
習志野市関係新聞記事索引　平成１４年（２００２年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

県職員人事異動　係長・主査級 H14.4.1 千葉 行政

習志野で男性重傷事故（※） H14.4.1 産経 事件・事故

学力向上事業で県内１９校を指定 H14.4.2 産経 教育

辻本氏の告発状東京地検に提出 H14.4.2 朝日 市議会

辻本前衆院議員を習志野市議が告発 H14.4.2 千葉 市議会

若い視点で未来創造へ　あす、初の青年模擬議会 H14.4.2 千葉 人物・団体

バスケットボール　第２１回ママさん交歓大会県予選会 H14.4.2 読売 スポーツ

京葉銀行人事　千葉興業銀行人事 H14.4.2 千葉 人物・団体

気持ち新た新年度スタート H14.4.2 読売 人物・団体

京葉港地区の土地を分割売却　県企業庁 H14.4.3 日経 経済・商業

６日一斉に開幕　県大学野球春季リーグ戦 H14.4.3 千葉 スポーツ

楽しく「手話」学ぶ　市民対象に講習会 H14.4.3 千葉 福祉

第１８回成田山全国競書大会入賞者 H14.4.3 読売 文化

女児尾行する男がいた　６５００世帯にビラ配布 H14.4.4 読売 事件・事故

作品紹介　千葉YPCチャレンジコンテスト H14.4.4 読売 文化

市の将来像豊かに描く　模擬議会を初開催 H14.4.5 千葉 人物・団体

逃走中６件の事故　埼玉の無職男逮捕（※） H14.4.6 千葉 事件・事故

千葉から習志野車逃走３時間余　パトカー、ヘリで追跡（※） H14.4.6 読売 事件・事故

「芋焼きのファミリー」　全日写連第１回モノクロ・モノトーン公募展県本部長賞 H14.4.6 朝日 文化

明日をひらく絵画　第２０回上野の森美術館大賞展 H14.4.6 産経 文化

花散るも住民パワー満開　きょう「ハミングさくらまつり」 H14.4.7 千葉 レジャー

都会の中の自然ワクワク！！散策　習志野の森で自然観察会 H14.4.9 千葉 自然

昔から一帯の地名　船橋市内なのに「習志野」？ H14.4.10 毎日 郷土

京葉港工業用地きょうから分譲 H14.4.10 千葉 経済・商業

春季県高校野球ブロック予選 H14.4.11 千葉 スポーツ

教科書に新京成電鉄　高校の「日本史A」 H14.4.12 朝日 教育

春季県高校野球ブロック予選 H14.4.12 千葉 スポーツ

住民参加の学校運営　習志野・秋津小など指定 H14.4.13 千葉 教育

「地域主導型」学校に９校を指定 H14.4.13 毎日 教育

春季県高校野球ブロック予選 H14.4.14 千葉 スポーツ
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県大学野球春季リーグ戦 H14.4.14 千葉 スポーツ

分かりやすく操作性も向上　習志野市のHPリニューアル H14.4.16 千葉 行政

津田沼―羽田空港高速バス増便へ　京成電鉄が１８日から H14.4.16 読売 交通

３人組の男侵入経営者殴り逃走 H14.4.16 千葉 事件・事故

習志野・マンション侵入の３人組に襲われけが H14.4.16 毎日 事件・事故

春季県高校野球大会地区予選　県大学野球春季リーグ戦 H14.4.16 朝日 スポーツ

千葉、延長サヨナラ　春季県高校野球ブロック予選 H14.4.16 千葉 スポーツ

野球　県大学春季リーグ戦 H14.4.16 読売 スポーツ

朝日アマ囲碁十傑戦　津田沼大会は大山さん優勝 H14.4.16 朝日 文化

介護保険事業者のガイドブック作成 H14.4.17 毎日 福祉

薬剤師合格者 H14.4.18 朝日 医療

薬剤師国家試験合格者 H14.4.18 読売 医療

国家資試験合格者　薬剤師 H14.4.18 毎日 医療

薬剤師国家資格合格者 H14.4.18 東京 医療

津田沼支店を新設　中央労働金庫 H14.4.18 千葉 経済・商業

津田沼中第１回生これが“生きざま”　恩師とともに作品展 H14.4.18 千葉 文化

春の渡りの季節に　ホウロクシギ H14.4.18 東京 谷津干潟

まいたうん　大久保野菜直売所 H14.4.19 東京 農業

介護保険事業者ガイドを作製　約２６０件を網羅選択時の一助に H14.4.19 東京 福祉

救急救命士合格者 H14.4.20 読売 医療

４８校が出場２７日に開幕　春季県高校野球大会 H14.4.20 朝日 スポーツ

市船橋軸に４８校激突　２７日から春季県高校野球 H14.4.20 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会組み合わせ H14.4.20 毎日 スポーツ

