東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１０年４月分
ここに掲載されている記事は、切り抜きをファイルし、中央図書館に保管しています。
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分類

都教職員移動（１日付）

2010年4月1日

朝日

朝刊

36 ７００ 教育一般

１万３０３８人が異動 退職者は２２０３人 都教員人事

2010年4月1日

東京

朝刊

22 ７００ 教育一般

２０１０年度の東京都教員異動

2010年4月1日

東京

朝刊

１万３０３８人異動 都教職員

2010年4月1日

毎日

朝刊

24 ７００ 教育一般

都教員１万３０３８人異動

2010年4月1日

読売

朝刊

28 ７００ 教育一般

４月１日（木）久米川駅北口駅前広場がオープンしました

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

1 ６１０ 道路・都市計画

「インターネット公売」を実施します

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

2 ２５０ 財政・税務

教育委員会委員に吉村正氏

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

2 ７８０ 教育行政

４月１日から市の組織の一部が変更になりました

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

消費生活相談 ４月１日（木）から専用ダイヤルを開設しました

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

2 ３２０ 消費者

化成・八坂小学校で給食調理業務の民間委託を実施します

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

2 ７１０ 小学校

民生委員・児童委員（老人相談員）に委嘱されました

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

4 ３８０ 社会福祉

ストップ地球温暖化！ 第３回クール東村山コンテスト 入賞者決定

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

4 ３１０ 社会一般

図書館 中央図書館 ４月１日（木）から開館日時を拡大しました

2010年4月1日

市報ひがしむらやま

7 １１０ 東村山市立図書館

明日をひらく絵画 第２８回上野の森美術館大賞展（服部重行）

2010年4月2日

産経

朝刊

7 ８１２ 音楽・美術

女流二冠ＶＳ．電脳棋士 プロと将棋対局 ３年ぶり実現へ

2010年4月3日

朝日

朝刊

33 ８４０ 趣味・娯楽

将棋

2010年4月3日

読売

朝刊

33 ８４０ 趣味・娯楽

2010年4月6日

朝日

朝刊

34 ６５０ 上下水道

コンピュータ女流二冠対局へ

ＣＯ２削減思わぬ敵 おいしい水

ゲリラ豪雨

都の新制度、自ら電力の壁

特集1-7

７００ 教育一般

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

ＣｉｔｙＬｉｆｅ シティライフ ぶらりスケッチ史跡のなるほど 石板に刻む武将の心 徳
2010年4月6日
蔵寺板碑保存館（東京都東村山市）

読売

夕刊

2010年4月8日

東京

朝刊

20 ６５０ 上下水道

2010年4月10日

朝日

朝刊

31 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 敬称略 （小熊徳正 河村克一 神山忠雄 坂田正登 猿
2010年4月10日
渡孝治 広瀬順一郎 辺保政美 室田義雄）

東京

朝刊

24 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 都内２２０人が受章 （小熊徳正 河村克一 神山忠雄 坂
2010年4月10日
田正登 猿渡孝治 邉保政美 室田義雄 廣瀬順一郎 ）

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲の受章者 （小熊徳正 河村克一 神山忠雄 坂田正登 猿
2010年4月10日
渡孝治 邉保政美 室田義雄 広瀬順一郎）

