東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１０年１１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
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分類

第４９回市民産業まつり ともに咲かそう夢・未来 みんなで創ろう！みんなの東
村山 １１月１３日（土）・１４日（日）

2010年11月1日

市報ひがしむらやま

1 ５９０ 商工業

第２６回市民健康のつどい 「見つけよう 自分にあった健康法」

2010年11月1日

市報ひがしむらやま

1 ３５０ 衛生・医療

「第４次総合計画」、「第４次行財政改革大綱」について語る会を開催します １０
年後の東村山を考えよう

2010年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ２３０ 市政方針・計画

ごみ焼却施設延命化改修工事 周辺住民説明会の開催

2010年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ３１０ 環境・公害

「第４次東村山市行財政改革大綱（骨子案）」にご意見をお寄せください

2010年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ２３０ 市政方針・計画

「環境基本計画」・「みどりの基本計画」の改訂に向けた意見募集にご協力ください 2010年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ３１０ 環境・公害

秋の勲章に都内８７人（中野淳子）

2010年11月2日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

秋の勲章 都内から８７人 藍綬褒章（中野淳子）

2010年11月2日

産経

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章受章者（中野淳子）

2010年11月2日

東京

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章 都内から７５人受章 藍綬褒章（中野淳子）

2010年11月2日

毎日

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章 都内から８７人 褒章受章者（敬称略） 藍綬褒章（中野淳子）

2010年11月2日

読売

朝刊

26 ０１０ 叙位叙勲

タクシー運転手に暴行、料金踏み倒して逃走

2010年11月3日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

タクシー料金払わずに暴行 東村山

2010年11月3日

東京

朝刊

20 ４２０ 事件・事故

秋の叙勲 都内は３８８人受賞 （山口俊治 原史郎 古園辰雄 小山武光）

2010年11月3日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲 都内から３８８人 瑞宝小綬章（山口俊治） 瑞宝双光章（原史郎 古園
2010年11月3日
辰雄） 瑞宝単光章（小山武光）

産経

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

2010年11月3日

東京

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲受章者（山口俊治 原史郎 古園辰雄 小山武光）

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

秋の叙勲 喜びの受章者 （山口俊治 原史郎 古園辰雄 小山武光）

2010年11月3日

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲 ３８８人受章 叙勲受章者（敬称略） （山口俊治 原史郎 古園辰雄
小山武光）

