
習志野市関係新聞記事索引　平成１４年（２００２年）１１月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

県教育功労者 H14.11.1 千葉 教育

古代米の給食を楽しむ H14.11.1 毎日 小学校

芝園清掃工場が完成 H14.11.1 千葉 環境

粟生高校６冠　ボクシング少年フェザー級 H14.11.1 千葉 スポーツ

ろうきん旗争奪少年野球県大会あす開幕 H14.11.1 千葉 スポーツ

ボクシングで３選手が優勝　高知国体 H14.11.1 読売 スポーツ

習志野・粟生が連続「高校３冠」　ボクシング H14.11.1 産経 スポーツ

秋の褒章に８２１人 H14.11.2 千葉 表彰等

県内から２８人受賞 H14.11.2 毎日 表彰等

道ひとつ報われた労苦　秋の褒章 H14.11.2 東京 表彰等

教育功労者の１１６人２１団体表彰 H14.11.2 産経 教育

焼却炉が本格稼働　“火種”となった新清掃工場 H14.11.2 千葉 環境

習志野に新清掃工場　有毒物質発生抑制 H14.11.2 朝日 環境

環境配慮の新清掃工場 H14.11.2 読売 環境

習志野の清掃工場完成 H14.11.2 産経 環境

新清掃工場が稼働 H14.11.2 東京 環境

１部MVPは中澤　県大学野球リーグ H14.11.2 千葉 スポーツ

勲一等・本県関係の受章者 H14.11.3 千葉 表彰等

秋の叙勲受章者 H14.11.3 朝日 表彰等

１８９人に栄誉　秋の叙勲 H14.11.3 読売 表彰等

県内から１８９人受章 H14.11.3 毎日 表彰等

地道な努力に栄誉　秋の叙勲 H14.11.3 産経 表彰等

秋の叙勲受章者 H14.11.3 日経 表彰等

秋の叙勲　県内から１９１人受章 H14.11.3 東京 表彰等

地域に根付くか「生活ホーム」 H14.11.3 朝日 福祉

６５チームが熱戦展開　ろうきん県少年野球大会 H14.11.3 千葉 スポーツ

企業選抜１０得点　「社会人対大学」野球 H14.11.3 千葉 スポーツ

酒飲んで運転し４１歳にけが負わす（※） H14.11.4 千葉 事件・事故

谷津サザナミ粘り勝ち　ろうきん県少年野球 H14.11.4 千葉 スポーツ

なじみの曲も次々と　習志野シンフォニックブラス演奏会 H14.11.5 千葉 文化
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

脳内イメージを具現 H14.11.5 千葉 文化

館山のホテルに委託　習志野市運営の国民宿舎 H14.11.6 朝日 行政

救急救命士国家試験合格者 H14.11.6 千葉 消防・防災

国家試験合格者　救急救命士 H14.11.6 毎日 消防・防災

湿地保全理解求めて H14.11.6 読売 谷津干潟

陸から水上の世界へ挑戦！！ H14.11.7 千葉 人物・団体

建築物環境衛生管理技術者国家試験合格者 H14.11.7 千葉 建設・住宅

木更津中央２連覇　県高校野球ＯＢ大会 H14.11.7 千葉 スポーツ

第５７回県高校男子駅伝競走大会の成績 H14.11.7 毎日 スポーツ

県代表に前田ら　高校ライフル射撃東関東予選 H14.11.8 千葉 スポーツ

知事賞に匝瑳さんら　小中学生読書感想文コンクール H14.11.9 千葉 図書館・読書

千葉日報社社会福祉賞受賞者・団体 H14.11.9 千葉 福祉

色淡く上品に　谷津バラ園 H14.11.9 毎日 園芸

実りの季節祝う　朝取れ野菜に人気 H14.11.12 千葉 農業

第２４回「東京書作展」　入賞・入選作決まる H14.11.13 東京 文化

館山のホテルが運営引き継ぎへ　習志野市営の国民宿舎「しおさい」 H14.11.14 千葉 行政

習志野・窃盗容疑の男を逮捕（※） H14.11.15 毎日 事件・事故

「Ｐ・Ｐネット」で防犯強化 H14.11.16 千葉 警察・防犯

新聞作りに挑戦　習志野市立袖ヶ浦西小の２０人 H14.11.16 読売 小学校

体育研究大会で県功労者ら表彰 H14.11.16 産経 スポーツ

納税功労者らにねぎらい H14.11.17 千葉 社会

ごみ問題乗り越え H14.11.18 毎日 谷津干潟

日報書写教室 H14.11.18 千葉 文化

谷津干潟の生物観察 H14.11.19 千葉 谷津干潟

名古屋に学び湿地を守れ H14.11.19 毎日 谷津干潟

習志野市二つの水道　それってなぜ？ H14.11.20 毎日 都市計画

県高校新人テニス H14.11.20 千葉 スポーツ

介護保険利用手続きなど援助 H14.11.21 読売 福祉

レベル高い研究披露　千葉工大で学生研究発表会 H14.11.21 千葉 大学等

２中学生体育館放火　「窓割ったが、騒ぎにならなかった」 H14.11.21 朝日 事件・事故
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小学校に放火容疑２中学生書類送検 H14.11.21 読売 事件・事故

小学校の窓ガラス割り体育館に放火 H14.11.21 毎日 事件・事故

学校放火で中学生２人書類送検 H14.11.21 産経 事件・事故

タンクローリー　トラックに追突（※） H14.11.21 東京 事件・事故

２００３年度県固定資産税評価替えの基準宅地価格 H14.11.22 千葉 社会

県平均３７％下落　固定資産税基準地価 H14.11.22 東京 社会

年末商戦、王監督も応援　ダイエー H14.11.22 千葉 経済・商業

初王援　ダイエー年末商戦必勝態勢 H14.11.22 産経 経済・商業

特養ホームに新米５０キロ贈る H14.11.22 毎日 福祉

市長賞に安生さん　習志野市観光写真コンテスト H14.11.23 千葉 文化

都市財政の悪化加速　２００１年度全国６７２市決算 H14.11.25 日経 行政

平均１４．９％の下落　基準宅地評価額 H14.11.26 読売 社会

県平均３７％ダウン　基準地価 H14.11.26 産経 社会

鴨川市営の国民宿舎「望洋荘」来春に廃止 H14.11.26 産経 行政

全国中学生人権作文コンテスト H14.11.26 千葉 中学校

記念貴重書展に「エッフェル」　日大生産工学部５０周年 H14.11.26 千葉 大学等

県高校新人ソフトテニス H14.11.26 千葉 スポーツ

県高校定通新人大会 H14.11.27 千葉 スポーツ

県中学新人ハンド H14.11.27 千葉 スポーツ

木村被告に懲役７年　船橋の男性刺殺で地裁（※） H14.11.28 千葉 事件・事故

最優秀賞に磯貝さんら　県中学人権作文で表彰式 H14.11.28 千葉 中学校

最優秀賞に近藤さんら　小中高校書道作品紙上展 H14.11.28 毎日 文化

習志野圧勝でＶ３　県高校新人体操 H14.11.28 千葉 スポーツ

勝田台、有秋下し優勝　県中学新人野球 H14.11.29 千葉 スポーツ

９月に態度表明へ　来春の選挙で荒木市長 H14.11.30 千葉 市議会

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。


