東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１１年１０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

平成２３年７月～８月 市役所の節電実績を報告します

2011年10月1日

市報ひがしむらやま

1 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

「青パト」をご存知ですか

2011年10月1日

市報ひがしむらやま

2 ４１０ 警察

市立第八保育園の移管先法人の候補者が社会福祉法人ユーカリ福祉会に決定 2011年10月1日

市報ひがしむらやま

3 ３８０ 社会福祉

飲酒しひき逃げ 職員を懲戒免職 東村山市が処分

2011年10月5日

朝日

朝刊

29 ２１０ 市職員

酒気帯び事故職員 東村山市が懲戒免

2011年10月5日

産経

朝刊

23 ２１０ 市職員

ひき逃げの東村山市教委職員を懲戒免職

2011年10月5日

東京

朝刊

24 ２１０ 市職員

ひき逃げ容疑 市職員懲戒免

2011年10月5日

読売

朝刊

29 ２１０ 市職員

議会だより ４日 東村山市

2011年10月5日

読売

朝刊

29 ２６０ 市議会

危険業務従事者叙勲

2011年10月8日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲１８１人 瑞宝双光章 警察功労 瑞宝単光章 警察功労

2011年10月8日

産経

朝刊

23 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 東京都内の受章者

2011年10月8日

東京

朝刊

25 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲１８１人が受章 瑞宝双光章 瑞宝単光章

2011年10月8日

毎日

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 受章者 瑞宝双光章 瑞宝単光章

2011年10月8日

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

被災図書館の本きれいに 多摩のNPO、福島から運ぶ ごみや破片１ページずつ
2011年10月9日
除く

朝日

朝刊

29 １００ 図書館一般

全療協の歩み企画展に 結成６０年のハンセン病療養所入所者組織 生活改善
闘う姿紹介 「夢や希望をもつ人間に」中学で入所者・平沢さん講演

2011年10月9日

読売

朝刊

31 ３５１ ハンセン病

東村山で小麦の収穫祭 ７０人、うどんに舌鼓

2011年10月12日

読売

朝刊

33 ５７０ 農業・園芸

得ダネ情報 中高一貫で生徒の夢の実現をサポート 明治学院中学校・東村山高
2011年10月13日
等学校

東京

朝刊

23 ７００ 教育一般

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

労災隠しの疑いで元所長ら書類送検 立川労基署

2011年10月14日

朝日

朝刊

33 ３６０ 労働

労災隠した疑いで会社を書類送検

2011年10月14日

東京

朝刊

24 ３６０ 労働

西武池袋線でも人身事故

2011年10月15日

東京

朝刊

26 ４３０ 交通事故

東村山市版株主総会を開催します

2011年10月15日

市報ひがしむらやま

1 ２００ 市政一般

市道５６２号線１の道路測量に関する説明会（第２回）の開催

2011年10月15日

市報ひがしむらやま

2 ６１０ 道路・都市計画

都市計画の決定

2011年10月15日

市報ひがしむらやま

2 ６１０ 道路・都市計画

労災隠しの疑いで元所長を書類送検

2011年10月17日

産経

朝刊

24 ３６０ 労働

樺美智子さん遺稿集復刻 「人しれず微笑まん」東村山の田浪さん、自費で 記憶
2011年10月17日
風化「歴史として若い人に」

読売

朝刊

35 ８１０ 文学

樺美智子さん遺稿集復刻 東村山の元ラーメン店主・田浪さん 「歴史の転換点
目向けて」

2011年10月18日

東京

朝刊

26 ８１０ 文学

東村山の学校高い放射線量

2011年10月19日

東京

夕刊

平成２３年度食品衛生事業功労厚生労働大臣表彰

2011年10月19日

読売

朝刊

32 ０１０ 叙位叙勲

被災図書館の蔵書掃除支援 元職員らのＮＰＯ福島の２３００冊を

2011年10月19日

読売

朝刊

33 １００ 図書館一般

東村山２．１マイクロシーベルト検出 ８校１２ヵ所除染 ０．１９マイクロ以上の箇
所で実施へ

2011年10月20日

朝日

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

東京・東村山で２．１マイクロシーベルト 小学校の敷地

2011年10月20日

朝日

朝刊

38 ３１０ 環境・公害

８校１３ヵ所を除染 東村山

2011年10月20日

産経

朝刊

24 ３１０ 環境・公害

雨水溝の汚泥から高放射線量を検出 東村山の小学校

2011年10月20日

産経

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

「近隣でも考えられる」 小学校で高線量東村山市長会見 測定器貸し出しを検討 2011年10月20日

東京

朝刊

24 ３１０ 環境・公害

東村山 市長、調査範囲拡大へ 小学校で２．１５３マイクロシーベルト Ｕ字溝清
2011年10月20日
掃を指導

毎日

朝刊

25 ３１０ 環境・公害

6 ３１０ 環境・公害

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

放射線量毎時２．１５３マイクロ・シーベルト 東村山の小学校 避難区域目安並
み

2011年10月20日

読売

朝刊

33 ３１０ 環境・公害

起訴内容を認める 無免許事故身代わり出頭 ６億円事件の容疑者

2011年10月20日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

国の放射線対応方針 自治体「基準ありがたい」 市民「緩い」不安も

2011年10月22日

東京

朝刊

24 ３１０ 環境・公害

器物損壊事件 東村山で６件

2011年10月22日

読売

朝刊

29 ４５０ 火災・消防

たま人 ヒマワリで街おこしを 市民団体「東村山元気クラブ」代表

2011年10月24日

読売

朝刊

29 ５７０ 農業・園芸

東村山でコンビニ強盗未遂

2011年10月25日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

東村山では強盗未遂

2011年10月25日

東京

朝刊

22 ４２０ 事件・事故

東村山では強盗未遂

2011年10月25日

読売

朝刊

35 ４２０ 事件・事故

ハンセン病巡る闘いたどる写真 東村山で１００点展示

2011年10月27日

朝日

朝刊

29 ３５１ ハンセン病

トラックにはねられ女性死亡

2011年10月29日

朝日

朝刊

29 ４３０ 交通事故

東村山で８１歳女性はねられ死亡

2011年10月29日

東京

朝刊

24 ４３０ 交通事故

