
習志野市関係新聞記事索引　平成２０年（２００８年）１０月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

富国強兵へ安価で高栄養　ソーセージのあけぼの　中 H20.10.1 毎日 郷土

教育委員に鈴木大地氏 H20.10.1 千葉 行政

独式製法で普及目指す　ソーセージのあけぼの　下 H20.10.2 毎日 郷土

チャレンジ！おおいた国体　ボクシング H20.10.3 千葉 スポーツ

福本選手「３冠」　大分国体 H20.10.3 読売 スポーツ

シナイ駅で防犯訴え　習志野市などキャンペーン H20.10.4 千葉 警察・防犯

関東出場かけきょう４強激突　秋季県高校野球 H20.10.4 千葉 スポーツ

習志野１１回サヨナラ　秋季県高校野球 H20.10.5 千葉 スポーツ

木更津総合×習志野　県高校野球きょう決勝 H20.10.5 朝日 スポーツ

決勝は木更津総合―習志野　秋の高校野球準決勝 H20.10.5 読売 スポーツ

決勝は木更津総合ＶＳ習志野　秋季県高校野球 H20.10.5 毎日 スポーツ

習志野３３年ぶり優勝　秋季県高校野球 H20.10.6 千葉 スポーツ

習志野サヨナラＶ　秋季県高校野球 H20.10.6 朝日 スポーツ

習志野３３年ぶりＶ　高校野球県大会 H20.10.6 読売 スポーツ

習志野が３３年ぶり優勝　秋季県高校野球 H20.10.6 毎日 スポーツ

谷津干潟から「共生訴えたい」　子供ラムサール世界会議 H20.10.7 毎日 人物・団体

弟に懲役１３年求刑地検「計画的で悪質」　習志野の兄刺殺事件（※） H20.10.7 千葉 裁判・訴訟

有罪・釈放の兄殺害６１歳が罪状認める　懲役１３年求刑（※） H20.10.7 朝日 裁判・訴訟

被告「間違いない」　習志野兄殺害（※） H20.10.7 毎日 裁判・訴訟

懐かしのサウンド披露　寺内さんが高校コンサート H20.10.7 千葉 文化

７団体全国へ　東関東マーチング・バンド H20.10.7 朝日 文化

積極的に子育て支援　市内企業に認定第１号 H20.10.8 千葉 行政

習志野の「子育て支援先端企業」第１号決定 H20.10.8 産経 行政

ＣＯ２削減へ「フードマイレージ」　地産地消食卓から H20.10.8 読売 環境

習志野強盗殺人無期懲役を求刑　地裁初公判（※） H20.10.9 朝日 裁判・訴訟

習志野強盗殺人無期懲役を求刑（※） H20.10.9 読売 裁判・訴訟

「起訴事実認める」　習志野の強盗殺人（※） H20.10.9 毎日 裁判・訴訟

男に無期懲役　習志野の強盗殺人（※） H20.10.9 東京 裁判・訴訟

広栄化学工業を選ぶ　習志野市「子育て支援企業」１号 H20.10.9 朝日 行政

危険業務従事者叙勲 H20.10.11 千葉 表彰等
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１８８人が受章　危険業務従事者叙勲 H20.10.11 朝日 表彰等

危険業務叙勲県内から１８８人 H20.10.11 毎日 表彰等

危険業務従事者叙勲 H20.10.11 東京 表彰等

弟に懲役１０年判決　習志野の兄刺殺事件（※） H20.10.11 千葉 裁判・訴訟

兄刺殺に懲役１０年　「経緯に酌むべき事情」（※） H20.10.11 毎日 裁判・訴訟

兄刺殺で懲役１０年判決　「強固な意志に基づく犯行」（※） H20.10.11 東京 裁判・訴訟

障害に理解深めて　習志野で「ふれあいまつり」 H20.10.12 東京 福祉

１６００人がタイム競う　県スプリント水泳競技会 H20.10.12 千葉 スポーツ

環境問題考えた　習志野・新聞スクラップコン H20.10.13 朝日 新聞・出版

谷津小などの３校が代表に　全国学校合奏コン県大会 H20.10.13 朝日 文化

習志野マンション一室焼く H20.10.15 千葉 火災

粟生打ち合い覚悟　ＷＢＣフェザー級あす世界戦 H20.10.15 読売 スポーツ

障害者施設に車いすを寄贈　習志野のＢスカウト H20.10.17 千葉 福祉

自慢のスクラップ小中学生２００点出展　習志野で２３日まで H20.10.18 朝日 新聞・出版

習志野は日大藤沢　秋の関東地区高校野球 H20.10.18 千葉 スポーツ

秋季関東国高野球対戦相手が決まる　来月１日、神奈川で開幕 H20.10.18 朝日 スポーツ

高校６冠の粟生世界王者初挑戦　ボクシングＷＢＣフェザー級 H20.10.18 朝日 スポーツ

習志野日大藤沢と対戦　関東高校野球 H20.10.18 読売 スポーツ

習志野、日大藤沢と　秋季関東地区高校野球大会 H20.10.18 毎日 スポーツ

子供支援３団体に収益金１１万円贈呈　イオン、ボトルふたリサイクル H20.10.9 毎日 福祉

「核兵器を根絶したい」 H20.10.20 東京 人物・団体

伝統の響きで魅了　全日本吹奏楽 H20.10.20 朝日 文化

渡り鳥消えた秋　シギ・チドリ、青潮や豪雨影響 H20.10.21 朝日 谷津干潟

大谷さん、矢部さん最優秀　作文コンクール県審査小学校部門 H20.10.22 読売 文化

「まちかどＮＰＯ笑い声と歌」演奏会　音楽で地域のつながりを H20.10.22 毎日 文化

流経柏、市船軸に展開か　高校サッカー県予選 H20.10.24 千葉 スポーツ

決勝Ｔきょう開幕　高校サッカー県大会 H20.10.25 読売 スポーツ

活発議論で２９事業検証　第三者交え「仕分け」 H20.10.26 千葉 行政

市事業９件「不要」　外部の視点で３２件検証 H20.10.26 朝日 行政

事業の存廃、改善仕分け作業を公開 H20.10.26 読売 行政
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習志野高生物部３年連続　学生科学賞県審査 H20.10.26 読売 高校

市船橋、ＰＫ戦で辛勝　県高校サッカー H20.10.26 千葉 スポーツ

素晴らしい施設知って　千葉国体開催向け意欲 H20.10.27 千葉 人物・団体

「しっかり議論し道筋」　「事業仕分け」で習志野市長 H20.10.28 千葉 行政

「不用９件は予想上回る」　「事業仕分け」で習志野市長 H20.10.28 朝日 行政

「必要性なし」半数に　「事業仕分け」結果 H20.10.28 毎日 行政

市事業を公開吟味 H20.10.28 産経 行政

「三番瀬」調停案が成立　県、２漁協に賠償金６６億円 H20.10.28 日経 裁判・訴訟

災害時の支援名簿 H20.10.29 読売 消防・防災

“選抜”目指し熱戦　秋季関東地区高校野球 H20.10.29 千葉 スポーツ

小学校に体育専門教員を H20.10.31 日経 人物・団体
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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。


