
習志野市関係新聞記事索引　平成２０年（２００８年）７月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

知事・市長の所得一覧 H20.7.1 朝日 社会

県内市長の所得一覧 H20.7.1 毎日 社会

虚偽の住所で運転免許更新（※） H20.7.1 東京 事件・事故

公衆衛生向上に貢献４浴場に市長感謝状 H20.7.1 千葉 表彰等

５８歳はねられ死亡（※） H20.7.3 千葉 事件・事故

はねられ男性死亡（※） H20.7.3 読売 事件・事故

車にはねられ男性死亡（※） H20.7.3 東京 事件・事故

全国高校野球西千葉大会　チーム紹介 H20.7.3 毎日 スポーツ

津田沼駅で乗客が電車と接触 H20.7.4 千葉 事件・事故

めざせ甲子園　出場校のプロフィール H20.7.4 千葉 スポーツ

全国高校野球西千葉大会　チーム紹介 H20.7.4 毎日 スポーツ

岩手・宮城県に義援金　習志野市議団など H20.7.6 千葉 社会

振り込め詐欺未然防止盗撮を発見取り押さえ　習志野署が感謝状 H20.7.7 千葉 警察・防犯

毎日賞に県内から１３人　毎日書道展 H20.7.7 毎日 文化

高３男子を家裁送致　習志野の女子高生刺傷 H20.7.8 千葉 事件・事故

高３家裁送致 H20.7.8 読売 事件・事故

「エレベーター必要」　習志野署、市、国交省が視察 H20.7.8 千葉 都市計画

質、量ともに充実　６月度書道展入選作 H20.7.8 毎日 文化

習志野で身元不明死体 H20.7.9 千葉 事件・事故

海上に遺体 H20.7.9 読売 事件・事故

習志野の海岸で男性の遺体発見 H20.7.9 毎日 事件・事故

高３女子刺した同級生家裁送致 H20.7.9 毎日 事件・事故

習志野の海岸に身元不明死体 H20.7.9 東京 事件・事故

毎日書道展　県内の入選者 H20.7.9 毎日 文化

ドイツの味脈々と　習志野俘虜収容所 H20.7.10 毎日 郷土

西千葉大会 H20.7.10 朝日 スポーツ

県勢の全国選手権大会全戦績 H20.7.10 朝日 スポーツ

西千葉 H20.7.10 産経 スポーツ

西千葉大会 H20.7.10 東京 スポーツ

大会出場校を紹介　夏の高校野球特集 H20.7.11 千葉 スポーツ
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

高校野球特集 H20.7.11 読売 スポーツ

ドイツ兵の生活を音楽で体感　習志野市の演奏家ら H20.7.12 毎日 文化

きょうの試合 H20.7.12 毎日 スポーツ

タクシー運転手の指かむ（※） H20.7.13 千葉 事件・事故

延長１１回サヨナラ安打　東邦大付土川投手 H20.7.13 朝日 スポーツ

東邦大付延長サヨナラ H20.7.13 毎日 スポーツ

夏の高校野球 H20.7.13 東京 スポーツ

千葉南が逆転勝ち H20.7.15 千葉 スポーツ

市原臨海球場 H20.7.15 朝日 スポーツ

津田沼の商店街魅力に触れて　商店会がMAP作製 H20.7.16 毎日 経済・商業

習志野３安打完封 H20.7.16 千葉 スポーツ

西千葉 H20.7.16 朝日 スポーツ

友との二人三脚「楽しかった」 H20.7.16 東京 スポーツ

習志野でステンレス製ふた盗まれる H20.7.18 千葉 事件・事故

習志野市内で側溝ふた２１枚盗まれる H20.7.18 毎日 事件・事故

習志野で金属盗まれる H20.7.18 東京 事件・事故

創価学会を中傷永田元議員立件へ　千葉地検 H20.7.18 東京 裁判・訴訟

暑き日の水辺で　オナガ H20.7.18 東京 谷津干潟

検見川が競り勝つ H20.7.18 千葉 スポーツ

１点差の悲喜　全国高野球選手権大会記念大会西千葉大会 H20.7.18 朝日 スポーツ

Aシード順当勝ち　習志野も接戦の末涙 H20.7.18 毎日 スポーツ

市立船橋１６強入り　千葉経大付など快勝 H20.7.18 東京 スポーツ

永田元議員を略式起訴　創価学会への名誉棄損罪 H20.7.19 千葉 裁判・訴訟

習志野に複合福祉拠点　住民提案生かしエステも H20.7.21 千葉 福祉

松戸・第五中など１０校が金賞受賞　県吹奏楽コン開幕 H20.7.21 朝日 文化

３０回目迎えた「こどもまつり」 H20.7.22 東京 レジャー

従業員向け連絡バス　スタートトゥデイ H20.7.23 日経 経済・商業

市職員の採用年齢引き上げ　事務職などで３-４歳 H20.7.24 千葉 行政

２９人が二次予選進出　ちば音楽コンクール第一次予選通過者 H20.7.24 千葉 文化

万緑の中で　コゲラ H20.7.25 東京 谷津干潟
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第５０回県吹奏楽コンクール H20.7.26 朝日 文化

環境テーマに市民講座　９月、市内３大学と連携 H20.7.27 千葉 環境

祭りで暑さ吹き飛ばせ　熱狂！サンバパレード H20.7.28 千葉 レジャー

西千葉大会 H20.7.28 朝日 スポーツ

乳幼児医療費を無料に小学生の入院も対象　来月から習志野市 H20.7.29 千葉 行政

乳幼児の医療費習志野市無料化　小学生の入院費も H20.7.29 毎日 行政

幅広い人材確保へ　受験年齢引き上げ H20.7.29 東京 行政

子供医療費助成を充実 H20.7.30 読売 行政

世界最大規模のごみ拾いに挑戦　東京湾岸などで１９万人 H20.7.31 千葉 環境

ちば音楽コンクール第一次予選通過者 H20.7.31 千葉 文化

０８高校総体　ボクシング H20.7.31 千葉 スポーツ

てんとうむしで長寿楽しく　骨折防止の体操DVD製作、販売 H20.7.31 東京 福祉
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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。


