
習志野市関係新聞記事索引　平成２２年（２０１０年）１１月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

市の男女共同参画を評価　審議会が報告書 H22.11.1 千葉 行政

こだわりデザインの手作り発電機も H22.11.1 産経 環境

習志野、惜しい銀賞　全日本吹奏楽コン・高校の部 H22.11.1 朝日 文化

ノロ、園児ら４６人感染　習志野市の保育所 H22.11.2 千葉 医療

ノロウイルスに園児ら４６人感染　習志野の保育所 H22.11.2 朝日 医療

保育所でノロ集団感染 H22.11.2 読売 医療

秋の叙勲　県内受章者 H22.11.3 千葉 表彰等

秋の叙勲 H22.11.3 朝日 表彰等

県内の受章者 H22.11.3 読売 表彰等

秋の叙勲受章者 H22.11.3 日経 表彰等

習志野の小中高トリプル出場へ　全日本バンド・マーチング H22.11.3 朝日 表彰等

習志野市立の小中高史上初トリプル出場　マーチング全国大会 H22.11.4 読売 文化

習志野など８強　県高校サッカー H22.11.4 千葉 スポーツ

８強出そろう　全国高校サッカー H22.11.4 読売 スポーツ

「照明有効活用を」ポスターで優秀賞 H22.11.5 読売 文化

全国マーチングコン出場を報告　習志野市長に小中高３校 H22.11.5 毎日 文化

「ランチタイム」　YPCギャラリー H22.11.6 読売 文化

３校そろって全国大会　習志野市立小中高マーチング H22.11.6 東京 文化

習志野で３棟全焼 H22.11.8 読売 火災

市船など準決勝へ　県高校サッカー H22.11.8 千葉 スポーツ

宮本市議が出馬表明　習志野市長選 H22.11.9 千葉 選挙

習志野市長選に宮本市議出馬へ H22.11.9 朝日 選挙

習志野市長選に宮本泰市議出馬へ H22.11.9 読売 選挙

習志野市長選、宮本市議が出馬表明 H22.11.9 産経 選挙

高校生の演奏耳傾け　防犯PRコンサート H22.11.9 千葉 警察・防犯

習志野、３階建て住宅３棟全焼 H22.11.9 千葉 火災

習志野で民家など３棟が全焼、１人が軽傷 H22.11.9 朝日 火災

習志野で３棟全焼 H22.11.9 産経 火災

習志野で民家３棟全焼 H22.11.9 東京 火災

八千代、流経大柏など４強　全国高校サッカー H22.11.10 読売 スポーツ
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野、中学校の窓ガラス割られる H22.11.11 千葉 事件・事故

中学で窓割られる H22.11.11 読売 事件・事故

習志野に整骨院併設ジム　立花龍司さんプロデュース H22.11.11 産経 スポーツ

布施県議が出馬表明　「希望と誇りの市政を」 H22.11.13 千葉 選挙

布施・民主県連副幹事長出馬表明　’１１統一選ちば H22.11.13 毎日 選挙

県議の布施氏立候補を表明　習志野市長選 H22.11.13 東京 選挙

第３２回東京書作展 H22.11.13 東京 文化

つかめ夢切符　春の高校バレー地方大会 H22.11.13 産経 スポーツ

４年ぶり優勝に導く H22.11.14 千葉 スポーツ

男子決勝市船橋VS.習志野　春の高校バレー地方大会 H22.11.14 産経 スポーツ

「教育と子ども」課題探る　八千代・習志野、先生や父母ら集う H22.11.16 朝日 教育

大久保小など金賞　マーチング東関東大会 H22.11.16 千葉 文化

柏井悲願の「春高」出場　春高バレー県代表決定戦 H22.11.16 千葉 スポーツ

男子は習志野女子は柏井V　高校バレー県大会 H22.11.16 読売 スポーツ

“宿敵対決”習志野制す　春の高校バレー地方大会 H22.11.16 産経 スポーツ

独軍人の慰霊祭　第一次大戦の習志野収容所 H22.11.17 毎日 戦争・平和

実花パが優勝準は実花ビッグ　東習志野早朝野球 H22.11.17 千葉 スポーツ

視覚障害者がクライミング　習志野で初の世界大会 H22.11.18 千葉 スポーツ

積極的に子育て支援　松樹印刷に認証書 H22.11.19 千葉 行政

元市議・鴨氏が出馬表明　習志野市長選 H22.11.19 千葉 選挙

元市議の鴨氏立候補を表明　習志野市長選、４人目 H22.11.19 朝日 選挙

習志野市長選に元市議鴨氏出馬へ H22.11.19 読売 選挙

習志野市長選に鴨氏が出馬表明 H22.11.19 毎日 選挙

習志野市長選鴨氏が出馬へ H22.11.19 東京 選挙

成田の川瀬さん最優秀賞　「千葉の自然」写真コン H22.11.19 朝日 文化

全国でも音一つに　バンド・マーチング出場習志野の小中高 H22.11.20 朝日 文化

大久保小は銅賞　全日本小学校バンド H22.11.21 朝日 文化

野球形式競技親子で楽しむ H22.11.21 東京 スポーツ

女性にわいせつ元警官無罪主張　千葉地裁初公判（※） H22.11.22 東京 裁判・訴訟

久喜東中など金賞　マーチングコン H22.11.22 朝日 文化
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船橋・習志野・柏の３高金賞　全日本マーチング H22.11.22 朝日 文化

コンビニ強盗容疑（※） H22.11.23 千葉 事件・事故

コンビニ強盗をした疑いで男を逮捕（※） H22.11.23 朝日 事件・事故

習志野・コンビニ強盗容疑で再逮捕（※） H22.11.23 毎日 事件・事故

コンビニ強盗容疑で男逮捕（※） H22.11.23 東京 事件・事故

起訴内容を否認　わいせつ行為の元巡査部長（※） H22.11.23 毎日 裁判・訴訟

公共施設使用料、２０％値上げへ　きょう条例改正案提案 H22.11.25 千葉 行政

習志野・下水道など値上げへ H22.11.25 毎日 行政

下水道料金など習志野市値上げへ H22.11.25 産経 行政

９社２団体５人が受賞　「千葉のちから中小企業」表彰式 H22.11.25 東京 経済・商業

補正予算案など提案　議会だより H22.11.26 千葉 市議会

習志野市議会 H22.11.26 朝日 市議会

女子トイレ侵入陸自隊員を停職　習志野、第１空挺団 H22.11.27 千葉 事件・事故

児童ら１７８人集団ノロ　習志野の小学校 H22.11.27 千葉 医療

ノロウイルスに児童ら１７８人感染　習志野の小学校 H22.11.27 朝日 医療

１７８人ノロ感染　習志野市立小 H22.11.27 毎日 医療

ノロウイルス１７４人集団感染　千葉の小学校 H22.11.27 日経 医療

習志野の小学校でノロ集団感染 H22.11.27 東京 医療

児童虐待防止を訴えオレンジリボンＰＲ　ＪＲ津田沼駅 H22.11.28 千葉 社会

日大野球部員が熱血指導　中学生対象に野球教室 H22.11.29 千葉 スポーツ

不法投棄の疑い　船橋・医療法人理事長（※） H22.11.30 朝日 事件・事故

歯科医院経営者を逮捕　医療廃棄物不法投棄容疑（※） H22.11.30 毎日 事件・事故

街づくり本格始動　ＪＲ津田沼駅南口 H22.11.30 千葉 都市計画

「奏の杜」に名称決定　津田沼駅南の区画整理事業 H22.11.30 東京 都市計画

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。


