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2010年10月1日

毎日

朝刊

我が子が病気に １ 働く母に会社の論理 急な看病どうする… 病児保育室 多
2010年10月1日
摩に１２か所

読売

朝刊

上野彦馬賞決まる 高校生 奨励賞 石野裕彦（東京・明治学院東村山）

市報ひがしむらやま

分類

24 ８２０ 映画・演劇・写真
30-31 ３６０ 労働

固定資産評価審査委員会委員に間野しげる氏

2010年10月1日

2 ２５０ 財政・税務

議会だより 東村山市

2010年10月2日

読売

朝刊

33 ２６０ 市議会

炭鉱の街描く朗読劇 東村山の劇団 夕張の歴史モチーフ

2010年10月2日

読売

朝刊

33 ８２０ 映画・演劇・写真

５年ぶりに会長選 民主都連１２日投開票 加藤、松原氏が出馬

2010年10月6日

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

民主都連会長選に２氏 代表戦の構図 加藤氏、松原氏一騎打ち

2010年10月6日

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

多摩ＹＰＣコンテスト 入選 横山宣明

2010年10月6日

読売

朝刊

30 ８２０ 映画・演劇・写真

２０１１年度東京私立中学校募集要項（明法 明治学院）

2010年10月7日

朝日

朝刊

32-33 ７２０ 中学校

東京都内の私立中学入試要項 東村山市 （明法 明治学院）

2010年10月7日

東京

朝刊

6,20 ７２０ 中学校

都内私立中 ２０１１年度入試要項（明治学院 明法）

2010年10月7日

読売

朝刊

32 ７２０ 中学校

２０１１年度東京私立高校募集要項 （明法 日体桜華 明治学院東村山）

2010年10月8日

朝日

朝刊

28-29 ７９０ 高校

東京都内の私立高校入試要項 東村山市 （明法 日体桜華 明治学院東村山） 2010年10月8日

東京

朝刊

22-23 ７９０ 高校

１１年度 都内私立高校募集要項 （明法 日体桜華 明治学院東村山） 私立高
2010年10月8日
３校減の１８８校募集

毎日

朝刊

24-25 ７９０ 高校

都内私立高 ２０１１年度入試要項 （明法 日体桜華 明治学院東村山）

2010年10月8日

読売

朝刊

30,32 ７９０ 高校

人気のバーベキュー マナー違反は大迷惑

2010年10月8日

産経

朝刊

20 ６４０ 河川・湖

危険業務従事者叙勲 瑞宝双光賞 （高橋一二三 高橋義孝 光武浩 長谷川昌
2010年10月9日
昭 宮原博昭） 瑞宝単光賞 （秋田清治 岡修平 小林敏宏）

朝日

朝刊

29 ０１０ 叙位叙勲

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

危険業務従事者叙勲 （高橋一二三 高橋義孝 光武浩 長谷川昌昭 宮原博昭
2010年10月9日
秋田清治 岡修平 小林敏宏）

東京

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 都内から２００人が受章 （高橋一二三 高橋義孝 光武浩
2010年10月9日
長谷川昌昭 宮原博昭 秋田清治 岡修平 小林敏宏）

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 受章者（敬称略） （高橋一二三 高橋義孝 光武浩 長谷
2010年10月9日
川昌昭 宮原博昭 秋田清治 小林敏宏 岡修平）

