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いきもの地球会議 ＣＯＰ１０ この星と生きる１ 「半径３００メートルに責任を」
淵の森保全連絡協議会会長 宮崎駿さん

2010年5月1日

頼りになります 「民生委員・児童委員（老人相談員）」「主任児童委員」

2010年5月1日

市報ひがしむらやま

1 ３８０ 社会福祉

公立保育園の民間移管についてのガイドラインを策定しました

2010年5月1日

市報ひがしむらやま

2 ３８０ 社会福祉

東村山市都市計画審議会の市民委員が決定しました

2010年5月1日

市報ひがしむらやま

2 ６１０ 道路・都市計画

「東村山市第４次総合計画基本構想（素案）」にご意見をお寄せください

2010年5月1日

市報ひがしむらやま

2 ２３０ 市政方針・計画

次世代育成支援行動計画（東村山子育てレインボープラン）後期計画を策定しま
2010年5月1日
した

市報ひがしむらやま

2 ３８０ 社会福祉

武蔵大和駅のエレベーター設置工事が始まります

2010年5月1日

市報ひがしむらやま

3 ６２０ 交通・通信

楽しみ様々 快歩 スリーデーマーチ第２日目 笑顔の７３２１人

2010年5月3日

朝日

朝刊

21 ８３０ スポーツ

写真でたどる東村山の昭和

2010年5月7日

読売

朝刊

33 ９１０ 郷土館

お店発見 本場の讃岐うどん追求 野口製麺所（東村山市）

2010年5月8日

読売

朝刊

24 ５９０ 商工業

コミュニティタクシーに新ルート 小平市１年実証実験へ 駅少ない北西部エリアで 2010年5月9日

読売

朝刊

25 ６２０ 交通・通信

2010年5月12日

朝日

朝刊

31 ８５０ 生活

無党派層に支持訴え みんなの党、松田氏を擁立 各党、危機感強める ２０１０
2010年5月13日
参院選＠東京

朝日

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

車上狙い未遂容疑、アルバイト店員と高１少年を逮捕

2010年5月13日

朝日

朝刊

35 ４２０ 事件・事故

みんな、東京でタリーズ創業者擁立

2010年5月13日

産経

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

「日本に元気を取り戻したい」みんな・松田氏 参院選出馬会見

2010年5月13日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

タリーズ元社長公認

2010年5月13日

読売

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

自慢の庭 広がる輪 多摩各地で園芸家のオープンガーデン

東京

朝刊

1,28 ３１０ 社会一般
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かばん窃盗未遂の疑い

2010年5月13日

29 ４２０ 事件・事故

市民表彰・自治表彰・特別自治功労表彰 ２７名のかたが受賞

2010年5月15日

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

春の叙勲・危険業務従事者叙勲

2010年5月15日

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

ハンセン病政策 家族が国賠訴訟 「隔離で苦痛受けた」

2010年5月20日

読売

朝刊

20 ３５１ ハンセン病

「トトロの森」で森林浴 来月１９日 多摩さくら百年物語

2010年5月20日

読売

朝刊

26 ０７０ 講座･講演会

ビジネスＴＡＭＡ 駅舎バリアフリー化 多摩地区３駅で工事 西武鉄道

2010年5月20日

読売

朝刊

26 ６２０ 交通・通信

はぐ 保活の時代 反響編 行政の都合に泣かされたくない

2010年5月22日

朝日

夕刊

10 ３８０ 社会福祉

ひと十字路 バチさばき 真剣勝負 和太鼓「伊東流」を創設した伊東芳男さん

2010年5月24日

読売

朝刊

25 ８１２ 音楽・美術

全療協新会長に神事務局長就任

2010年5月26日

毎日

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

東村山の「黒焼きそばソース」人気

2010年5月27日

産経

朝刊

23 ５９０ 商工業

希望取り戻せる社会つくりたい 参院選出馬予定のたちあがれ・小倉氏

2010年5月27日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

東久留米駅直結「Ｅｍｉｏ」２９日オープン 商業施設に保育所

2010年5月27日

読売

朝刊

27 ６２０ 交通・通信

就農の道 熊本で開く 東村山の折笠さん 新卒２４歳研修中 ミカン作り、日々
「学ぶ」

2010年5月28日

朝日

朝刊

33 ５７０ 農業・園芸

東京の森を歩く 東京の森を歩いて知った東京の森の奥深さ。八国山緑地の森
東村山市

2010年5月28日

東京

夕刊

D-7 ６７０ 公園・遊歩道

ハンセン病療養所 存続望む 全療協会長に１日就任 神美知宏さん 法的な裏
2010年5月30日
付け必要 なお残る差別・偏見一掃を

読売

朝刊

31 ３５１ ハンセン病

創新党が山田氏ら公認

2010年5月31日

朝日

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

山田氏、東京から出馬 参院選 日本創新党が結党大会

2010年5月31日

産経

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

山田党首は東京選挙区 創新党が２次公認

2010年5月31日

東京

朝刊

2 ２８０ 国や都の行財政

杉並区長、きょう辞職

2010年5月31日

毎日

朝刊

2 ２８０ 国や都の行財政
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杉並区長、出馬を表明

2010年5月31日

読売

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

ひと十字路 野宿者に相談の場を ホームレスを支援している篠原勇さん

2010年5月31日

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

