクライナ避難民観戦「日本人の行動に感動」 千葉日報 2022年9月15日
[新聞記事] 肥料高に11.5億円 省エネ支援も 千葉県9月補正予算案 日本農業新聞 2022年9月14日
[新聞記事] 青パパイア出荷開始 高品質めざす 千葉・銚子組合 日本農業新聞 2022年9月14日
[新聞記事] 新規クラスター9件 県内コロナ／行政機関等のコロナ感染者 13日発表 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 2023年度 県内私立小・中・中等教育・高校生徒募集要項 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・補正予算など10議案 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 高齢者の安全確保へ協定 山武市×セイミヤ×山武署 移動スーパー運行開始 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 旭農高が衛生認証 牛、豚、鶏の3部門 農場HACCP 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 「空港の仕事って？」 児童に成田社員ら授業 地元就職増へ横芝光町企画 毎日新聞 2022年9月14日
[新聞記事] 子ガメ続々 住民が歓声、太平洋へ18匹放流 産卵、ふ化率調査 横芝光の屋形海岸 千葉日報 2022年9月14日
[新聞記事] 千葉の花、植木PR　花と緑の会展示商談会 日本農業新聞 2022年9月13日
[新聞記事] 県内「住み続けたい街」ランキング 大東建託調べ　印西市V2 朝日新聞 2022年9月13日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 12日午後5時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 12日発表 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] 看板撤去訴訟で上告　成田空港反対派 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] スロットコイン不正使用　香取　消防士を停職1カ月 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] 【バスケットボール】男女8強決まる　全国高校選手権県予選 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] 旭市　職員対象に防災訓練　避難所開設手順など確認 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] ひょう害梨販売 被害農家を応援　道の駅東金 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] 【房総台風豪雨3年】道路冠水 園児ら孤立　山武「普段通り」心がけ 千葉日報 2022年9月13日
[新聞記事] 【オトコン】県勢2校、東日本へ 東関東吹奏楽コン高校B 朝日新聞 2022年9月11日
[新聞記事] 質問攻め模擬会見 冷や汗 3時間で準備「発表文で精いっぱい」 千葉科学大 危機管理学ぶ学生が演習 朝日新聞 2022年9月11日
[新聞記事] 一線署に女性課長2人 飲酒運転対策を強化 県警人事 千葉日報 2022年9月11日
[新聞記事] 利根川に身元不明遺体 銚子署 千葉日報 2022年9月11日
[新聞記事] 銚電でCAと児童交流 飛行機の魅力PR スプリング・ジャパン 千葉日報 2022年9月11日他2紙
[新聞記事] 観光の目玉にピザを 城国大生、県産食材使い開発 きょうまで販売 海の駅九十九里 千葉日報 2022年9月11日
[新聞記事] 県内12人死亡 3972人感染 新規クラスター3件 コロナ 千葉日報 2022年9月11日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 9日午後7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9月10日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】64校対戦決まる　夏に続き有観客 千葉日報 2022年9月10日
[新聞記事] 鹿島 ヒラメ良型複数浮上 大洗 狙えるクロメバル 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 児童買春の疑い 旭署 千葉日報 2022年9月9日他3紙
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 8日午後7時現在／行政機関等のコロナ感染者 8日発表 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 【軟式野球】第1回大網白里市長杯争奪大網白里ヤング大会 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 市民芸術家の作品展示 大網白里・デジタルでも公開 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 旧市立第六中で「地域文化祭」 跡地活用、18日イベント 銚子 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 【ひろば】五感を刺激 同級生の「二人展」 千葉日報 2022年9月9日
[新聞記事] 「黒潮の湯」自宅でどうぞ 温泉スタンドを開設 銚子・犬吠埼ホテル 朝日新聞 2022年9月8日
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[新聞記事] 物価高騰対策で全世帯に給付金 旭市方針 千葉日報 2022年9月8日
[新聞記事] 五輪レガシーの木材活用 観光案内所を改装 東金・道の駅 千葉日報 2022年9月8日
[新聞記事] 金坂氏4選出馬表明 「発展に力尽くす」 大網白里市長選 千葉日報 2022年9月8日他3紙
[新聞記事] 反戦訴え 92歳の使命 「熱さ、痛さ、怖さ」街頭立ち体験談 山武・池田さん 露軍侵攻抗議 毎日新聞 2022年9月7日
[新聞記事] 大太鼓 迫力の演技 1位 流山・荒川さん 2位 東金・稲垣さん 東日本・北日本大会 毎日新聞 2022年9月7日
