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掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

市政施行５０周年記念 第５３回市民産業まつり

2014/11/1

市報ひがしむらやま

1 ５９０ 商工業

平成２３～２５年度の行財政改革の取り組み

2014/11/1

市報ひがしむらやま

3 ２３０ 市政方針・計画

東京都消防褒賞を受賞（武藤清氏 大久保正昌氏）

2014/11/1

市報ひがしむらやま

5 ４５０ 火災・消防

市政施行５０周年記念 共催事業 みんなでつくるみんなの宝探しin東村山＆国
分寺

2014/11/1

市報ひがしむらやま

9 ２００ 市政一般

危険ドラッグ吸って追突事故 道交法違反容疑逮捕

2014/11/6

毎日

朝刊

23 ４３０ 交通事故

土器や弓 縄文の漆の技 東村山２施設で展示会

2014/11/6

読売

朝刊

32 ９３０ 考古学

街プレーバック ザ・ドリフターズ「８時だョ！全員集合」＠渋谷公会堂

2014/11/7

朝日

夕刊

来てよ～、来て来て！ 日本エレキテル連合出演 東村山 ９日 市民産業まつり 2014/11/7

読売

朝刊

32 ５９０ 商工業

東村山在住のお笑いコンビ「日本エレキテル連合」 見に来ないとダメよ～、ダメダ
2014/11/8
メ あす、地元のまつりに登場

朝日

朝刊

28 ５９０ 商工業

被ばく写真など見て 原発の今後を考えて ９日まで 東村山で市民文化祭

2014/11/8

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東村山と国分寺 宝探し展開中

2014/11/12

読売

朝刊

33 ２００ 市政一般

ハンセン病の歴史後世に 交流続けた写真家思い継ぐ ４０年間資料収集の故山
2014/11/13
下道輔さん

毎日

夕刊

10 ３５１ ハンセン病

脱線や地震 想定し訓練 京王と西武 避難誘導など確認

2014/11/13

読売

朝刊

33 ６２０ 交通・通信

駅周辺将来像 住民の手で あす東村山で 整備へ座談会 行政に提案へ

2014/11/14

読売

朝刊

33 ６１０ 道路・都市計画

元ハンセン病図書館主任 山下道輔さん 患者の「生きた証し」収集４０年

2014/11/15

朝日

夕刊

秋の叙勲・危険業務従事者叙勲

2014/11/15 市報ひがしむらやま

1 ﾍﾟｰｼﾞ

7 ８００ 文化一般

7 ３５１ ハンセン病
5 ０１０ 叙位叙勲

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

市議会１２月定例会の予定

2014/11/15 市報ひがしむらやま

2 ２６０ 市議会

カメラニュース ひがっしーが「ゆるキャラグランプリ」で第２９８位に！

2014/11/15 市報ひがしむらやま

9 ２００ 市政一般

東村山市 「株主総会」が最高評価

2014/11/16

読売

朝刊

33 ２００ 市政一般

ハンセン病療養所 入所者の自然な姿 今に 舌と唇で点字読む姿など 東村山
2014/11/17
国立資料館で８１点展示

東京

朝刊

22 ３５１ ハンセン病

記者のひとりごと 小説「あん」の桜吹雪

2014/11/17

毎日

朝刊

27 ８２０ 映画・演劇・写真

電車と接触 市職員けが

2014/11/17

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ たま スポーツ グラススキーで世界一を目指す兄弟 荒井大地選
2014/11/19
手１９ 元気選手１５

読売

朝刊

32 ８３０ スポーツ

統一選で２市長 自民都連が推薦

2014/11/20

読売

朝刊

33 ２７０ 選挙

暴行容疑で３３歳逮捕

2014/11/22

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

駅に東村山音頭 東村山駅の発車メロディー

2014/11/27

読売

朝刊

33 ６２０ 交通・通信

ハンセン病療養所の日常 東村山の資料館で写真展

2014/11/28

朝日

朝刊

27 ３５１ ハンセン病

「この人たちに光を」 ハンセン病療養所追ったカメラマン 故趙根在さん 東村山
2014/11/28
で写真展

毎日

朝刊

27 ３５１ ハンセン病

１４衆院選 ４ 対決の構図 ２０区

2014/11/28

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

宴会芸で忘年会の人気者に あす東村山で「ゆるゆる寄席」

2014/11/29

東京

朝刊

26 ８４０ 趣味・娯楽

ハンセン病療養所の日常 入所者の姿 貴重な８１点 １９６０～８０年代 趙根在
2014/11/29
さん撮影

読売

朝刊

30 ３５１ ハンセン病

高齢者叙勲（堺沢良氏 高寺森雄氏）

2014/11/29

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

親子の絆を考えるフォーラム 大阪会場に２５０人 未来の情報 親から子へ

2014/11/29

毎日

朝刊

10 ７６０ 家庭教育

2 ﾍﾟｰｼﾞ