2010年11月3日

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

深層追跡 市議賞与「役職加算」の謎 一律２０％上乗せ 大半の市で実施 疑問
2010年11月3日
の声・東村山は今冬廃止

読売

朝刊

31 ２６０ 市議会

武満徹の未公開２曲初演 東京

2010年11月4日

朝日

夕刊

男児にわいせつ 執行猶予付きの判決 地裁支部、元臨時教員に

2010年11月6日

朝日

朝刊

33 ４４０ 裁判

教え子男児にわいせつ行為 被告男に有罪判決

2010年11月6日

東京

朝刊

24 ４４０ 裁判

男児にわいせつ 元臨時教員有罪

2010年11月6日

読売

朝刊

31 ４４０ 裁判

病院で出火、医療器具など焼ける

2010年11月9日

朝日

朝刊

29 ４５０ 火災・消防

看護師長室放火の疑い 東村山・緑風荘病院

2010年11月9日

毎日

朝刊

21 ４５０ 火災・消防

看護師長室でボヤ 東村山、放火で捜査

2010年11月9日

読売

朝刊

31 ４５０ 火災・消防

小川駅ホーム明かり消える

2010年11月11日

読売

朝刊

33 ６２０ 交通・通信

記憶 ２０代記者が受け継ぐ戦争 「生きる支え」歌も披露 東村山の中学校で講
2010年11月12日
演会

東京

朝刊

20 ７２０ 中学校

東村山の西武線で死亡事故

2010年11月12日

東京

朝刊

20 ４２０ 事件・事故

自殺か 鉄道事故死

2010年11月12日

読売

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

新しい市民参加のかたち 「市民討議会」を開催します

2010年11月15日

市報ひがしむらやま

1 ２００ 市政一般

都市計画素案説明会を開催します 西武鉄道新宿線、国分寺線及び西武園線
（東村山駅付近）の連続立体交差化計画と、関連する道路計画等について

2010年11月15日

市報ひがしむらやま

1 ６１０ 道路・都市計画

「（仮称）青葉町地域集会施設」の建設工事着工に伴う住民説明会

2010年11月15日

市報ひがしむらやま

1 ２４０ 市民施設

東京都消防褒章を受賞（木村隆氏 小島広明氏）

2010年11月15日

市報ひがしむらやま

2 ０１０ 叙位叙勲

4 ８１２ 音楽・美術

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

2010年11月15日 市報ひがしむらやま
特集 東村山市第４次総合計画基本構想を策定しました
「望郷の丘」パノラマ再現 １９２０年代の写真８枚つなぎ合わせ ハンセン病資料
2010年11月17日
読売
朝刊
館で企画展 東村山

特集号1-4

分類
２３０ 市政方針・計画

33 ３５１ ハンセン病

公約で禁止のはずが・・・ 企業献金 民主は１．６倍 政治資金収入１．３倍 ０９
2010年11月19日
年都報告書

朝日

夕刊

12 ２８０ 国や都の行財政

０９年政治資金収支報告書 選挙の年、収支膨らむ 民主、１０年で最高額 １６
団体、領収書紛失

2010年11月20日

朝日

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

２１年政治資金収支報告 収入３０％増 １７５億円 選挙続き各党軒並みアップ

2010年11月20日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

０９年政治資金収支 パーティー過去最多 首長らの政治団体 選挙で収入増

2010年11月20日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

動き活発 収入１７６億円 ０９年政治資金報告 都議選、衆院選相次ぎ

2010年11月20日

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

政治資金収支報告書 事務所賃料 親族に支出 業務停止企業から献金も

2010年11月20日

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

０９年政治資金収支報告 自民支えてきた２業界団体 民主にも献金

2010年11月21日

朝日

朝刊

37 ２８０ 国や都の行財政

愛犬とウキウキ 鉄道の旅

2010年11月20日

読売

夕刊

1 ６２０ 交通・通信

チャイム ワンちゃんと電車の旅を―。

2010年11月21日

産経

朝刊

27 ６２０ 交通・通信

静謐な女性像 心なごむ魅力 「正論」表紙を担当する彫刻家 保井智貴さん（３
６）

2010年11月23日

産経

朝刊

14 ８１２ 音楽・美術

ライシャワー氏の政治観 元特別補佐官 東村山で講演

2010年11月23日

読売

朝刊

33 ０７０ 講座・講演会

東村山の施設 障害者美術展 吉祥寺で展示

2010年11月24日

朝日

朝刊

35 ８１２ 音楽・美術

石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧（木村ダクト工業）

2010年11月25日

東京

朝刊

4 ３１０ 環境・公害

石綿労災・救済認定事業所 ０９年度に初認定の事業所 建設業（木村ダクト工
業）

2010年11月25日

毎日

朝刊

26 ３１０ 環境・公害

真剣勝負で夢に挑戦 車いすバスケ・京谷さん講演

2010年11月26日

読売

朝刊

35 ０７０ 講座・講演会

小５男児飛び降りか 東村山

2010年11月30日

東京

夕刊

9 ４２０ 事件・事故

見出し
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掲載紙
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分類

小５男児 転落死 １４階マンション、自殺か 東村山

2010年11月30日

毎日

夕刊

11 ４２０ 事件・事故

飛び降りか 小５死亡 東村山

2010年11月30日

読売

夕刊

13 ４２０ 事件・事故

議会だより ２９日

2010年11月30日

読売

朝刊

33 ２６０ 市議会

