東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２年８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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３５選挙区に４３人 民主が１次公認 来夏の都議選

2012年8月1日

朝日

朝刊

８月開催の多摩湖梨・ぶどう品評会・展示即売会は中止になりました

2012年8月1日

市報ひがしむらやま

5頁 ５７０ 農業・園芸

カメラニュース「姉妹都市インディペンデンス市 学生のホームステイ体験」

2012年8月1日

市報ひがしむらやま

6頁 ８７０ 国際交流

28頁 ２８０ 国や都の行財政

ECO多摩ライフ 狭山丘陵 寄付の動きも 地権者が保全団体に 自然保護意識 2012年8月3日
強く

読売

朝刊

32頁 ３１０ 環境・公害

病院の実力 多摩編５５ 検診、予防に力入れる 小児歯科 病院の実力「小児歯 2012年8月5日
科」

読売

朝刊

35頁 ３５０ 労働

東村山 住民投票を直接請求 リサイクルセンターめぐり

2012年8月7日

東京

朝刊

18頁 ３１０ 環境・公害

市民投票条例制定 市民団体が本請求 東村山市ごみ施設

2012年8月7日

毎日

朝刊

25頁 ３１０ 環境・公害

「住民投票条例の制定を」再生施設建設で 東村山市民ら 市長に直接請求

2012年8月7日

読売

朝刊

33頁 ３１０ 環境・公害

埼玉の中２「いじめ」被害届提出へ 東村山署は数回拒否

2012年8月8日

毎日

朝刊

27頁 ４２０ 事件・事故

ハンセン病療養所 災害支援ネット全国１２市町 悲しい緑、広域の強みに

2012年8月10日

朝日

朝刊

33頁 ３５１ ハンセン病

夏の学びや セリフは英語で

2012年8月11日

読売

朝刊

30頁 ８２０ 映画・演劇・写真

同級生がいじめ 高１男子被害届 東村山・暴行容疑

2012年8月15日

毎日

朝刊

11頁 ４２０ 事件・事故

久米川駅構内エレベーター設置等の工事が始まりました

2012年8月15日

市報ひがしむらやま

1頁 ６２０ 交通・通信

体力つくりで仲間づくり 体力つくり推進委員会の紹介 １３町民運動会・平成２４
年度体力つくり推進委員長

2012年8月15日

市報ひがしむらやま

3頁 ８３０ スポーツ

金 地域から 世界から 学ぼう 土曜授業 公立小中で広がる

2012年8月17日

読売

朝刊

19頁 ７００ 教育一般

東村山市が２３日臨時議会を招集 リサイクルセンター住民投票条例審議

2012年8月18日

毎日

朝刊

27頁 ３１０ 環境・公害
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傷ついたナシ 割引販売 ひょうで被害 我が子のように育てた 東村山市の農家
「味は抜群」

2012年8月20日

読売

朝刊

29頁 ５７０ 農業・園芸

新秋津駅で男性はねられ死亡

2012年8月21日

東京

朝刊

22頁 ４２０ 事件・事故

新秋津駅で７０歳男性電車にはねられ死亡

2012年8月21日

読売

朝刊

35頁 ４２０ 事件・事故

住民投票の可否 ２８日に議会採決 東村山のリサイクル施設

2012年8月24日

朝日

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

東村山市長 住民投票条例案に反対 リサイクルセンターめぐり

2012年8月24日

東京

朝刊

22頁 ３１０ 環境・公害

レッドアロー号拝島行を運転 ３０日まで西武新宿発

2012年8月24日

毎日

朝刊

22頁 ６２０ 交通・通信

バス会社「銀河鉄道」が新路線 ２７日に「小平国分寺線 」 賢治の本で当日無
料

2012年8月24日

毎日

朝刊

22頁 ６２０ 交通・通信

公明、比例選１５人決定

2012年8月24日

読売

朝刊

リサイクル施設問う 住民投票条例案提出

2012年8月26日

産経

朝刊

23頁 ３１０ 環境・公害

衆院選予想立候補者 ３００小選挙区の情勢 東京

2012年8月27日

読売

朝刊

10頁～11頁 ２８０ 国や都の行財政

都立小平霊園 樹林墓地 募集に１６倍

2012年8月28日

毎日

朝刊

25頁 ８６０ 宗教

住民投票条例案 反対多数で否決 ごみ施設、東村山市議会

2012年8月29日

朝日

朝刊

33頁 ３１０ 環境・公害

東村山市議会 住民投票条例案を否決 リサイクルセンターめぐり

2012年8月29日

東京

朝刊

24頁 ３１０ 環境・公害

東村山市議会 住民投票条例案を否決 リサイクルセンター建設で

2012年8月29日

毎日

朝刊

27頁 ３１０ 環境・公害

民主２都議離党 一人会派結成へ

2012年8月30日

朝日

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

民主都議２人離党届 原発、消費増税など理由 佐藤広典氏（北多摩第１）

2012年8月30日

産経

朝刊

23頁 ２８０ 国や都の行財政

民主都議２人が離党届

2012年8月30日

読売

朝刊

35頁 ２８０ 国や都の行財政

事故相談の男性に 巡査部長が暴行か

2012年8月31日

産経

朝刊

27頁 ４２０ 事件・事故

相談男性と口論 東村山署員暴行 秋津駅前交番で

2012年8月31日

毎日

朝刊

27頁 ４２０ 事件・事故

4頁 ２８０ 国や都の行財政
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33頁 ４２０ 事件・事故

