
習志野市関係新聞記事索引　平成２４年（２０１２年）１０月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

家族や仲間助けるように　かお H24.10.1 東京 人物・団体

米核実験に抗議文　習志野市長 H24.10.1 千葉 行政

バントで好機広げる　習志野・国吉 H24.10.1 千葉 スポーツ

仮庁舎で業務スタート　習志野市役所 H24.10.2 千葉 行政

習志野市仮庁舎へ引っ越し完了 H24.10.2 産経 行政

津田沼献血ルームが移転 H24.10.5 産経 医療

救援活動と復興案紹介　自衛隊写真と学生作品通じ H24.10.6 千葉 東日本大震災

質、量充実の１８７１点　９月度紙上書道展 H24.10.6 毎日 文化

病院に侵入、窃盗の疑い（※） H24.10.7 千葉 事件・事故

湾岸だけでなく内陸も注意必要　液状化しやすさマップ H24.10.7 朝日 消防・防災

住民共同で地盤強化　震災から液状化 H24.10.7 朝日 東日本大震災

決勝は銚子商―習志野　秋季県高校野球 H24.10.7 千葉 スポーツ

習志野コールド圧倒　「我慢」重ね７回爆発 H24.10.7 千葉 スポーツ

銚子商と習志野関東大会出場へ　秋季県高校野球 H24.10.7 朝日 スポーツ

銚子商・習志野決勝へ　秋の高校野球 H24.10.7 読売 スポーツ

女性スイマーの祭典開幕　習志野 H24.10.7 読売 スポーツ

銚子商ＶＳ習志野　秋季高校野球県大会 H24.10.7 毎日 スポーツ

銚子商と習志野関東大会出場へ　秋季高校野球県大会 H24.10.7 産経 スポーツ

銚子商と習志野関東大会に出場　秋の高校野球 H24.10.7 東京 スポーツ

“盲導犬の父”足跡紹介　モリシア津田沼きょうまで H24.10.8 千葉 福祉

秋季県高校野球　雨で決勝を順延 H24.10.8 朝日 スポーツ

国体　バレーボール H24.10.8 朝日 スポーツ

決勝が雨天順延　秋季高校野球県大会 H24.10.8 毎日 スポーツ

大久保小など全国へ７団体　マーチング・バンドフェス H24.10.9 朝日 文化

習志野１２回サヨナラ　秋季県高校野球 H24.10.9 千葉 スポーツ

習志野、延長制しＶ　秋季県高校野球 H24.10.9 朝日 スポーツ

国体　ボクシング H24.10.9 朝日 スポーツ

習志野サヨナラでＶ　秋の高校野球 H24.10.9 読売 スポーツ

岐阜国体　ボクシング H24.10.9 読売 スポーツ

習志野４年ぶりＶ　秋季高校野球県大会 H24.10.9 毎日 スポーツ
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習志野４年ぶりＶ　秋の高校野球県大会 H24.10.9 東京 スポーツ

平成２４年「鉄道の日」鉄道関係功労者国土交通大臣表彰 H24.10.10 読売 表彰等

習志野市人事 H24.10.10 千葉 行政

「目の仲間」育てた歩み紹介 H24.10.10 朝日 福祉

ニホンジカ２頭が“入学”　習志野市立袖ケ浦西小 H24.10.10 千葉 小学校

小学校にシカ「入学」　習志野・袖ケ浦西小 H24.10.10 朝日 小学校

県大学野球秋季リーグ戦 H24.10.10 読売 スポーツ

円形校舎よ、ありがとう　習志野・津田沼小 H24.10.11 千葉 小学校

危険業務従事者２２０人が叙勲受章 H24.10.13 朝日 表彰等

危険業務従事者叙勲に２２１人 H24.10.13 読売 表彰等

危険業務従事者叙勲に２２０人 H24.10.13 産経 表彰等

危険業務従事者　叙勲受章者 H24.10.13 日経 表彰等

白鳥さん（千葉国際中）優勝　英語弁論 H24.10.13 読売 中学校

本場の味楽しんで！　きょうから「独フェア」 H24.10.13 千葉 レジャー

関東高校野球対戦が決まる　第６５回秋季関東地区高校野球大会 H24.10.13 朝日 スポーツ

習志野、桐生第一と初戦　秋の高校野球 H24.10.13 読売 スポーツ

秋季関東地区高校野球　組み合わせ決まる H24.10.13 毎日 スポーツ

習志野初戦は桐生一　秋季関東高校野球 H24.10.13 産経 スポーツ

内閣総理大臣杯で２度優勝　ひと模様 H24.10.14 千葉 人物・団体

全国読売防犯デー　講演とコンサート H24.10.14 読売 文化

国際武道大優勝 H24.10.14 読売 スポーツ

芳香漂わせ鮮やか競演　秋バラ H24.10.16 千葉 園芸

７００種類、秋バラ見頃　習志野 H24.10.16 千葉 園芸

市長ら「共生」語る　京葉４市が懇談会 H24.10.17 千葉 行政

原発建屋地下調査に対応　千葉工大最新ロボ「サクラ」公開 H24.10.17 千葉 大学等

新型原発作業支援ロボット「サクラ」を公開　千葉工大 H24.10.17 毎日 大学等

巨額の被害　空き巣８８件４１００万円（※） H24.10.20 東京 事件・事故

あすから食べ歩きイベント　津田沼駅周辺、６６店参加 H24.10.20 千葉 経済・商業

「津田沼」食べ歩こう　あす・あさってイベント H24.10.20 東京 経済・商業

見て触って生態学ぶ　習志野市香澄小 H24.10.25 千葉 小学校
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円形校舎今冬で見納め　習志野・津田沼小 H24.10.26 読売 小学校

円形校舎、あす「見納めの集い」 H24.10.26 産経 小学校

習志野市が児童手当支給でミス H24.10.27 毎日 行政

詐欺で７００万円被害 H24.10.27 読売 事件・事故

息子かたり７００万円振り込め詐欺被害　習志野 H24.10.27 東京 事件・事故

円形校舎さようなら　習志野・津田沼小 H24.10.28 朝日 小学校

女性切りつけられる　帰宅途中、けがはなし H24.10.29 千葉 事件・事故

路上で女性が髪切られる　深夜の習志野 H24.10.29 毎日 事件・事故

帰宅中の女性髪切られる　習志野、後ろから突然 H24.10.29 日経 事件・事故

インクジェット、解像度４倍に H24.10.29 日経 工業

振り込め詐欺被害を防止　習志野署 H24.10.30 千葉 警察・防犯

習志野初戦突破　秋季関東高校野球 H24.10.30 朝日 スポーツ

習志野桐生一下す　関東高校野球１回戦 H24.10.30 読売 スポーツ

習志野８強入り　秋季高校野球関東大会 H24.10.30 毎日 スポーツ

習志野、８強入り　秋季関東高校野球 H24.10.30 産経 スポーツ

習志野が初戦突破　秋季関東高校野球 H24.10.30 東京 スポーツ

習志野、４強ならず　秋季関東高校野球 H24.10.30 東京 スポーツ

習志野コールド負け　秋季関東高校野球 H24.10.31 朝日 スポーツ

習志野コールド負け　秋季関東高校野球 H24.10.31 読売 スポーツ

習志野コールド負け　秋季高校野球関東大会 H24.10.31 毎日 スポーツ

習志野４強逃す花咲徳栄に大敗　秋季関東高校野球 H24.10.31 産経 スポーツ

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。


