東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１１年６月分
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分類

カメラニュース

2011年6月1日

市報ひがしむらやま

1 ４６０ 災害・防災

身体・知的障害者相談員のご案内

2011年6月1日

市報ひがしむらやま

3 ３８１ 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

2011年6月1日

市報ひがしむらやま

2 ３１０ 環境・公害

市の公共施設のアスベスト再分析調査結果

2011年6月1日

市報ひがしむらやま

2 ３１０ 環境・公害

第２３回東村山菖蒲まつり

2011年6月1日

市報ひがしむらやま

1 ６７０ 公園・遊歩道

放射線量の測定東村山市も実施 小中校・保育園計３０カ所

2011年6月2日

朝日

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

「保育園は安全」 東村山市が放射線量測定

2011年6月2日

東京

朝刊

22 ３１０ 環境・公害

４９区市長 都内区市の記者会見回数

2011年6月2日

産経

朝刊

19 ２００ 市政一般

議会だより １日 東村山市

2011年6月2日

読売

朝刊

29 ２６０ 市議会

学校など３０カ所放射線量測定へ 東村山市

2011年6月3日

毎日

朝刊

23 ３１０ 環境・公害

東村山市立８保育園放射線基準値下回る

2011年6月3日

読売

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

放射線量 文科省が測定地”隠蔽” 文京、目黒など５区市内 都内で測定された
2011年6月7日
放射線量

産経

朝刊

19 ３１０ 環境・公害

放射線量の測定地文科省が一転公開 都内で測定された放射線量

2011年6月8日

産経

朝刊

20 ３１０ 環境・公害

放射線量１００カ所で測定へ 都内で測定された放射線量

2011年6月9日

産経

朝刊

19 ３１０ 環境・公害

ハンセン病風化させない 「輝いて生きる」出版 元朝日新聞カメラマン八重樫信
之さん

2011年6月9日

毎日

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

新酒「千代鶴」金賞の舞 全国鑑評会 蔵元３年連続で

2011年6月9日

読売

朝刊

28 ５９０ 商工業

東村山への避難者に市が自転車提供開始

2011年6月10日

読売

朝刊

31 ４６０ 災害・防災

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

志村けんを変えたジェリー・ルイス 「動きで笑わす」に衝撃

2011年6月10日

読売

夕刊

12 ８００ 文化一般

「トトロ」の舞台を散策 遊学塾 植物や昆虫説明受け

2011年6月12日

読売

朝刊

33 ０６０ 動物・植物

春の褒章 都内から６８人 危険業務従事者叙勲

2011年6月15日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 警察功労

2011年6月15日

東京

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

喜びの受章者 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 警察功労

2011年6月15日

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲受章者

2011年6月15日

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

平成２３年６月定例市議会 市長施政方針説明（要旨）

2011年6月15日

市報ひがしむらやま

1 ２３０ 市政方針・計画

平成２１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
2011年6月15日
した

市報ひがしむらやま

3 ２５０ 財政・税務

平成２２年度の財政状況

2011年6月15日

市報ひがしむらやま

4 ２５０ 財政・税務

危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章（８９人） 警察功労

2011年6月16日

産経

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 都内から４１８人 瑞宝双光章

2011年6月18日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 都内４１８人受章 瑞宝双光章

2011年6月18日

産経

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 ４０６４人 瑞宝中綬章

2011年6月18日

産経

朝刊

24 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲受章者 瑞宝中綬章

2011年6月18日

東京

朝刊

13 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 受章者 瑞宝双光章

2011年6月18日

東京

朝刊

24 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 喜びの受章者 瑞宝双光章

2011年6月18日

毎日

朝刊

26 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲４０６４人 春の叙勲 受章者 瑞宝双光章

2011年6月18日

読売

朝刊

1,32 ０１０ 叙位叙勲

計画停電 万一に備えグループ分け ２０日から適用東電「原則実施せず」

2011年6月18日

東京

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

記者の仕事を中学生ら学ぶ 東村山第六中

2011年6月19日

朝日

朝刊

29 ７２０ 中学校

第９３回全国高校野球選手権 東・西東京大会 来月９日開幕 対戦校決まる

2011年6月19日

朝日

朝刊

29 ８３０ スポーツ

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

高校野球 来月９日から都大会 西東京

2011年6月19日

産経

朝刊

26 ８３０ スポーツ

夏の高校野球 震災でシード校なし 西東京大会組み合わせ

2011年6月19日

東京

朝刊

22 ８３０ スポーツ

全国高校野球 シードなし組み合わせ 初戦で強豪激突も 西東京大会

2011年6月19日

毎日

朝刊

27 ８３０ スポーツ

高校野球 夏 都大会 ２６９チーム甲子園へ闘志 組み合わせ決まる 西大会

2011年6月19日

読売

朝刊

31 ８３０ スポーツ

住宅に刃物の男 金を奪って逃走 東村山

2011年6月20日

朝日

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

東村山市内で強盗事件相次ぐ 独居高齢女性狙う？

2011年6月20日

東京

朝刊

22 ４２０ 事件・事故

強盗と未遂事件相次ぐ 東村山

2011年6月20日

読売

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

小中２２校のプール放射性物質測定へ 東村山市

2011年6月21日

朝日

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

小中のプールで放射性物質測定 東村山市

2011年6月21日

東京

朝刊

24 ３１０ 環境・公害

２２校屋外プール放射性物質測定 東村山市

2011年6月21日

読売

朝刊

35 ３１０ 環境・公害

３・１１の記録 １０ 家族 釜石の雨宮さん一家 下 走り出す娘信じる 「震災体
2011年6月21日
験を糧に｣

読売

朝刊

39 ４６０ 災害・防災

第９３回全国高校野球選手権 東・西東京大会 全試合の球場決定 西東京大会 2011年6月22日

朝日

朝刊

28 ８３０ スポーツ

2011年6月22日

産経

朝刊

21 ８３０ スポーツ

夏の高校野球 試合会場決まる 東・西大会来月９日開幕 西東京大会組み合わ
2011年6月22日
せ

東京

朝刊

22 ８３０ スポーツ

第２２期女流王位戦 ５番勝負第１局第１譜 熱戦スタート 女流六段 清水市代

2011年6月22日

東京

朝刊

5 ８４０ 趣味・娯楽

清水勝ち最終局 女流王位戦第４局

2011年6月22日

東京

朝刊

26 ８４０ 趣味・娯楽

議会だより ２３日 東村山市

2011年6月24日

読売

朝刊

31 ２６０ 市議会

放射性物質は不検出 東村山市 学校プールで測定

2011年6月28日

東京

朝刊

22 ３１０ 環境・公害

「ニッポンの食、がんばれ！」セレクション 第２期授賞製品を発表します！ （株）
2011年6月29日
保谷納豆

産経

朝刊

高校野球試合球場決まる

16-17 ５９０ 商工業

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

コンビニ強盗容疑の男を逮捕

2011年6月30日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

強盗の疑いで４６歳男逮捕

2011年6月30日

産経

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

コンビニ強盗容疑の男を逮捕

2011年6月30日

東京

朝刊

26 ４２０ 事件・事故

コンビニ強盗容疑の男逮捕

2011年6月30日

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

全国高校野球 東・西東京大会 組み合わせと試合球場 西東京大会

2011年6月30日

毎日

朝刊

24 ８３０ スポーツ

