
習志野市関係新聞記事索引　平成２２年（２０１０年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

ひったくり容疑で男逮捕（※） H22.4.2 千葉 事件・事故

習志野、車にはねられ８６歳男性死亡（※） H22.4.2 千葉 事件・事故

習志野・ひったくり容疑者逮捕（※） H22.4.2 毎日 事件・事故

ひったくりで容疑で逮捕（※） H22.4.2 東京 事件・事故

習志野で８６歳男性はねられ死亡（※） H22.4.2 東京 事件・事故

手作りロボ競う H22.4.2 読売 科学

市内業者に修繕発注　公共施設、景気後退で H22.4.3 千葉 行政

免許証自主返納で市民証など無料交付　高齢者対象に習志野市 H22.4.4 千葉 行政

県大学野球リーグ H22.4.4 千葉 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.4 読売 スポーツ

県大学野球リーグ H22.4.5 千葉 スポーツ

さくらまつりで交通安全　習志野署 H22.4.6 千葉 警察・防犯

１５６校が激突　春季県高校野球 H22.4.6 千葉 スポーツ

東習志野早朝野球 H22.4.6 千葉 スポーツ

県大学野球リーグ H22.4.7 千葉 スポーツ

免許返納で無料交付　住基カードか市民証 H22.4.8 東京 行政

自宅から２５キロ走行？酒気帯び運転容疑（※） H22.4.8 千葉 事件・事故

障害者が接客サービス　広がる支援、自立目指す H22.4.8 毎日 福祉

１５～６９歳の７９人「最後の新入生」　市立習志野高定時制 H22.4.8 朝日 高校

県内受章者は１８１人　危険業務従事者叙勲 H22.4.10 千葉 表彰等

危険業務者叙勲 H22.4.10 毎日 表彰等

１８１人に栄誉　危険業務従事者叙勲 H22.4.10 産経 表彰等

危険業務従事者叙勲受章者 H22.4.10 日経 表彰等

危険業務従事者叙勲 H22.4.10 東京 表彰等

傷害、公妨の疑い（※） H22.4.10 千葉 事件・事故

生徒ら２１人結核感染　習志野の中学校 H22.4.10 千葉 医療

中学３年男子ら結核に集団感染　習志野、県内５年ぶり H22.4.10 朝日 医療

習志野の中学で集団結核感染 H22.4.10 読売 医療

習志野・２２人結核感染 H22.4.10 毎日 医療

２１人が結核集団感染 H22.4.10 産経 医療
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野市立中学で結核の集団感染 H22.4.10 東京 医療

秋山好古で街おこし　習志野・大久保商店街 H22.4.11 毎日 郷土

きょう定期演奏会　習志野ウィンド・オーケストラ H22.4.11 千葉 文化

春季県高校野球 H22.4.11 千葉 スポーツ

県大学野球リーグ H22.4.11 千葉 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.11 読売 スポーツ

春季高校野球大会県予選 H22.4.11 毎日 スポーツ

県大学野球リーグ H22.4.13 千葉 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.13 読売 スポーツ

平成２２年度子ども読書活動優秀実践校等文部科学大臣表彰 H22.4.14 読売 図書館・読書

電車のケーキ重さを当てて　新京成、沿線の菓子店集めイベント H22.4.14 日経 経済・商業

春季県高校野球 H22.4.14 千葉 スポーツ

県大学野球リーグ H22.4.14 千葉 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.14 読売 スポーツ

チリへ救援金２０万円　習志野市 H22.4.15 千葉 福祉

東習志野早朝野球 H22.4.15 千葉 スポーツ

春季高校野球県大会地区予選 H22.4.15 読売 スポーツ

春季県高校野球対戦相手決まる H22.4.16 朝日 スポーツ

組み合わせ決定　春の高校野球県大会 H22.4.16 読売 スポーツ

日ごろの活動の成果発表　習志野市で「芸術祭」開幕 H22.4.17 千葉 文化

組み合わせ決定　春季県高校野球 H22.4.17 毎日 スポーツ

ロボと人、夢の共演　習志野のロボットメディア社と船橋の劇団十夢 H22.4.18 千葉 文化

県大学野球リーグ H22.4.19 千葉 スポーツ

沿線の人気９店集結　津田沼スイーツステーション H22.4.20 千葉 経済・商業

県大学野球リーグ H22.4.20 千葉 スポーツ

電車内で強制わいせつの疑い（※） H22.4.21 千葉 事件・事故

狭い災害現場、出番です　千葉工大のレスキューロボ H22.4.21 日経 大学等

船橋、津田沼で駅前出店　ドン・キホーテ H22.4.22 千葉 経済・商業

東習志野早朝野球 H22.4.22 千葉 スポーツ

ロボット出演家庭の喜劇　船橋のアマ劇団 H22.4.23 読売 文化
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ロボットと夢の共演　船橋のアマ劇団十夢 H22.4.23 毎日 文化

アパート自室に火付けた容疑 H22.4.24 千葉 火災

アパート１室焼く H22.4.24 産経 火災

ドン・キホーテ津田沼に開業 H22.4.24 日経 経済・商業

実籾ルート打ち切り　ハッピーバス H22.4.24 千葉 交通

春季県高校野球 H22.4.25 千葉 スポーツ

春季県高校野球が開幕 H22.4.25 朝日 スポーツ

八千代東敗れる　春の高校野球開幕 H22.4.25 読売 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.25 読売 スポーツ

春季県高校野球 H22.4.26 千葉 スポーツ

東洋大望洋敗れる　春季県高校野球 H22.4.26 朝日 スポーツ

春の高校野球県大会 H22.4.26 読売 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H22.4.26 読売 スポーツ

防衛省職員が手芸品を万引き　習志野署、容疑で逮捕（※） H22.4.27 千葉 事件・事故

防衛事務所係長万引き容疑逮捕（※） H22.4.27 読売 事件・事故

万引き容疑防衛省職員を逮捕（※） H22.4.27 産経 事件・事故

県大学野球リーグ H22.4.27 千葉 スポーツ

かつての軍都、文教都市に　松井天山の絵図とちばを歩く H22.4.28 朝日 郷土

「市民が主導、行政は伴走」　都市型観光でセミナー H22.4.28 千葉 経済・商業

県大学野球リーグ H22.4.28 千葉 スポーツ

本県関係の叙勲受章者 H22.4.29 千葉 表彰等

受章した人たち H22.4.29 朝日 表彰等

叙勲受章者 H22.4.29 読売 表彰等

春の叙勲喜びの人々 H22.4.29 毎日 表彰等

春の叙勲　県内から１８３人 H22.4.29 産経 表彰等

春の叙勲受章者 H22.4.29 日経 表彰等

春の叙勲・受章者 H22.4.29 東京 表彰等

災害対応支援ロボット　千葉工大が開発、耐久性増し　実用化に期待 H22.4.29 毎日 大学等

年度内の実用化目指す　災害救助ロボ H22.4.29 日経 大学等

貴重な自然が身近に　谷津干潟はいま　上 H22.4.29 東京 谷津干潟
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県大学野球春季リーグ戦 H22.4.29 読売 スポーツ

保全活動に支えられ　谷津干潟はいま　中 H22.4.30 東京 谷津干潟

春季県高校野球 H22.4.30 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会 H22.4.30 朝日 スポーツ

高校野球８強決まる H22.4.30 読売 スポーツ

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。


