東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１０年６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。
見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

退任の山田区長が区役所であいさつ

2010年6月1日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

「農産物直売所」散策まっぷ配布 東村山の街並み紹介

2010年6月1日

東京

朝刊

22 ５７０ 農業・園芸

参院選２０１０

2010年6月1日

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

前杉並区長参戦で混迷 改革派・知名度に警戒感も

市報ひがしむらやま

第２２回東村山菖蒲まつり

2010年6月1日

議会だより １日 東村山市

2010年6月2日

読売

朝刊

25 ２６０ 市議会

トラックにはねられ死亡

2010年6月3日

東京

朝刊

20 ４３０ 交通事故

トラックに９７歳はねられ死亡 西東京

2010年6月3日

毎日

朝刊

21 ４３０ 交通事故

特養ホームで職員ら消防訓練 東村山

2010年6月3日

読売

朝刊

29 ４６０ 災害・防災

日本創新党・藤岡氏 杉並区長選立候補へ 参院選は断念

2010年6月5日

朝日

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

杉並区長選へ藤岡氏“転戦” 参院選創新党候補 無所属で

2010年6月5日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

「手応え戻る」「国民欺く」 参院選へ思惑交錯 各陣営

2010年6月5日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

創新党・参院選公認 杉並区長選無所属で 藤岡氏、出馬へ

2010年6月5日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

刷新 期待背に 蓮舫刷新相 「有能な補佐役を」「市民の声に耳を」

2010年6月9日

朝日

朝刊

39 ２８０ 国や都の行財政

副大臣の略歴 （法務）加藤公一 （文部科学）鈴木寛

2010年6月9日

東京

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

生活 水道水うまく飲む

2010年6月10日

朝日

朝刊

２０１０参院選立候補者予想顔ぶれ 敬称略 選挙区 改選７３ 民主３人目困難
2010年6月10日
に 東京

読売

朝刊

ハナキササゲ 最後の花見 府中街道拡幅で伐採へ

2010年6月11日

読売

朝刊

29 ０６０ 動物・植物

プロの俳優と舞台作り体験

2010年6月12日

朝日

朝刊

29 ８２０ 映画・演劇・写真

西東京のホール 受講生募集

1 ６７０ 公園・遊歩道

30 ６５０ 上下水道
10,11 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

2010年6月12日

読売

朝刊

第９２回全国高校野球選手権 東・西東京大会 ２６３校熱戦の誓い 西東京大会
2010年6月13日
初戦の対戦相手決まる

朝日

朝刊

36,37 ８３０ スポーツ

2010年6月13日

産経

朝刊

24 ８３０ スポーツ

夏の高校野球 東・西大会 組み合わせ決定 日大三は２回戦 西東京大会 組
2010年6月13日
み合わせ

東京

朝刊

24 ８３０ スポーツ

全国高校野球 組み合わせ決まる 東大会１４４校 西大会１１９校 来月３日開
会式 西東京大会

2010年6月13日

毎日

朝刊

24 ８３０ スポーツ

高校野球大会 夏 都大会 ２６３チーム 来月３日開幕 西東京大会 組み合わ
2010年6月13日
せ決まる

読売

朝刊

29 ８３０ スポーツ

2010年6月14日

産経

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 改選議員６年間の動き 「ねじれ」混乱目立つこの６年の政治 参
2010年6月14日
院改選議員の６年間の投票行動

東京

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 １ 民主 知名度の差逆手に 国民新 風頼らず
街頭徹底

