東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１６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。（朝日・読売はデータベースでのご利用となります）
見出し

掲載日

東京ふたたび 五輪まで１３６１日 ３種類の大会旗、つなぐ感動 「フラッグツアー」 2016/11/1

掲載紙
朝日

朝夕刊 ページ
朝刊

分類

25 ８３０ スポーツ

第５５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！つなげようみんなの東村山」

2016/11/1

市報ひがしむらやま

1 ５９０ 商工業

「新しい東村山駅舎の外観デザイン」に関する意見や考えの募集

2016/11/1

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

東京都功労者表彰受賞

2016/11/1

市報ひがしむらやま

3 ０１０ 叙位叙勲

東京都消防褒賞を受賞

2016/11/1

市報ひがしむらやま

3 ４５０ 火災・消防

東京２０２０オリンピック・パラリンピックフラッグツアー 世界を応援する準備をはじめよう 2016/11/1

市報ひがしむらやま

7 ８３０ スポーツ

パワースポット巡り 東村山市、あすツアー初開催 行き先は・・・・・・・・当日のお楽しみ 2016/11/2

毎日

朝刊

23 ２００ 市政一般

東村山で巡るパワースポット あす、酒蔵見学も

2016/11/2

読売

朝刊

29 ２００ 市政一般

「やり残したこと いっぱい」 ハム栗山監督 続投が決定

2016/11/3

毎日

朝刊

21 ８３０ スポーツ

スクールデイズ 達成感が挑戦への意欲に カーレーサー 井原慶子さん

2016/11/3

読売

朝刊

17 ８３０ スポーツ

全国高校駅伝 都予選 男子 国学院久我山 ３連覇
女子 順天 ５年ぶりの女王（日体桜華）

2016/11/4

毎日

朝刊

22 ８３０ スポーツ

風向計 ライバル（日本エレキテル連合 中野聡子）

2016/11/5

東京

朝刊

15 ８００ 文化一般

朝日俳壇（小熊寿房）

2016/11/7

朝日

朝刊

11 ８１１ 短歌・俳句・川柳

ハンセン病 テーマにした服、絵画紹介 差別の歴史に理解を
デザイナー・鶴田さん東京コレクションで披露した２５点展示

2016/11/7

東京

朝刊

18 ３５１ ハンセン病

東京トリビア 国宝建造物 都内は２件 迎賓館と地蔵堂

2016/11/9

東京

朝刊

30 ９６０ 神社・寺院

小林 下克上に挑む ハリルＪ代表復帰 香川、清武と定位置争い（小林祐希）

2016/11/10

読売

夕刊

5 ８３０ スポーツ

1 ﾍﾟｰｼﾞ

見出し

掲載日

掲載紙

東コレで披露 ハンセン病資料館で衣装展 ショー出演者の説明も

2016/11/11

読売

朝刊

35 ３５１ ハンセン病

ティーンズランド 本から広がる
「あん」ドリアン助川 ハンセン病の元患者たちの過酷な人生

2016/11/12

東京

夕刊

2 ３５１ ハンセン病

オピニオン ｏｐｉｎｉｏｎ みんなの広場 さわやかだった栗山監督の言葉

2016/11/12

毎日

朝刊

9 ８３０ スポーツ

マニフェスト大賞授賞式 大賞に多々見良三・舞鶴市長
最優秀政策提言賞（佐藤真和）

2016/11/12

毎日

朝刊

28 ２６０ 市議会

サッカー・キリンチャレンジカップ１１日 日本 サウジ戦へ弾み
２４歳小林祐 代表初ゴール（小林祐希）

2016/11/12

読売

朝刊

12 ８３０ スポーツ

特集ワイド 野球を超える 栗山流組織論 「劇的日本一」
日ハム指揮官が語る人材活用術

2016/11/15

毎日

夕刊

2 ８３０ スポーツ

衣装に刻んだ 悲しき記憶 東コレ出演 ハンセン病回復女性

2016/11/15

読売

朝刊

32 ３５１ ハンセン病