読売

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

2010年4月11日

読売

朝刊

37 ５９０ 商工業

増える「２学期制」 行事減らし授業確保 夏休み短縮も 導入の公立小中５年で
2010年4月14日
倍

読売

夕刊

15 ７８０ 教育行政

東村山市もネット公売 市税収納率向上へ 多摩地区で２６市中２５位 第１弾は
2010年4月15日
自動車出品

東京

朝刊

26 ２５０ 財政・税務

ビジネスＴＡＭＡ 黒やきそば食べ歩きで堪能 １１１店参加でキャンペーン 「消費
2010年4月15日
者の力でご当地グルメに」

読売

朝刊

28 ５９０ 商工業

東村山浄水場

おいしい水２００万人に供給

高度処理施設が完成

危険業務従事者叙勲（敬称略）（小熊徳正 河村克一 神山忠雄 坂田正登 猿
渡孝治 広瀬順一郎 辺保政美 室田義雄）

多摩発グルメ 黒やきそば王座決まる

３月定例市議会で「東村山市の『（仮称）自治基本条例』をみんなで考えるための
手続きに関する条例」が可決されました

8 ９４０ 史蹟・文化財

2010年4月15日

市報ひがしむらやま

1 ２００ 市政一般

平成２２年度予算が決まりました 予算総額７６３億２３９６万９千円（前年度比３．
2010年4月15日
２％増）

市報ひがしむらやま

1 ２５０ 財政・税務

行政相談委員に委嘱されました

2010年4月15日

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

カメラニュース 都市計画道路３・４・２７号線の愛称が決まりました 「さくら通り」

2010年4月15日

市報ひがしむらやま

2 ６１０ 道路・都市計画

市職員の人事異動（４月１日付）

2010年4月15日

市報ひがしむらやま

2 ２１０ 市職員

見出し
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市報ひがしむらやま

分類

平成２２年度予算が決まりました

2010年4月15日

森原氏「力を付け弱者の声届ける」参院選で社民擁立

2010年4月16日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

多摩に飛来 墜落Ｂ２９ 戦死米兵慰霊の現場 ５月から調布南高・中田教諭が
公開講座

2010年4月17日

朝日

朝刊

29 ９００ 歴史

多摩春秋 こころの森へ

2010年4月18日

読売

朝刊

29 ３５１ ハンセン病

東京の森を歩く やさしさにあふれた春色に輝く芽吹きの森 八国山の森

2010年4月20日

東京

夕刊

10 ６７０ 公園・遊歩道

市税滞納者の乗用車 東村山市ネット公売 来月

2010年4月20日

読売

朝刊

29 ２５０ 財政・税務

教育ルネサンス Ｎｏ．１２４９ 親と向き合うⅡ３ 「苦情は宝」若手育てる

2010年4月21日

読売

朝刊

20 ７００ 教育一般

企業探訪 「間仕切り」の利便性追及 ヒラノオフィスクリエイション（東村山市）

2010年4月22日

読売

朝刊

30 ５９０ 商工業

見積もり 自治体明暗 国交付金 独自に再計算も

2010年4月23日

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

新人演奏会に多摩地区の６人 上野で来月３、４日開催（星野沙織）

2010年4月23日

読売

朝刊

30 ８１２ 音楽・美術

漫画喫茶に押し入り店員に暴行した疑い

2010年4月24日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

児童買春の元教諭に猶予判決

2010年4月24日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

強盗致傷で３人逮捕

2010年4月24日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

強盗傷害容疑で男３人を再逮捕 東村山の事件

2010年4月24日

毎日

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

まんが喫茶で強盗容疑で３人の男逮捕

2010年4月24日

読売

朝刊

35 ４２０ 事件・事故

議会だより ２６日 東村山市

2010年4月27日

読売

朝刊

29 ２６０ 市議会

2010年4月29日

朝日

朝刊

27 ０１０ 叙位叙勲

2010年4月29日

朝日

朝刊

33 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 都内から４０８人（伊崎冨士夫 小川芳男 鈴木信幸 佐藤俊次 日諸
2010年4月29日
なつ子 吉沢雅子）

産経

朝刊

25 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 内外４０８３人が受章

内藤国雄さん、ベンチャーズも（倉林辰雄）

春の叙勲、都内４０８人（小川芳男 鈴木信幸 佐藤俊次 日諸なつ子 吉澤雅
子）

3‐4 ２５０ 財政・税務

見出し
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分類

春の叙勲 ４０２１人（倉林辰雄）

2010年4月29日

産経

朝刊

26 ０１０ 叙位叙勲

きん枝氏ら擁立決定

2010年4月29日

東京

朝刊

春の叙勲受章者（倉林辰雄）

2010年4月29日

東京

朝刊

12 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲・受章者（敬称略）（伊崎冨士夫 小川芳男 鈴木信幸 佐藤俊次 日諸
2010年4月29日
なつ子 吉沢雅子）

東京

朝刊

26 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲受章者（倉林辰雄）

2010年4月29日

毎日

朝刊

11 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 喜びの都内受章者（敬称略）（伊崎冨士夫 小川芳男 鈴木信幸 佐
藤俊次 日諸なつ子 吉沢雅子）

2010年4月29日

毎日

朝刊

24 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲（倉林辰雄）

2010年4月29日

読売

朝刊

25 ０１０ 叙位叙勲

叙勲受章者（敬称略）（伊崎冨士夫 小川芳男 鈴木信幸 佐藤俊次 日諸なつ子
2010年4月29日
吉沢雅子）

読売

朝刊

26 ０１０ 叙位叙勲

瑞宝小綬賞（伊崎冨士夫）

2010年4月30日

朝日

朝刊

33 ０１０ 叙位叙勲

ハンセン病回復者 人生の重みを語る 「市民が問題を考える場に」東村山で明
日と６月、車座の集い

2010年4月30日

朝日

朝刊

33 ３５１ ハンセン病

大西みつぐさん 高校生らを指導 有楽町で写真教室

2010年4月30日

朝日

朝刊

33 ８２０ 映画演劇写真

予想の顔ぶれと情勢 選挙区 東京 比例代表

2010年4月30日

東京

朝刊

12 ２８０ 国や都の行財政

政権交代後初の参院選 参院選党派別立候補予定者数 ２０１０参院選の改選議
2010年4月30日
席

東京

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

2 ２８０ 国や都の行財政

