東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１５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。
見出し

掲載日

「東京の地酒」アピール 外国人向け酒蔵見学会 今年はすでに６００人（豊島酒
2015/11/1
造）

掲載紙 朝夕刊 ページ
産経

朝刊

分類

23 ５９０ 商工業

第５４回 東村山市民産業まつり ともに咲かそう夢・未来「広げようキズナ！つな
2015/11/1
げようみんなの東村山」

市報ひがしむらやま

1 ５９０ 商工業

平成２６年度行財政改革の取り組み

2015/11/1

市報ひがしむらやま

3 ２５０ 財政・税務

「あん」初日 樹木希林さん登壇 立川で７日

2015/11/3

読売

朝刊

31 ８２０ 映画・演劇・写真

全国高校駅伝 都予選（明学東村山・東村山）

2015/11/4

毎日

朝刊

25 ８３０ スポーツ

伸びやかに申登場 干支文字切手 好評販売中 毎日書道展 役員書家１０人が
2015/11/4
揮毫

毎日

夕刊

5 ６２０ 交通・通信

全生園で「緑の祭典」 児童らハンセン病学習の成果発表

2015/11/5

読売

朝刊

30 ３５１ ハンセン病

風向計 理解者 （日本エレキテル連合 中野聡子）

2015/11/7

東京

朝刊

17 ８００ 文化一般

第１０回マニフェスト大賞 喜びの声 ＜優秀マニフェスト賞＞（渡部尚） ＜優秀コ
2015/11/7
ミュニケーション・ネット選挙戦略賞＞（佐藤真和）

毎日

朝刊

22 ２００ 市政一般

立川で「あん」上映 きょうから

2015/11/7

毎日

朝刊

26 ８２０ 映画・演劇・写真

週末は秋満喫 きょう、あす 東小金井 多摩地区の食 高架下でＰＲ

2015/11/7

読売

朝刊

35 ５９０ 商工業

龍馬 なぎなたも一流 北辰一刀流が免状授与 高知で１３日から公開

2015/11/8

毎日

朝刊

30 ９００ 歴史

Ｕ１８の３選手表彰（オコエ瑠偉）

2015/11/10

朝日

朝刊

28 ８３０ スポーツ

東久留米のごみ焼却場 高濃度水銀検出 住民らが質問書

2015/11/11

朝日

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

ヤクルト中村最多得票 ゴールデングラブ 初受賞５人（鳥谷敬）

2015/11/11

毎日

朝刊

22 ８３０ スポーツ

絵本の魅力語る ２１日、東村山でイベント

2015/11/11

産経

朝刊

23 １２０ 図書出版

1 ﾍﾟｰｼﾞ

見出し

掲載日

ロケ地巡りで陣取り合戦 スマホ位置情報利用 東村山で撮影「あん」

2015/11/14

２０１３年閉院 熊本・私立ハンセン病療養所 伝わる苦闘と熱意 １１５年の歴史
2015/11/15
たどる企画展 東村山の資料館で開催中

掲載紙 朝夕刊 ページ
読売
毎日

分類

朝刊

32 ２００ 市政一般

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

熊木令二元市長逝去

2015/11/15

市報ひがしむらやま

1 ０４０ 人物

市議会１２月定例会の予定 会期１２月１日～２１日

2015/11/15

市報ひがしむらやま

2 ２６０ 市議会

東京都消防褒賞を受賞（中嶋芳巳氏）

2015/11/15

市報ひがしむらやま

3 ４５０ 火災・消防

秋の叙勲・褒章・危険業務従事者叙勲（井上武夫、小池紀枝、金杉幸二、仲野明
2015/11/15
彦、丒田英紀、村田憲治）

市報ひがしむらやま

3 ０１０ 叙位叙勲

スマートフォン向けゲーム「ＩＮＧＲＥＳＳ」とコラボレーション 映画「あん」のロケ地
2015/11/15
まち歩き

市報ひがしむらやま

5 ２００ 市政一般

東村山駅付近の連続立体交差事業の工事が始まっています

2015/11/15

市報ひがしむらやま

6 ６１０ 道路・都市計画

東村山署５０年 平穏守った人しのび 殉職慰霊碑建立へ 地元住民寄付で

2015/11/17

毎日

朝刊

25 ４１０ 警察

結核との闘い知って 療養施設の体験 本に 東村山の作家・大場さん

2015/11/19

読売

朝刊

33 １２０ 図書出版

野球短信 オコエと入団合意

2015/11/20

朝日

朝刊

23 ８３０ スポーツ

背番号「９」 期待を力に

2015/11/20

朝日

朝刊

29 ８３０ スポーツ

背番号９「重み」 オコエ楽天入団

2015/11/20

産経

朝刊

22 ８３０ スポーツ

オコエ 楽天入団 背番号９ 「契約、重みある」 （オコエ瑠偉）

2015/11/20

東京

朝刊

19 ８３０ スポーツ

元ハンセン病患者描いた映画「あん」 スマホ片手にロケ地めぐり 東村山で２２
日イベント

2015/11/20

東京

朝刊

22 ２００ 市政一般

オコエ入団合意 楽天

2015/11/20

毎日

朝刊

20 ８３０ スポーツ

たまのはてな 市名に「東」「西」がついた経緯は 同名の他市と区別も

2015/11/20

読売

朝刊

32 ０２０ 地理・気象

全生園で消防訓練 東村山消防署 本格参加

2015/11/20

読売

朝刊

32 ４５０ 火災・消防

2 ﾍﾟｰｼﾞ

見出し

掲載日

掲載紙 朝夕刊 ページ

分類

風向計 始めよう！ （日本エレキテル連合 中野聡子）

2015/11/20

東京

朝刊

15 ８００ 文化一般

少女誘拐容疑で無職男逮捕

2015/11/21

東京

朝刊

22 ４２０ 事件・事故

女児誘拐容疑 ２６歳男を逮捕 東村山

2015/11/21

毎日

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

ＴＡＭＡ映画賞 あん 女優賞 樹木希林さん 男優賞 永瀬正敏さん

2015/11/22

読売

朝刊

32 ８２０ 映画・演劇・写真

東村山市版「株主総会」 市民の評価 最高点

2015/11/22

読売

朝刊

33 ２００ 市政一般

人口減社会 家族の形 １ 幸せ親子 血縁超えて 子連れ婚「柔軟な関係がいい」 2015/11/24

読売

朝刊

37 ３００ 社会一般

大谷、３年目で初選出 プロ野球ベストナイン（鳥谷敬）

2015/11/25

毎日

朝刊

18 ８３０ スポーツ

訃報（志村和子さん）

2015/11/26

朝日

朝刊

38 ０４０ 人物

新星 秘めた可能性 毎日スポーツ大賞 候補紹介 新人賞（オコエ瑠偉）

2015/11/26

毎日

朝刊

21 ８３０ スポーツ

東村山署殉職の署員慰霊碑建立 開署５０年に合わせ

2015/11/28

毎日

朝刊

27 ４１０ 警察

東村山署５０周年で 殉職警官の慰霊碑

2015/11/28

読売

朝刊

31 ４１０ 警察

クックパッドに自治体給食レシピ 足立や日野など 専用ページ続々

2015/11/30

東京

朝刊

18 ７２０ 中学校

詩歌の森へ 天山祭りを守る村

2015/11/30

毎日

朝刊

10 ８００ 文化一般

3 ﾍﾟｰｼﾞ