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

平成２３年度私立中学・高等学校ガイド （明治学院中学校・明治学院東村山高等
2010年10月9日
学校）

東京

朝刊

22 ７００ 教育一般

民主都連会長に加藤氏が内定

2010年10月11日

東京

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

民主都連会長に加藤氏が就任へ

2010年10月11日

読売

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

将棋ソフト プロに初勝利 清水女流王将「形勢判断、時間なく…」

2010年10月12日

朝日

朝刊

10 ８４０ 趣味・娯楽

将棋のコンピューター対局 清水女流王将敗れる 「あから２０１０」

2010年10月12日

東京

夕刊

10 ８４０ 趣味・娯楽

女流王将 コンピューターに負ける

2010年10月12日

読売

夕刊

15 ８４０ 趣味・娯楽

天声人語

2010年10月13日

朝日

朝刊

1 ８４０ 趣味・娯楽

都内５００の祭り紹介 ８４歳男性ＨＰ運営 近藤さん自ら取材、写真２５００枚

2010年10月13日

読売

朝刊

33 ９５０ 民俗・郷土芸能

強盗致傷「主導してない」 裁判員裁判初公判 ２４歳被告側が主張

2010年10月13日

読売

朝刊

33 ４４０ 裁判

園内保育所実現へ ハンセン病療養所「多磨全生園」 賃借料決まり１２年にも開
2010年10月14日
業

朝日

朝刊

33 ３５１ ハンセン病

ハンセン病療養所内 認可保育所を併設へ 地域との交流促進に

2010年10月14日

朝日

朝刊

37 ３５１ ハンセン病

ハンセン病療養所 初の保育園開設へ 東村山市

2010年10月14日

産経

朝刊

23 ３５１ ハンセン病

多磨全生園に保育園 厚労省２０１２年４月開園目指す

2010年10月14日

東京

朝刊

22 ３５１ ハンセン病

多磨全生園に保育所 「子供の声聞きたい」 入所者の願い届く

2010年10月14日

毎日

朝刊

23 ３５１ ハンセン病

元臨時教員に５年求刑 男児にわいせつ行為

2010年10月14日

読売

朝刊

33 ４４０ 裁判

見出し
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掲載紙
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分類

東村山第二中学校・２年生 本紙連載使いＮＩＥ授業 生徒が惨禍思いはせる 記
2010年10月15日
憶 ２０代記者が受け継ぐ戦争

東京

朝刊

24 ７２０ 中学校

２０１１年度全日制都立高の募集定員（東村山 東村山西）

2010年10月15日

朝日

朝刊

28 ７９０ 高校

２０１１年度都立高・高専募集人員

2010年10月15日

東京

朝刊

24 ７９０ 高校

１１年度都立高校・高専・中高一貫募集人数

2010年10月15日

毎日

朝刊

24 ７９０ 高校

都立高・高専・中高一貫２０１１年度募集人員（東村山 東村山西）

2010年10月15日

読売

朝刊

32 ７９０ 高校

平成２３年度から使用する小学校の教科書を採択しました

2010年10月15日

市報ひがしむらやま

2 ７１０ 小学校

市民スポーツセンター屋内プール改修工事の工期を延長します

2010年10月15日

市報ひがしむらやま

2 ２４０ 市民施設

砂川闘争を次世代に 絵など資料７０点展示

2010年10月19日

朝日

朝刊

31 ８１２ 音楽・美術

全生園 保育所誘致へ 園内の２０００㎡ １２年春にも開所 入所者「子どもの姿
2010年10月19日
見たい」

読売

朝刊

35 ３５１ ハンセン病

冷めた計算に軍配 将棋ソフトVS．清水女流王将戦を振り返る

2010年10月21日

朝日

夕刊

5 ８４０ 趣味・娯楽

気になる！ 大局読めるか 将棋ソフト

2010年10月21日

読売

朝刊

37 ８４０ 趣味・娯楽

地域主権 世論熟さず 統一地方選での実施が見込まれる選挙

2010年10月23日

毎日

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

完全な主導性は認めず 強盗致傷など

2010年10月23日

読売

朝刊

33 ４４０ 裁判

５市長が語る 地域自治体連携 ３１日・調布でシンポ

2010年10月26日

毎日

朝刊

27 ２００ 市政一般

最年少女流三冠 １８歳里見

2010年10月29日

読売

朝刊

37 ８４０ 趣味・娯楽

多摩地域５市長集結 調布であすシンポ開催 「市民協働」を語る

2010年10月30日

東京

朝刊

26 ２００ 市政一般

菅改造内閣新任閣僚資産公開 副大臣の資産一覧 （小川敏夫）

2010年10月30日

東京

朝刊

ニュースポーツ 障害者も ２種類 東村山で教室 視覚障害元ラグビー監督ら指
2010年10月31日
導

読売

朝刊

立川

地裁支部判決 ２４歳被告に懲役８年

9 ２８０ 国や都の行財政
35 ８３０ スポーツ