2010年6月14日

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

大正琴１日体験 男女１８人楽しむ

2010年6月14日

読売

朝刊

31 ８１２ 音楽・美術

肝臓再移植で「手術費募金を」 ２０歳男性を救う会

2010年6月15日

朝日

朝刊

30 ３８０ 社会福祉

肝硬変の田代さん救え！ 米での移植手術へ 東村山で募金活動

2010年6月15日

東京

朝刊

24 ３８０ 社会福祉

２０歳からの人生、歩ませたい 田代祐也さん渡米し肝移植へ 募金に協力を 東
2010年6月15日
村山

毎日

朝刊

23 ３８０ 社会福祉

米で脳死肝移植へ募金 東村山・田代さん 両親ら５０００万円目標

2010年6月15日

読売

朝刊

31 ３８０ 社会福祉

男性が駅で殴られ電車に接触し重傷 傷害容疑で会社員逮捕

2010年6月15日

朝日

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

携帯マナーで口論 男性を殴った容疑

2010年6月15日

産経

朝刊

23 ４２０ 事件・事故

携帯注意し男性殴る 戸塚署４５歳容疑者逮捕 電車内で操作、口論に

2010年6月15日

毎日

朝刊

23 ４２０ 事件・事故

参院改選１２０人 ６年間の実績 任期中の動き 「代理投票」で辞職 若林氏

夏の高校野球 組み合わせ決まる 西東京

２０１０参院選 立候補予定者 選挙区 改選７３ 東京

12 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

新党改革は東京選挙区に海治氏

2010年6月15日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

舛添氏から学んで党の一翼担いたい 新党改革の海治氏 参院選出馬会見

2010年6月15日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

新党改革、東京に擁立

2010年6月15日

毎日

朝刊

15 ２８０ 国や都の行財政

新党改革が新人２候補

2010年6月15日

読売

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 ２ 自民 ２人立つも現職優先 公明 組織力で「議
2010年6月15日
席死守」

毎日

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

平成２２年６月定例市議会 市長所信表明（要旨）

2010年6月15日

市報ひがしむらやま

1 ２６０ 市議会

身体・知的障害者相談員のご案内

2010年6月15日

市報ひがしむらやま

2 ３８１ 心身障害

秋水園ごみ焼却施設ダイオキシン類濃度測定調査結果

2010年6月15日

市報ひがしむらやま

2 ３１０ 環境・公害

平成２０年度普通会計決算に基づく財政比較分析表・歳出比較分析表をまとめま
2010年6月15日
した

市報ひがしむらやま

3,4 ２５０ 財政・税務

バイクの男性死亡

2010年6月16日

朝日

朝刊

29 ４３０ 交通事故

３輪バイク衝突で死亡

2010年6月16日

読売

朝刊

25 ４３０ 交通事故

夏の高校野球 都大会組み合わせ 西東京

2010年6月16日

産経

朝刊

19 ８３０ スポーツ

大学生主催 参院選へ公開討論会 １９日新宿 出馬予定者９人が参加

2010年6月16日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 ３ 共産 党の顔で「議席奪還を」 社民 連立離脱
2010年6月16日
「いばらの道」 みんな 風頼り「しがらみなし」

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

「けやきの丘」で枝切り 多磨全生園

2010年6月16日

読売

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

公務執行妨害容疑 逮捕の職員を停職 東村山市

2010年6月17日

朝日

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

東村山職員を懲戒処分

2010年6月17日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

警官殴った職員 停職１日の処分 東村山市

2010年6月17日

毎日

朝刊

23 ４２０ 事件・事故

罰金命令の職員を処分

2010年6月17日

読売

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

２０１０参院選 過半数かけ激突 ７月１１日投開票 予想される顔ぶれ（敬称略）
選挙区 改選数７３ 東京

2010年6月17日

東京

朝刊

10,11 ２８０ 国や都の行財政

参院選「七つ道具」を公開 都選管

2010年6月17日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選 党首に問う 共産 志位和夫委員長 新党改革 舛添要一代表

2010年6月17日

毎日

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

予想される顔ぶれと情勢 ’１０参院選 ２４日公示 選挙区（改選７３） 関東 東
京２０人乱立、千葉も混戦 東京

2010年6月17日

毎日

朝刊

6,7 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 ４ 新党改革 追い上げに自信 たちあがれ日本
打倒民主、非自民 日本創新党 退路断ち立候補 幸福実現党 安全保障策強 2010年6月17日
調