夏のシード狙い熱戦　春季県高校野球２７日開幕 H14.4.20 読売 スポーツ

都会の人に新鮮な野菜　習志野に直売所設置 H14.4.20 千葉 農業

サッカー　第３２回全国自治体職員選手権大会県予選 H14.4.23 読売 スポーツ

本紙が２施設にこいのぼり寄贈 H14.4.23 産経 福祉

介護保険ガイド作製　事業者情報きめ細かく H14.4.23 千葉 福祉

歯科医師合格者 H14.4.24 朝日 医療

歯科医師国家試験合格者 H14.4.24 千葉 医療
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国家試験合格者　歯科医師 H14.4.24 毎日 医療

県大学野球春季リーグ戦 H14.4.24 朝日 スポーツ

郷土力士番付表 H14.4.25 千葉 スポーツ

５５年前の作品展 H14.4.25 読売 文化

身近な植物に興味を　習志野谷津干潟公園 H14.4.25 千葉 谷津干潟

樹木を名札で紹介　習志野・谷津干潟公園 H14.4.25 読売 谷津干潟

谷津干潟に珍鳥　アカツクシガモ　オオメダイチドリ H14.4.25 読売 谷津干潟

医師合格者 H14.4.26 朝日 医療

医師国家試験合格者 H14.4.26 千葉 医療

国家試験合格者　医師 H14.4.26 毎日 医療

医師合格者 H14.4.26 読売 医療

津田沼店リニューアル　ダイエーで売上高全国１位 H14.4.26 千葉 経済・商業

田中前外相らを習志野市議告発 H14.4.26 産経 市議会

あすから春季県高校野球 H14.4.26 千葉 スポーツ

赤黄オレンジ早くも開花　谷津バラ園 H14.4.27 毎日 園芸

真紀子氏らの告発状不受理　習志野市議が郵送 H14.4.27 千葉 市議会

きょうの試合 H14.4.27 千葉 スポーツ

県大会始まる　春季高校野球 H14.4.28 朝日 スポーツ

習志野打線爆発２１得点　春季県高校野球 H14.4.28 千葉 スポーツ

スポーツ日和ＧＷスタート　野球、サッカー熱戦と宣誓 H14.4.28 読売 スポーツ

格安リサイクル植物も　習志野植木市 H14.4.29 千葉 園芸

「自然の循環」大切さ知る　欧州視察団・中高生１０人の報告 H14.4.29 朝日 環境

頭抱える市役所、団体　習志野のクレストホテル津田沼撤退 H14.4.29 読売 経済・商業

春季県高校野球大会　県大学野球春季リーグ戦 H14.4.29 朝日 スポーツ

習志野、終盤に長打攻勢　春季県高校野球 H14.4.29 千葉 スポーツ

武道大コールド圧勝　県大学野球リーグ H14.4.29 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会 H14.4.29 東京 スポーツ

市船、敗退　春季高校野球県大会 H14.4.29 読売 スポーツ

春の叙勲２２０人に H14.4.29 朝日 表彰等

長年の努力“実る”　春の叙勲 H14.4.29 産経 表彰等
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豊田章一郎氏に勲一等　春の叙勲４６２４人 H14.4.29 千葉 表彰等

長年の功労に光　春の叙勲 H14.4.29 東京 表彰等

喜びの人々 H14.4.29 毎日 表彰等

喜びの受章者 H14.4.29 読売 表彰等

郵政記念日に演歌歌手招く　習志野郵便局 H14.4.29 千葉 通信

訃報 訃報
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◎「事件・事故等」で被害者等の個人のプライバシーに係る記事（記事の後ろに※印）は、別のファイル
に綴っていますので、ご覧になりたい方はカウンターに申し込んで下さい。