「ＥＵと日本」 生徒に解説 桜華中・日体桜華高で ベルギー大使館員

2016/11/15

読売

朝刊

32 ７００ 教育一般

現実届けるリアルな演技 「天使も嘘をつく」 竹下景子

2016/11/15

読売

夕刊

ハンセン病療養所多磨全生園に学ぶ 写真展「いのちの森に暮らす」
ハンセン病療養所多磨全生園のいま

2016/11/15 市報ひがしむらやま

日ハム栗山監督 「選手も自信に」 特派員協会で会見

2016/11/16

毎日

朝刊

竹下景子が映画監督役 「天使も嘘をつく」

2016/11/17

朝日

夕刊

栗山監督に正力賞 日本ハム初 プロ野球（栗山英樹）

2016/11/18

朝日

朝刊

19 ８３０ スポーツ

正力賞 ハム栗山監督（栗山英樹）

2016/11/18

毎日

朝刊

20 ８３０ スポーツ

正力賞に栗山監督（栗山英樹）

2016/11/18

読売

朝刊

1 ８３０ スポーツ

「選手きらめく」栗山流 正力賞 「二刀流」 大谷 巧みに起用 プロ野球（栗山英樹） 2016/11/18

読売

朝刊

17 ８３０ スポーツ

風向計 写真の中の私（日本エレキテル連合 中野聡子）

2016/11/19

東京

朝刊

17 ８００ 文化一般

市長の発表 市民が採点 東村山市版株主総会

2016/11/20

読売

朝刊

31 ２００ 市政一般

2 ﾍﾟｰｼﾞ
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分類

8 ８２０ 映画・演劇・写真
1 ３５１ ハンセン病
24 ８３０ スポーツ
3 ８２０ 映画・演劇・写真

見出し

掲載日

掲載紙

東村山 保健授業不足 補充授業 出席わずか１０人 卒業生１６１６人中

2016/11/22

読売

朝刊

29 ７２０ 中学校

東村山駅 外壁どうする？ 市がアイデア募集 ３０日まで

2016/11/22

読売

朝刊

29 ２００ 市政一般

気流 イラスト（本柳芳江）

2016/11/24

読売

朝刊

10 ０５０ 投書

３０たまじまん！大作戦

2016/11/26

東京

朝刊

15 １１０ 東村山市立図書館

ハンセン病患者 スポーツに力 東村山の資料館で企画展

2016/11/26

読売

朝刊

33 ３５１ ハンセン病

東村山でエレベーターが落下し作業員死亡

2016/11/28

朝日

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

修理中のエレベーターが落下、男性挟まれ死亡

2016/11/28

東京

朝刊

18 ４２０ 事件・事故

エレベーターが落下し男性死亡 東京・修理作業中

2016/11/28

毎日

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

エレベーター落下 ５１歳死亡 東村山の工場 修理作業中に

2016/11/28

読売

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

清水女流六段が２人目の６００勝（清水市代）

2016/11/29

産経

朝刊

24 ８４０ 趣味・娯楽

ＳＰＯＲＴＳ×ＬＩＦＥ ハンセン病患者 生き生き交流 東京の資料館で企画展開催 2016/11/29

毎日

朝刊

23 ３５１ ハンセン病

清水女流六段が公式戦通算６００勝 将棋

2016/11/29

毎日

朝刊

30 ８４０ 趣味・娯楽

清水女流六段 通算６００勝

2016/11/29

読売

朝刊

37 ８４０ 趣味・娯楽

訃報（中山和久）

2016/11/30

朝日

朝刊

38 ０４０ 人物

第１１回マニフェスト大賞 喜びの声 最優秀政策提言賞（佐藤真和）

2016/11/30

毎日

朝刊

29 ２６０ 市議会

強制わいせつ容疑で逮捕

2016/11/30

読売

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

3 ﾍﾟｰｼﾞ

朝夕刊 ページ

分類