毎日

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

参院選２０１０ 首都乱戦１ 空気一変 読めぬ「風」 内閣支持率にらみ戦略練り
2010年6月17日
直し

読売

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

甲斐女王、王位奪取し二冠 将棋

2010年6月18日

朝日

夕刊

14 ８４０ 趣味・娯楽

甲斐が女流王位奪取 初の２冠

2010年6月18日

東京

朝刊

1 ８４０ 趣味・娯楽

コンビニに車突っ込む

2010年6月18日

東京

朝刊

22 ４２０ 事件・事故

新世代一気 女流王位甲斐奪取

2010年6月18日

東京

朝刊

26 ８４０ 趣味・娯楽

参院改選議員の６年間の投票行動 「ねじれ」「郵政」混乱も

2010年6月18日

毎日

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

首都乱戦 参院選２０１０ ２ ２人の民主 期待と不安 菅グループで追い風／不
2010年6月18日
在がち「党の顔」

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月19日

読売

朝刊

31 ２６０ 市議会

首都乱戦 参院選２０１０ ３ 支持振り分け 自民徹底 ２人当選へ組織票と浮動
2010年6月19日
票

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

産経大江戸ウォーク 幕末・龍馬が駆けた江戸 疲れた足を癒すぜよ

2010年6月20日

産経

朝刊

19 ８３０ スポーツ

首都決戦 参院選２０１０ 「増税」も焦点に立候補予定者公開討論会

2010年6月20日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

立候補予定者９氏 消費税など討論 参院選

2010年6月20日

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

議会だより １８日 東村山市

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

「トトロの森」散策楽しむ 多摩さくら百年物語

2010年6月20日

読売

朝刊

31 ０６０ 動物・植物

首都決戦 参院選２０１０ 支持求め、西へ東へ 各党党首、都内各地で遊説

2010年6月21日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

参院選TOKYO 「みんな」の風 再び吹くか 民主支持率回復に危機感 「第三
極」正念場に

2010年6月21日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

米国での移植手術 匿名で支援の３０００円 本社立川支局に

2010年6月22日

朝日

朝刊

28 ３８０ 社会福祉

２０１０参院選 迫る決戦 上 与党 ２議席死守目指す民主

2010年6月22日

産経

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

タマケンに挑戦 特別編 中 首長さんが出題します 東村山 渡部尚市長

2010年6月22日

読売

朝刊

28 ８００ 文化一般

首都乱戦 参院選２０１０ ４ 公・共・国・社 独自色競う 「無党派層に支持拡大」
2010年6月22日
「風を起こしたい」

読売

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月23日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月23日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月23日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

首都乱戦 参院選２０１０ ５ 「第３極」狙い戦術模索 組織戦や選挙協力も検討 2010年6月23日

読売

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

参院選解説HP 東京JCが開設

2010年6月23日

読売

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

参院選あす公示 ２０人超える激戦へ ５議席巡り主要９党が擁立

2010年6月23日

読売

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選＠東京 首都決戦、新党も続々 きょう公示 選管は入念準備 選
挙人名簿登録者数

2010年6月24日

朝日

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 迫る決戦 下 第三極 風頼み… 民主“復活”に危機感

2010年6月24日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 きょう公示 １７日間の舌戦突入へ 選挙人名簿登録者数

2010年6月24日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

過半数かけ参院選スタート 民主政権に審判 消費税など争点 ４３７人届け出、
2010年6月24日
第三極乱立

東京

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ きょう公示 初日から党首級応援 期日前投票はあす
から

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 迫る決戦 中 野党
首都決戦

支援偏る自民の２人

参院選２０１０ あす公示 ２０人近く出馬構え ５議席かけ激戦

１０参院選東京 激戦５議席 あす公示 出馬２０人超も 急浮上「消費税」論議

2010年6月24日

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

注目の選挙区 入り乱れる首都決戦

2010年6月24日

東京

夕刊

2 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 届け出一覧 選挙区 改選数７３ 東京

2010年6月24日

東京

夕刊

4 ２８０ 国や都の行財政

クローズアップ２０１０ 参院選・選挙区の構図 すみ分け消え乱戦 「民主２人」新
2010年6月24日
党が拍車

毎日

朝刊

3 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 きょう公示 ２４人立候補の見通し

2010年6月24日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選 全国の立候補者 選挙区 改選７３ 届出順 関東 東京

