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高卒ドラ１、試練の１年 中日・小笠原、楽天・オコエ、ロッテ・平沢

2016/12/1

朝日

夕刊

9 ８３０ スポーツ

清水女流六段が６００勝 女流で２人目 将棋（清水市代）

2016/12/1

朝日

夕刊

9 ８４０ 趣味・娯楽

高齢者叙勲（船倉昭典氏）

2016/12/1

読売

朝刊

あなたの身近な相談相手 「民生委員・児童委員」

2016/12/1

市報ひがしむらやま

30 ０１０ 叙位叙勲
4 ３８０ 社会福祉

毎日スポーツ人賞 ２０１６ 候補紹介 下 文化賞 「おもしろさ」伝える（栗山英樹） 2016/12/2

毎日

朝刊

18 ８３０ スポーツ

東京のほぉ～言！！：４０ がめる

2016/12/3

朝日

朝刊

26 ８００ 文化一般

理科って楽しいよ 授業にエンジニア、企業が出前講座…
学ぶ意欲刺激「興味持つ契機に」

2016/12/3

朝日

朝刊

35 ７００ 教育一般

風向計 太田さん（日本エレキテル連合 中野聡子）

2016/12/3

東京

朝刊

17 ８００ 文化一般

ひととき 私と息子とサンマー麺（村上美紀）

2016/12/5

朝日

朝刊

30 ０５０ 投書

療養所 野球生きがい ハンセン病回復者 談義

2016/12/5

読売

朝刊

29 ３５１ ハンセン病

多磨全生園 人権の森 小平でも理解深めて １０日、講演会

2016/12/7

読売

朝刊

30 ３５１ ハンセン病

憂楽帳 元判事の思い

2016/12/8

毎日

夕刊

11 ３５１ ハンセン病

ハンセン病患者元高校野球部員 東村山で体験語る 生きるエネルギーくれた

2016/12/9

毎日

朝刊

23 ３５１ ハンセン病

東村山・ハンセン病療養所内レストラン 一般利用客が増加 リニューアル１年
入所者と交流も あすサロンコンサート

2016/12/10

毎日

朝刊

27 ３５１ ハンセン病

多摩ＹＰＣコンテスト 遊佐さん最優秀賞（嵐田尚吉 横山宣明）

2016/12/10

読売

朝刊

26 ８２０ 映画・演劇・写真

朝日俳壇（高橋喜和）

2016/12/11

朝日

朝刊

12 ８１１ 短歌・俳句・川柳

自転車狙って犯行 ひったくり男逮捕 窃盗容疑、余罪２５件か

2016/12/13

産経

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

1 ﾍﾟｰｼﾞ

見出し

掲載日

掲載紙

ひったくり容疑２４歳の男を逮捕 多摩で２５件発生

2016/12/13

毎日

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

全生園の四季や入所者の姿紹介 小平で写真展

2016/12/13

読売

朝刊

30 ３５１ ハンセン病

バッグひったくり容疑で２４歳を逮捕 「ほかに十件」供述

2016/12/13

読売

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

納税表彰

2016/12/15 市報ひがしむらやま

2 ２５０ 財政・税務

秋の叙勲・危険業務従事者叙勲

2016/12/15 市報ひがしむらやま

2 ０１０ 叙位叙勲

平成２８年市議会１２月定例会市長所信表明（要旨）

2016/12/15 市報ひがしむらやま

3 ２３０ 市政方針・計画

平成２７年度 決算の概要 主な財政指標の推移

2016/12/15 市報ひがしむらやま

4-5 ２５０ 財政・税務

財政健全化法に基づく財政指標

2016/12/15 市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

平成２８年度上半期（４月１日～９月３０日）の財政状況

2016/12/15 市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

総合計画と行財政改革の５年間の取り組みと成果

2016/12/15 市報ひがしむらやま

8 ２３０ 市政方針・計画

市民意識調査の結果概要報告

2016/12/15 市報ひがしむらやま

9 ２００ 市政一般

風向計 師走（日本エレキテル連合 中野聡子）

2016/12/17

東京

朝刊

17 ８００ 文化一般

マルシェで街のにぎわい 東村山 あす 久米川駅北口朝市５周年

2016/12/17

読売

朝刊

28 ５００ 経済一般

朝市５年、交流のソース 農家など、地元産作物使い 東村山・久米川駅前

2016/12/19

朝日

朝刊

25 ５００ 経済一般

武満徹の映画音楽を味わう 没後２０年、多彩な顔ぶれで公演

2016/12/19

朝日

夕刊

3 ８１２ 音楽・美術

各駅停話：８１８ ＪＲ武蔵野線：２２ 新秋津 年代モノの車両で実習

2016/12/20

朝日

朝刊

11 ６２０ 交通・通信

アニメキャラ、東村山音頭歌う 市内男性が動画、「幻」の６番も収録

2016/12/20

朝日

朝刊

25 ５６０ 商工会

「ひかりの輪」本部捜索

2016/12/20

読売

夕刊

12 ４２０ 事件・事故

「ひかりの輪」施設捜索

2016/12/21

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

2 ﾍﾟｰｼﾞ
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見出し
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掲載紙

オランダ生活、小林選手報告 地元東村山市に サッカー（小林祐希）

2016/12/21

朝日

朝刊

29 ８３０ スポーツ

「ひかりの輪」の施設を家宅捜索

2016/12/21

毎日

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

サッカー代表 小林選手 東村山に凱旋 市長、園児らと交流（小林祐希）

2016/12/21

読売

朝刊

32 ８３０ スポーツ

患者閉じ込め 堀の跡 ハンセン病「多磨全生園」前身 １世紀経て発掘

2016/12/22

毎日

夕刊

13 ３５１ ハンセン病

「私の武満徹」続く探究 没後２０年、素朴な歌・映画音楽…多面性に光

2016/12/23

朝日

朝刊

30 ８１２ 音楽・美術

ハーフタイム オコエ、「自分のルーツ」初訪問へ

2016/12/26

朝日

朝刊

16 ８３０ スポーツ

はてなＴＶ あの歌の作者は？俳優は？（山内寿美子）

2016/12/27

朝日

朝刊

20 ０５０ 投書

気流 １２月２７日 （投書）（池戸由美子）

2016/12/27

読売

朝刊

12 ０５０ 投書

死亡事故相次ぐ

2016/12/27

読売

朝刊

29 ４３０ 交通事故

「もっと野球漫画みたいな野球を」 ハム栗山監督 仕事納め

2016/12/28

毎日

朝刊

15 ８３０ スポーツ

２０１６年スポーツ回顧 プロ野球 大谷躍動 ハム日本一
カープ２５年ぶりセ界一（栗山英樹）

2016/12/28

毎日

朝刊

18 ８３０ スポーツ

全国高校ラグビー 開幕 明大中野が躍動 ２７年ぶり 花園勝利
女子選抜対抗戦も（秋山歩花）

2016/12/28

毎日

朝刊

27 ８３０ スポーツ

ハンセン病 隔離の堀発掘 多磨全生園 「歴史裏付ける近代遺跡」

2016/12/31

読売

朝刊

29 ３５１ ハンセン病
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