[新聞記事] 【秋季県高校野球 敗者復活戦】22チーム県大会名乗り 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 岩田氏８選出馬表明 「山積課題に全力」 東庄町長選 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 子どもの居場所オープン 困窮したら一時避難を 東金 NPO運営「おひさまの家」 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 【市町村議会だより】銚子市・一般質問12日から／多古町・20議案提出／神崎町・8議案可決／東庄町・補正予算など9議案 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] うまく稲刈りできた！ 4～6年生が収穫体験 旭・豊畑小 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 新成人 街の将来語る 平山町長と意見交換 多古 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 18人死亡3986人感染 新規クラスター11件 県内 千葉日報 2022年9月7日
[新聞記事] 子の孤立防ぐ 第3の居場所 東金に開所 カフェ、避難部屋備える 毎日新聞 2022年9月6日
[新聞記事] 8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9月6日
[新聞記事] 無資格者に機材を使用などさせた疑いで造園会社を書類送検 朝日新聞 2022年9月6日
[新聞記事] 【市議会だより】旭市・漁業振興基金案を提出 千葉日報 2022年9月6日
[新聞記事] 2930人感染 23人死亡 1カ月半ぶり3千人下回る 県内コロナ／行政機関等のコロナ感染者 5日発表 千葉日報 2022年9月6日
[新聞記事] 銚子みなとまつり花火大会の代替行事を11月に開催 毎日新聞 2022年9月5日
[新聞記事] 「小江戸」佐原 精巧に 橋本さん作ドールハウス 観光案内施設で展示 毎日新聞 2022年9月5日
[新聞記事] 反対同盟の控訴 東京高裁が棄却 成田空港看板撤去訴訟 朝日新聞 2022年9月5日
[新聞記事] 子どもの居場所 地域で見守る 家庭の問題や困窮からの自立 親も含め支援 東金にNPO開設 交流拠点と居室を備えた「おひさまの家」 朝日新聞 2022年9月5日他1紙
[新聞記事] 返礼品に電子感謝券 山武市、来月導入へ ふるさと納税 千葉日報 2022年9月5日
[新聞記事] 4952人感染10人死亡 10日連続前週下回る 県内コロナ 千葉日報 2022年9月5日
[新聞記事] 反対派の控訴棄却　成田空港用地 仮執行認める　高裁判決 毎日新聞 2022年9月4日
[新聞記事] 千葉で震度3 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 【秋季県高校野球】敗者復活戦 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 地域おこし協力隊に川辺さん　多古町　SNSで魅力発信 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 3日午後5時30分現在 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・補正予算など16議案 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 動植物を守ろう！！　横芝光の海岸　保護柵張り替え 千葉日報 2022年9月4日
[新聞記事] 【読者のニュース写真・佳作】「空梅雨でも鮮やかに」 林さん（旭市） 読売新聞 2022年9月3日
[新聞記事] 旭市が給付金 全世帯1万円 読売新聞 2022年9月3日
[新聞記事] 銚子市物価対策 給食費を無料化 来月から半年 読売新聞 2022年9月3日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2022年9月3日
[新聞記事] 津波フラッグで避難誘導 ライフセーバーが参加し訓練 銚子 朝日新聞 2022年9月3日
[新聞記事] 反対派看板二審も撤去命令 成田空港、仮執行認める 千葉日報 2022年9月3日
[新聞記事] 警察学校賭博24人処分 中心的役割6人減給 県警 千葉日報 2022年9月3日他3紙
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・接種経費など10議案／大網白里市・条例案など提出／九十九里町・専決処分など18議案 千葉日報 2022年9月3日
[新聞記事] 佐原駅前施設 12月25日開館 多世代交流に期待 伊能忠敬由来の愛称、ロゴ公表 千葉日報 2022年9月3日
[新聞記事] 死者拡大 第7波 オミクロン株感染爆発で 持病悪化、高齢者にリスク 入院高止まり、警戒続く 千葉日報 2022年9月3日
[新聞記事] 【サツマイモ】規格確認、25万ケース計画 千葉・JAかとり 日本農業新聞 2022年9月2日
[新聞記事] 飯岡 大アラ7.6キロ浮上 片貝 ヒラメ全面解禁 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 1日午後6時現在／行政機関等のコロナ感染者 1日発表 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・農漁業者など支援／東金市・電気料金高騰に対応／山武市・新病院に市有地出資 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] 新校舎に木のぬくもり 山武・松尾小 壁に特産サンブスギ 全教室 電子黒板 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] 佐原の大祭 秋も開催 3年ぶり、来月7～9日 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] 日焼け顔 にぎやか 7波下の新学期 元気に登校 千葉日報 2022年9月2日
[新聞記事] ベニアズマ有利販売へ 査定会で規格確認 JAちばみどり北総台地研究会 日本農業新聞 2022年9月1日
[新聞記事] 女性農業者育成へ 香取農業事務所主催 サツマイモの研修会 日本農業新聞 2022年9月1日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数 31日午後6時30分現在／行政機関等のコロナ感染者 31日発表 千葉日報 2022年9月1日
[新聞記事] 筆に気持ち込め、力作そろう 優秀作品62点と入賞者676人紹介 第71回千葉県小・中・高校席書大会 千葉日報 2022年9月1日
[新聞記事] 高齢者叙勲（1日） 千葉日報 2022年9月1日
[新聞記事] ごみ袋足りない！ 銚子市 旧指定袋を臨時販売 コロナで生産減、需要増 千葉日報 2022年9月1日
[新聞記事] 【コロナ関連情報】水郷おみがわ花火大会中止 千葉日報 2022年9月1日