2010年6月24日

毎日

夕刊

2 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 東京選挙区２４人届け出 東京選挙区立候補者 届
2010年6月24日
け出順、改選数５－２４

毎日

夕刊

11 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月24日

読売

朝刊

32 ５９０ 商工業

参院選２０１０ 新宿駅 第一声ラッシュ きょう公示 党首クラスも応援 有権者最
2010年6月24日
多１０６９万５２３４人

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

参院選の候補者 選挙区（改選数７３） 関東 東京 選挙区の都道府県別候補者
2010年6月25日
数

読売

朝刊

13 ２８０ 国や都の行財政

参院選公示 ５議席へ２４人舌戦 主な候補者の第１声 風 吹いてる？ 候補者
2010年6月25日
一覧（改選数５）

朝日

朝刊

28,29 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 立候補者 選挙区 改選７３ 関東 東京

2010年6月25日

産経

朝刊

9 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 ２４候補 誰を選ぶ？ 選挙区 立候補者 有力候補の訴え

2010年6月25日

産経

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

選挙人名簿登録者数 有権者は１億４５１万人 １票格差５倍超に

2010年6月25日

東京

朝刊

3 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ 公示 ２４人に都民の審判は 主要１２候補の第一声
（右上から届け出順）

2010年6月25日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ 選挙区立候補者

2010年6月25日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

選挙駆け歩記

2010年6月25日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ ２４人に都民の審判は 主要１２候補の第一声 誰に託
2010年6月25日
す？ 各世代の思い

東京

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

大吟醸「千代鶴」今年も金賞

掲載日

見出し

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

2010年6月25日

毎日

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

１票の格差５倍超す 有権者数、戦後初の減少 衆院選、参院選の１票の格差の
2010年6月25日
推移

毎日

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

選挙人名簿登録者数（２３日現在） 東京選挙区 投票率の推移

2010年6月25日

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

東京選挙区立候補者 届け出順、改選数５－２４

2010年6月25日

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 現職４人新人２０人出馬 ７月１１日投票 舌戦１７
日間

2010年6月25日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

景気・福祉…願い切実 ５枠巡り熱い戦い 参院選公示 ２４人が立候補 主な候
2010年6月25日
補者遊説初日

読売

朝刊

32,33 ２８０ 国や都の行財政

参院選２０１０ 候補者一覧 選挙区選 改選定数７３ 関東 東京 選挙区選 都
2010年6月25日
道府県別立候補者数

読売

朝刊

10,11 ２８０ 国や都の行財政

参院選東京選挙区 主な候補者の横顔（左上から右下へ届け出順）

2010年6月26日

朝日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ 東京選挙区 主な候補の横顔 上（右から届け出順）

2010年6月26日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

私に決めて 参院選 主な立候補者の声（届け出順） 国民新党・江木さおり氏
みんなの党・松田公太氏

2010年6月26日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

参院選２０１０ 女の戦い 蓮舫氏に挑む 東京選挙区 ５人“包囲網”

