
習志野市関係新聞記事索引　平成２２年（２０１０年）１０月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

補正予算案を可決　議会だより H22.10.1 千葉 市議会

習志野市議会 H22.10.1 朝日 市議会

習志野で小学校と幼稚園のガラス割られる H22.10.1 千葉 事件・事故

市長・議長賞表彰に「とても光栄です」 H22.10.1 朝日 スポーツ

全児童４７３人分名簿盗まれる　習志野の谷津南小 H22.10.2 千葉 事件・事故

習志野、車にはねられバイク男性重傷（※） H22.10.2 千葉 事件・事故

習志野の小学校で児童名簿盗まれる H22.10.2 朝日 事件・事故

習志野・小学校の児童名簿盗難 H22.10.2 毎日 事件・事故

習志野、児童４７３人の名簿盗難 H22.10.2 産経 事件・事故

児童の名簿盗まれる H22.10.2 東京 事件・事故

質高い作品多く　９月度書道展入選作 H22.10.2 毎日 文化

中院大連勝伸ばす　県大学野球リーグ H22.10.3 千葉 スポーツ

ボクシング　千葉国体２０１０ H22.10.3 毎日 スポーツ

情報大が勝ち点４　県大学野球リーグ H22.10.4 千葉 スポーツ

ボクシング　千葉国体２０１０ H22.10.4 毎日 スポーツ

習志野高など７団体が全国へ　東関東マーチ・バンド H22.10.4 朝日 文化

東習志野早朝野球 H22.10.5 千葉 スポーツ

高校総体・跳馬でV小倉選手に市長賞 H22.10.6 千葉 スポーツ

中院大・秋吉が完封　県大学野球リーグ H22.10.6 千葉 スポーツ

サッカー　ゆめ半島千葉大会全国障害者スポーツ大会 H22.10.6 読売 スポーツ

まちづくり観光で経済振興　プロジェクト会議が提言 H22.10.7 千葉 行政

県関係１９４人に栄誉　危険業務従事者叙勲 H22.10.9 読売 表彰等

危険業務従事者叙勲 H22.10.9 毎日 表彰等

危険業務従事者叙勲に１９４人 H22.10.9 産経 表彰等

アニメ違法配信の疑い（※） H22.10.9 千葉 事件・事故

女性に照準、店舗倍増　JR津田沼駅 H22.10.9 千葉 交通

習志野の市民三角ベースが映画に　オール市内ロケ H22.10.9 千葉 文化

家族と地域絆深める三角ベース題材映画　舞台の習志野で１１日試写会 H22.10.9 読売 文化

６５団体の１５７２人が出場　県スプリント水泳が開幕 H22.10.10 千葉 スポーツ

東習志野早朝野球 H22.10.10 千葉 スポーツ
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絵本・植物画・・・で「秋の森」　習志野で展覧会、６人の作品３０点 H22.10.11 朝日 文化

サッカー大会で友好深め　アルゼンチン建国２００周年を記念 H22.10.13 千葉 国際交流

絵手紙は人生応援歌　ほほえみをありがとう H22.10.13 千葉 文化

恐喝未遂容疑で組員逮捕（※） H22.10.14 千葉 事件・事故

米核実験に抗議文 H22.10.15 千葉 行政

１８８人がプロ志望届　中川や山下ら届け出る H22.10.15 千葉 スポーツ

主婦の日常歌う歌手秦さんきょう公演 H22.10.16 読売 文化

「京料理は日本文化の集大成」　日大で特別講義 H22.10.17 千葉 大学等

情報大サヨナラで先勝　県大学野球リーグ H22.10.17 千葉 スポーツ

無敵のマリオが転身　ひと模様 H22.10.17 千葉 スポーツ

情報大２季ぶり優勝　県大学野球リーグ H22.10.18 千葉 スポーツ

東習志野早朝野球 H22.10.19 千葉 スポーツ

酒気帯び容疑で会社役員逮捕（※） H22.10.24 千葉 事件・事故

最新式MRIを世界初稼働　習志野第一病院 H22.10.25 千葉 医療

県勢、メダル続々　障害者スポーツ大会 H22.10.25 毎日 スポーツ

習志野でも偽免許で住基カード不正取得 H22.10.26 千葉 事件・事故

住基カード詐取習志野市も被害　偽造の免許証使用 H22.10.26 朝日 事件・事故

ニセ免許で住民票異動　住基カードも不正取得 H22.10.26 読売 事件・事故

住基カード不正取得で被害届　習志野市・偽造免許証使われ H22.10.26 毎日 事件・事故

習志野で住基カードを不正取得 H22.10.26 東京 事件・事故

荒木市長が不出馬表明　５期「政策の道筋できた」 H22.10.27 千葉 行政

習志野市長が６選に不出馬　体調不良を理由に H22.10.27 朝日 行政

荒木・習志野市長引退へ H22.10.27 読売 行政

荒木市長が引退を表明 H22.10.27 毎日 行政

習志野市長が引退へ H22.10.27 産経 行政

習志野市長が次回選挙不出馬　「政策に道筋」 H22.10.27 東京 行政

「世界に目を向けたい」　日本音コンフルート１位　習志野・竹山さん抱負 H22.10.27 毎日 文化

習志野でコンビニ強盗 H22.10.28 千葉 事件・事故

習志野のコンビニで強盗事件 H22.10.28 朝日 事件・事故

コンビニに刃物強盗 H22.10.28 読売 事件・事故
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交番裏コンビニで強盗が３万円奪う H22.10.28 産経 事件・事故

学生科学賞県審査受賞者 H22.10.28 読売 科学

中学は鈴木さん高校は米窪さん　学生音コン H22.10.28 毎日 文化

山下、ソフトB１位 H22.10.29 千葉 スポーツ

山下１位指名に歓喜 H22.10.29 千葉 スポーツ

習志野高・山下捕手ソフトバンク１位　ドラフト会議 H22.10.29 朝日 スポーツ

習志野高山下捕手ソフトバンク　１位指名夢かなった H22.10.29 読売 スポーツ

山下捕手（習志野高）ホークス１位　プロ野球ドラフト会議 H22.10.29 毎日 スポーツ

「好投手早くリードしたい」　習志野・山下捕手 H22.10.29 産経 スポーツ

「防災対策女性の視点を」　習志野市長に男女共同参画審 H22.10.30 東京 行政

住居侵入の疑い陸自隊員を逮捕（※） H22.10.30 読売 事件・事故

小１・矢部千晴さん最優秀　作文コンクール県審査小学校 H22.10.30 読売 教育

「早くレギュラーに育って」　ホークスが学校訪問 H22.10.30 毎日 スポーツ

ベランダに侵入容疑陸自の２等陸曹逮捕　習志野署（※） H22.10.31 千葉 事件・事故

MVPに石原　県大学野球閉会式 H22.10.31 千葉 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。


