
習志野市関係新聞記事索引　平成２６年（２０１４年）８月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

市制６０周年記念ポロシャツ販売　習志野市 H26.8.1 東京 行政

エアコン設置２４．３％　県内公立小中学校 H26.8.2 千葉 小学校

第４４回千葉県少年野球大会（千葉日報旗争奪戦） H26.8.2 千葉 スポーツ

県少年野球地区予選結果 H26.8.2 千葉 スポーツ

１次予選２１日開幕　秋季高校野球 H26.8.2 毎日 スポーツ

全国高校総体　開幕 H26.8.2 毎日 スポーツ

南関東総体２０１４　バスケットボール H26.8.3 読売 スポーツ

全国高校総体　バスケットボール H26.8.3 毎日 スポーツ

市内の２ヵ所で原爆資料展　「核兵器廃絶平和都市」習志野 H26.8.4 朝日 戦争・平和

第５６回県吹奏楽コンクール H26.8.4 朝日 文化

県少年野球が開幕 H26.8.4 千葉 スポーツ

南関東高校総体　アーチェリー　サッカー H26.8.4 千葉 スポーツ

南関東総体２０１４　アーチェリー　サッカー H26.8.4 読売 スポーツ

全国高校総体　サッカー　アーチェリー H26.8.4 毎日 スポーツ

体操男子、谷川（市船橋）総合Ｖ　南関東高校総体 H26.8.5 千葉 スポーツ

全国高校総体　バレーボール　アーチェリー　体操 H26.8.5 朝日 スポーツ

習志野の萱３位あん馬は最高点　南関東総体２０１４ H26.8.5 読売 スポーツ

全国高校総体　バレーボール　体操　アーチェリー H26.8.5 毎日 スポーツ

高校総体・男子体操　Ｖは谷川 H26.8.5 毎日 スポーツ

第５６回県吹奏楽コンクール H26.8.5 朝日 文化

表情豊かな１７４７点　７月度紙上書道展 H26.8.5 毎日 文化

南関東高校総体　アーチェリー　バレーボール H26.8.6 千葉 スポーツ

南関東総体２０１４　ボクシング H26.8.6 読売 スポーツ

全国高校総体　ボクシング H26.8.7 毎日 スポーツ

市民の声掛けで振り込め防止　習志野署が感謝状 H26.8.8 千葉 警察・防犯

絵で学ぶ原爆投下後の広島　　習志野で企画展 H26.8.8 東京 戦争・平和

望遠鏡で来館者と感動共有　自然観察センター２０周年谷津干潟に集う人々１ H26.8.8 千葉 谷津干潟

生態系支える微生物を紹介　自然観察センター２０周年谷津干潟に集う人々２ H26.8.9 千葉 谷津干潟

読売新聞社賞に県内２人　読売書法展　入賞・入選者　上 H26.8.9 読売 文化

読売書法展　入賞・入選者　下 H26.8.9 読売 文化
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アメフットの本場で力闘へ　習志野のオービック H26.8.9 千葉 スポーツ

鳥の不思議解説する寅さん　自然観察センター２０周年谷津干潟に集う人々３ H26.8.10 千葉 谷津干潟

魅せられ幼少期から活動　自然観察センター２０周年谷津干潟に集う人々４ H26.8.12 千葉 谷津干潟

県代表２５団体決定　オトコン H26.8.12 朝日 文化

騎兵連隊創設時に建築か　東邦大習志野キャンパスの旧武道場 H26.8.13 千葉 郷土

清掃３０年、アオサ回収に奮闘　自然観察センター２０周年谷津干潟に集う人々番外編 H26.8.13 千葉 谷津干潟

秋季県高校野球大会地区１次予選組み合わせ　秋季県高校野球 H26.8.13 千葉 スポーツ

谷津干潟に潮ラーメンあり　ノリやアサリ使い独自の味に H26.8.14 朝日 経済・商業

津田沼に新支店　オカムラホーム H26.8.14 日経 経済・商業

造形遊び個々から全体に　教育２０１４授業拝見 H26.8.14 朝日 小学校

市民団体が保存活動　旧陸軍習志野学校歩哨舎 H26.8.15 産経 郷土

「９条にノーベル賞を」　習志野で来月６日 H26.8.15 千葉 戦争・平和

習志野の新名物ソーセージ人気　１００年前の製法で復活 H26.8.15 朝日 経済・商業

市制６０年記念のポロシャツ販売　習志野 H26.8.16 毎日 行政

田んぼの脇で流しそうめん　習志野 H26.8.20 朝日 レジャー

２０１５年度公立高募集定員 H26.8.21 読売 高校

八千代への建設中止　４市第２斎場 H26.8.22 千葉 行政

新斎場習志野に要請　４市組合 H26.8.22 朝日 行政

八千代の斎場建設計画白紙に H26.8.22 読売 行政

八千代の斎場計画撤回　希少野鳥の営巣確認で H26.8.22 東京 行政

秋季県高校野球１次予選 H26.8.22 千葉 スポーツ

秋季県高校野球１次予選が開幕 H26.8.22 朝日 スポーツ

新斎場用地提供検討を正式要請　習志野市に４市組合 H26.8.23 朝日 行政

第２斎場計画中止　八千代など４市の組合 H26.8.23 毎日 行政

第２斎場用地提供習志野に正式要請　４市複合事務組合 H26.8.23 東京 行政

殺人罪で長男起訴（※） H26.8.23 千葉 裁判・訴訟

殺人罪で男を起訴（※） H26.8.23 朝日 裁判・訴訟

高松宮記念賞に君津の松原さん　日本伝統工芸展 H26.8.23 朝日 文化

東邦大東邦延長サヨナラ　秋季県高校野球１次予選 H26.8.23 千葉 スポーツ

秋季県高校野球大会１次予選 H26.8.23 朝日 スポーツ
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秋季県高校野球大会１次予選 H26.8.23 毎日 スポーツ

第１９回全日本高校・大学生書道展入賞者 H26.8.24 読売 文化

柏南１５回制し本大会　秋季県高校野球１次予選 H26.8.25 千葉 スポーツ

秋季県高校野球大会１次予選 H26.8.25 毎日 スポーツ

習志野の焼き鳥店で食中毒 H26.8.26 千葉 医療

習志野市の飲食店で食中毒 H26.8.26 朝日 医療

東関東大会出場17団体が決まる　マーチング・バンドフェス H26.8.27 朝日 文化

市有地から候補地抽出へ　習志野市 H26.8.28 千葉 行政

４市新斎場建設候補地探し着手　習志野市が庁内検討委 H26.8.28 朝日 行政

斎場候補地検討習志野市が開始 H26.8.28 読売 行政

斎場建設候補地市内で検討開始　習志野 H26.8.28 毎日 行政

送迎バスと乗用車が衝突 H26.8.28 千葉 事件・事故

「世界ユースで決勝残りたい」　クライミングの清水さん H26.8.28 朝日 スポーツ

高校生にみだらな行為容疑で男逮捕　習志野署(※) H26.8.29 千葉 事件・事故

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。