2010年6月26日

産経

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

選挙駆け歩記

2010年6月26日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 １０参院選立候補者アンケート

2010年6月26日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

参院選の序盤情勢 本社３万人調査 敬称略 東京 蓮抜け出す 中川、小川
敏、松田ら追う

2010年6月26日

読売

朝刊

10 ２８０ 国や都の行財政

参院選東京選挙区 主な１３候補の横顔 上（右から届け出順） 江木佐織さん
松田公太さん 東海由紀子さん 山田宏さん

2010年6月26日

読売

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

参院選２０１０ 本社世論調査 上 ７候補混戦模様 さらに６候補追う

2010年6月26日

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選 全国の立候補者 選挙区 改選７３ 届け出順

東京（５－２４）

掲載日

見出し

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

７月１１日投開票 参院選序盤の情勢 選挙区（北海道・東北・関東・甲信越・北
陸） 東京（５－２４） 蓮舫・小川敏が有力

2010年6月27日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

蓮舫・小川敏氏が優勢 竹谷・中川氏やや先行 小池・松田氏競る 参院選序盤
の本社調査

2010年6月27日

朝日

朝刊

37 ２８０ 国や都の行財政

第９２回全国高校野球選手権 東・西東京大会 ７月３日開幕 白球追って２６３校
2010年6月27日
輝け 西大会（都東村山 都東村山西 明法 明学東村山）

朝日

朝刊

2010年6月27日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

２０１０参院選 全国の序盤情勢（敬称略） 選挙区 改選数７３ 東京（５） 抜ける
2010年6月27日
蓮舫、中川ら続く 東京

東京

朝刊

6 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月27日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月27日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 焦点の候補者１ （右から届け出順） 江木佐織氏
松田公太氏

2010年6月27日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

参院選東京選挙区 主な１３候補の横顔 中（右から届け出順） 小倉麻子さん
矢内筆勝さん 小池晃さん 海治広太郎さん

2010年6月27日

読売

朝刊

34 ２８０ 国や都の行財政

私に決めて 参院選主な立候補者の声（右から届け出順） 日本創新党・山田宏
氏 たちあがれ日本・小倉麻子氏

2010年6月28日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

選挙駆け歩記

2010年6月28日

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ 東京選挙区 主な候補の横顔 下 竹谷とし子さん 中
2010年6月28日
川雅治さん 小川敏夫さん 蓮舫さん

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

１０参院選東京 激戦５議席 焦点の候補者 ２ （右から届け出順）東海由紀子
氏 山田宏氏

2010年6月28日

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

参院選２０１０ 各候補ふれあい重視 繁華街で必死にＰＲ

2010年6月28日

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

私に決めて 参院選主な立候補者の声（届け出順） 幸福実現党・矢内筆勝氏
共産党・小池晃氏

2010年6月29日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

私に決めて 参院選 主な立候補者の声（届け出順） 自民党・東海由紀子氏

選挙駆け歩記
首都決戦 参院選２０１０ 東京選挙区 主な候補の横顔 中 小倉麻子さん
池晃さん 海治広太郎さん 森原秀樹さん

小

別刷り特集

８３０ スポーツ

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

選挙駆け歩記

2010年6月29日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

期日前投票 ３年前と比べ １１％増

2010年6月29日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月29日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

2010年6月29日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

参院選東京選挙区 主な候補の横顔 下 （右から届け出順） 森原秀樹さん 竹
2010年6月29日
谷とし子さん 中川雅治さん 小川敏夫さん 蓮舫さん

読売

朝刊

34 ２８０ 国や都の行財政

目指せ甲子園 西東京大会出場校紹介 ３ 東村山 東村山西

2010年6月29日

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

私に決めて 参院選主な立候補者の声（届け出順） 新党改革・海治広太郎氏
社民党・森原秀樹氏

2010年6月30日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

選挙駆け歩記

2010年6月30日

東京

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

首都決戦 参院選２０１０ 東京選挙区 主な候補に聞く 政策編 中

2010年6月30日

東京

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

西東京大会 ２ 明学東村山 明法

2010年6月30日

毎日

朝刊

23 ８３０ スポーツ

１０参院選東京 激戦５議席 焦点の候補者 ４ 右から届け出順 小池晃氏 海
2010年6月30日
治広太郎氏

毎日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

叙位叙勲（２９日） 正六位瑞宝双光章 池田和栄氏

2010年6月30日

読売

朝刊

34 ０１０ 叙位・叙勲

高齢者叙勲（７月１日） 瑞宝双光章 桐生隆文氏

2010年6月30日

読売

朝刊

34 ０１０ 叙位・叙勲

首都決戦 参院選２０１０ 東京選挙区
１０参院選東京
矢内筆勝氏

主な候補に聞く 政策編 上

激戦５議席 焦点の候補者 ３ 右から届け出順 小倉麻子氏

