東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１１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。
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朝刊

分類

架空社債を提示 詐欺未遂の容疑 警視庁が７人逮捕

2011年11月1日

29 ４２０ 事件・事故

１１月５日（土）リニューアルオープン 屋内プールを開放します

2011年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ２４０ 市民施設

東京都消防褒賞を受賞

2011年11月1日

市報ひがしむらやま

2 ４５０ 火災・消防

萩山図書館開館３０周年記念行事

2011年11月1日

市報ひがしむらやま

3 １１０ 東村山市立図書館

秋の褒章に３団体と７７人 藍綬褒章

2011年11月2日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章 都内から７７人３団体 藍綬褒章

2011年11月2日

産経

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章受章者 藍綬褒章

2011年11月2日

東京

朝刊

20 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章受章者 藍綬褒章

2011年11月2日

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

秋の褒章 都内から７７人３団体 褒章受章者 藍綬褒章

2011年11月2日

読売

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲 都内は３８１人 瑞宝小綬章

2011年11月3日

朝日

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲 都内３８０人受章 瑞宝小綬章

2011年11月3日

産経

朝刊

21 ０１０ 叙位叙勲

都内 秋の叙勲 瑞宝小綬章

2011年11月3日

東京

朝刊

21 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲 喜びの受章者 瑞宝小綬章

2011年11月3日

毎日

朝刊

22 ０１０ 叙位叙勲

秋の叙勲都内から３８１人 叙勲受章者 瑞宝小綬章

2011年11月3日

読売

朝刊

32 ０１０ 叙位叙勲

東村山で不審火相次ぐ シートカバーから出火 １月から１３件

2011年11月4日

朝日

朝刊

37 ４５０ 火災・消防

お店発見 中国ダイニング 彩雅（東村山市） 東村山名物「黒焼きそば」

2011年11月5日

読売

朝刊

31 ５９０ 商工業

１２００万円の振り込め詐欺被害

2011年11月6日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

次男を装い１２００万円詐取 東村山の男性被害

2011年11月6日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

東村山の８１歳が１２００万円詐欺被害

2011年11月6日

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

東村山で不審火 ４月以降１４件に

2011年11月6日

読売

朝刊

33 ４５０ 火災・消防

「人しれず微笑まん」樺さん遺稿集５１年ぶり復刻

2011年11月7日

朝日

朝刊

37 １２０ 図書出版

小金井ごみ問題 過去支援の市 二の足 不信感・施設老朽化・住民の理解･･･

2011年11月9日

朝日

朝刊

35 ３１０ 環境・公害

全療協 結成６０年 ハンセン病患者 人権回復の歩み 「たたかいつづけたか
ら、今がある」 東村山で企画展

2011年11月9日

毎日

朝刊

21 ３５１ ハンセン病

新聞の読み方や記者の仕事学ぶ 東村山の小５、８４人

2011年11月13日

朝日

朝刊

29 ７１０ 小学校

「緑の島」狭山丘陵の四季 「チーム東村山」原風景切り取る写真集

2011年11月15日

朝日

朝刊

35 １２０ 図書出版

１２月定例市議会の予定 今期１１月２９日～１２月２０日

2011年11月15日

市報ひがしむらやま

1 ２６０ 市議会

秋の叙勲・褒章 危険業務従事者叙勲 市内で、次の方々が受章されました

2011年11月15日

市報ひがしむらやま

2 ０１０ 叙位叙勲

カメラニュース 東村山市消防団第４分団 東京都消防操法大会で３位入賞

2011年11月15日

市報ひがしむらやま

2 ４５０ 火災・消防

市民による事業評価 評価委員を募集します

2011年11月15日

市報ひがしむらやま

1 ２００ 市政一般

東村山都市計画道路３・４・１１号保谷東村山線の事業説明会

2011年11月15日

市報ひがしむらやま

2 ６１０ 道路・都市計画

ここには置けない 児童の絵で放置自転車防止 東村山市、久米川駅前で「心理
2011年11月17日
作戦」

朝日

朝刊

29 ６２０ 交通・通信

「野火止用水」保全へ 流域９市が共同宣言

2011年11月17日

東京

朝刊

22 ６４０ 河川・湖

樺美智子さん遺稿集を復刻 「６０年安保」参加男性

2011年11月22日

東京

夕刊

8 １２０ 図書出版

市長ボーナス 市民が査定 東京・東村山 あす「株主総会」

2011年11月22日

読売

夕刊

12 ２００ 市政一般

写真が示す「原発震災」 東村山 豊田さんが作品展 来月２日から

2011年11月23日

毎日

朝刊

27 ８２０ 映画・演劇・写真

市長のボーナス 市民５２人が査定 東村山市 「株主総会」開き市政評価

2011年11月24日

朝日

朝刊

37 ２００ 市政一般

渡部市長ボーナス現状維持 来年度 東村山市民が「株主総会」

2011年11月24日

読売

朝刊

33 ２００ 市政一般

見出し
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掲載紙
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分類

東村山市、市民の株主総会 市長期末手当は「現状維持」 「待機児童解消を」注
2011年11月25日
文も

東京

朝刊

26 ２００ 市政一般

わいせつＤＶＤ所持容疑で男逮捕

2011年11月25日

東京

朝刊

26 ４２０ 事件・事故

わいせつＤＶＤを販売目的所持容疑

2011年11月25日

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

商店街ルネサンス まちのコンシェルジュ ローカル色を味わう 最高級ニジマス
の握り（ダイヤ寿司）

2011年11月29日

読売

朝刊

32 ５９０ 商工業

平成２３年度援護事業功労者厚生労働大臣表彰

2011年11月29日

読売

朝刊

32 ０１０ 叙位叙勲

議会だより ２９日 東村山市

2011年11月30日

読売

朝刊

33 ２６０ 市議会

